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プロジェクトマネジメントコース

プログラムマネジメントコース

プロジェクト/プログラムの成功を通じたビジネスの成功、

組織の成長のために



プロジェクトマネジメント力強化
世界が認めた実践的なプロジェクトマネジメント・トレーニングプログラムやソリューションのご提供を通じ、

お客様のビジネスの成功をご支援いたします。

「PM MASTER’S」について

サービスの特長

当社は日本で唯一、TwentyEighty Strategy Execution社（*1）のプロ

グラムを提供している企業です。日本のお客さま向けに最新の理論

と実践例、専門的な知識とノウハウを結集した高品質のプログラム

「PM MASTER‘S」をご提供します。

「PM MASTER‘S」は事実上のグローバルスタンダードである知識体

系PMBOK®ガイドに準拠、PMBOK®ガイドで提唱されている「マネ

ジメントに必要とされる知識エリア」を網羅したプログラム群をご

提供しています。

The Project Management Professional(PMP)®試験対策の決定版（*2）

現状のレベルを測るアセスメントから、想定問題や模擬試験などを通

じて試験の傾向・対策をつかむ直前コースまで、柔軟に組み合わせ可

能なPMP®試験対策コースを各種用意しています。

資格保有者向けの各種ポイントに対応

PMI®認定教育機関（R.E.P.）としてPMP®資格所有者向けの「PDUポイ

ント」、またITコーディネータ協会の認定研修機関としてITコーディ

ネータ(ITC)（*3）およびITC補資格所有者向け「マルチエントリーポイ

ント」を獲得できるコースを用意しています。

*1：世界最大のプロジェクトマネジメント教育会社のESIインターナショナル社(1981年設立）
と上級プロジェクトやプログラムのコンサルテーションを得意とするIPSラーニング社(1988年
設立）が2015年10月に合併。これまで培われてきた各々のノウハウと実績、革新的な学習方

法で、戦略を実行へと結びつけるプロジェクトマネジメント教育およびコンサルテーションを
行う。弊社FXLIの米国パートナー。

実績あるインストラクター陣が担当

経験豊富で実績あるインストラクターがコースを運営します。

TwentyEighty Strategy Execution社と富士ゼロックス総合教育研究所

認定の優秀なインストラクター陣は、多くのお客さまに「PM 

MASTER'S」を継続的に受講していただいている大きな理由の一つ

です。

実践力重視の学習内容

基礎的な概論だけでなく、実際にプロジェクトを管理・運営する際

に、必要となる論理的思考・枠組みを修得できるよう、ケーススタ

ディや演習を活用した体験学習型の研修となっています。

効果

世界で最も信頼される高品質なプログラムにより、現場でのプロジェ

クトマネジメント実践をリードしていく人材を育成することができま

す。 PMP®資格更新時に必要なポイント（PDU）を取得できますので、

プロジェクトマネジャーが現場で実践しつつ、さらに最新の情報やノ

ウハウを身につけ、スキルアップすることができます。
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ステーク
ホルダー

PMBOK® ガイドの知識のエリア

*2： PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。
*3：ITコーディネータとは、経営とITの双方に精通したプロフェッショナルの育成をめざし、

経済産業省が中心となって創設した資格制度です。



PM MASTER’S 受講者の声 ～旧ESI社(*)実績調査より～

トレーニング・プログラムの品質と効果

研修で新たな知識とスキルを

学ぶことができた
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事例を含めた教材に対するポ

ジティブな評価

講師のパフォーマンスに対する

ポジティブな評価

研修で学んだ知識とスキルを現場

活用している（研修60日後）

ビジネスへの影響

95%

98%

95%

71%

パフォーマンスの向上

財務的な影響(ROI)

受講者一人あたりから生み出さ

れる利益

受講者一人あたり
業務上得られた利益／研修費用

ROI
（利益 – コスト）/コスト x 100

受講者が研修費用に
見合った成果が出るまでの期間

前提：研修60日後受講者アンケートより－ 受講料／人：＄1,200、PM職の平均年収：＄80,000、業務生産性向上率6.27%）

研修後、従業員のプロジェク

トに対する関与度が著しく増

加した

研修で学んだ知識およびスキ

ルのおかげで60日後、仕事の

パフォーマンスが向上した

研修が直接、仕事のパフォー

マンスの向上につながったと

思う

業務上のコミュニケーション

が向上した

業務品質が向上した

said training led
to an increase
in quality

75%

75% 84% 48%

$5,016
BENEFITS PER
LEARNER

4.18
BENEFIT TO
COST RATIO

318%
ROI
PERCENTAGE

54%

2.87
PAYBACK
PERIOD
(MONTHS)

said they had
improved effective
communications
in the business

65%

(*) :  ESI社は2015年10月、IPSラーニング社との合併に
より、社名がTwentyEighty Strategy Executionに変更され
ました。



PM MASTER‘S コース紹介

ｺｱ･ｺｰｽ(ﾍﾞｰｼｯｸ)

「マネージング・プロジェクト」2日間

- PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

「PM MASTER’S」のなかでもベースプログラムとなるマネージング・

プロジェクトは、あらゆるタイプのプロジェクトにおける計画立

案・策定を中心に、プロジェクトマネジメントの進め方の基本を学

ぶプログラムです。

スキル習得目標

•プロジェクトマネジメント実施上の全体観を学ぶ

•プロジェクト・マネジャーとしての役割と責任を理解する

•成果に結びつく目標設定を学ぶ

•有効かつ妥当な計画立案の基本手法を学ぶ

•適切な実行・コントロールの基本手法を学ぶ

•効果的な完了の基本手法を学ぶ

対象者

•プロジェクトの大きさ・タイプの違いに関わらず、あらゆるプロ

ジェクトに携わるプロジェクト・マネジャー、チーム・リーダー

およびメンバー

•経営企画、戦略部門マネジャー、メンバー

• PMP®、ITコーディネータ資格取得者

学習項目

1. プロジェクトマネジメント概論

2. プロジェクト立ち上げ

3. プロジェクト計画

4. プロジェクトの実行とコントロール

5. プロジェクトの完了

ｺｱ･ｺｰｽ(ﾍﾞｰｼｯｸ)

「マネージング・ITプロジェクト」2日間

- PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

いまや企業の経営活動にとって不可欠なIT活用を円滑に推進するため

の「PM MASTER’S」ITシリーズ。その中でもベースプログラムとなる

マネージング・ITプロジェクトは、ITプロジェクトにおける計画立

案・策定を中心に、プロジェクトマネジメントの進め方の基本を学ぶ

プログラムです。

スキル習得目標

• ITプロジェクト実施上の全体観を学ぶ

• ニーズと技術的能力の統合・調整の基本手法を学ぶ

• プロジェクト・マネジャーとしての役割と責任を理解する

• 成果に結びつく目標設定を学ぶ

• 有効かつ妥当な計画立案の基本手法を学ぶ

• 適切な実行・コントロールの基本手法を学ぶ

• 効果的な完了の基本手法を学ぶ

対象者

・IT系企業のプロジェクト・マネジャー、チーム・リーダーおよび

メンバー

• 企業や自治体のIT調達部門のマネジャー、リーダーおよびメンバー

• PMP®、ITコーディネータ資格取得者

学習項目

1. プロジェクト概論

2. プロジェクト立ち上げ

3. プロジェクトチームの設立

4. プロジェクト計画

5. プロジェクトの見積り

6. プロジェクトの実行とコントロール

7. プロジェクトの完了

上記プログラムを営業職、セールスエンジニア職向けに
アレンジしたプログラム「営業の視点から見るプロジェクト
マネジメント」もご用意しています。
詳しくは、別途お問合せください。
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PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



ｺｱ･ｺｰｽ(応用編)

「品質マネジメント」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

品質に関する一般的な知識だけではなく、プロジェクトにおける品質マ

ネジメントの概念、品質計画、プロセス改善手法などビジネスの成功に

不可欠な最先端の品質マネジメントの基本的な知識と実践的なスキルを

学習します。

スキル習得目標

• 品質マネジメント全般の概念、ツール、技法を修得する

• 効果的な品質計画法、品質管理法、品質保証法を修得する

• 継続的プロセス改善の知識とスキルを修得する

• 品質マネジメントにおけるプロジェクトマネジャーの役割を認識する

対象者

•プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わる

すべての方

• プロジェクトマネジメントの基礎的な知識を持っている方

• PMP®資格取得者

学習項目

1. 品質運動の歴史

2. 品質と品質マネジメントの基本

3. 品質マネジメント計画

4. 品質コントロール

5. 品質保証

6. 変更管理

7. プロセス改善

8. 品質に対するコミットメント

ｺｱ･ｺｰｽ(応用編)

「スケジューリング＆コスト・コントロール」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

スケジュールの作成ならびにコストコントロールの準備段階で重要な

ワークブレイクダウンストラクチャー（WBS）の応用スキルを学習しま

す。さらに、スケジューリングおよびコストコントロールのために用い

る重要な見積もりや予測のためのツールや概念の理解修得を目指します。

スキル習得目標

• WBSを使用したネットワークダイヤグラムの作成法

• PERTとクリティカルパス法（CPM）を使用したスケジュール計算

• リソース要求を特定し、割当て、集計する手法

• 特定のレベルと見積りタイプを使用してコストと作業時間を予測する

手法

• プロジェクト予算をタイムフェーズ式に策定する手法

• コンティンジェンシー計画を策定し、偏差を予測する手法

• 既存のデータに基いて未来のプロジェクトパフォーマンスを予測する

手法

対象者

•プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わる

すべての方

• プロジェクトマネジメントの基礎的な知識を持っている方

• PMP®、ITコーディネータ資格取得者

学習項目

1. ニーズおよび要求事項の概要

2. リソースの割当てと見積り

3. スケジューリング

4. ベースライン

5. 変更管理

6. 評価と予測

7. 完了戦略
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PM MASTER‘S コース紹介

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



ｺｱ･ｺｰｽ(応用編)

「プロジェクトリーダーシップ＆

コミュニケーション」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

プロジェクト・マネジャーとしてのリーダーシップや対人関係を強化す

るコミュニケーション、合意を形成するネゴシエーションなどのスキル

と知識を学習するプログラムです。

スキル習得目標

•プロジェクトマネジメントに適用される今日のリーダーシップの哲

学を理解する

• 優秀なチームを導く戦略を立案する

• 関係認識の理論を適用して友好的な関係をメンバーと構築できるよ

うになる

•対立解消に向けて適切なスタイルを用いることが出来るようになる

•プロジェクトが直面する困難な問題を交渉を通じ解決できるように

なる

対象者

•プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わる

すべての方

• PMP®、ITコーディネータ資格取得者

学習項目

1. リーダーシップとマネジメント：リーダーシップの概念、リーダー

シップ自己評価、モチベーショナップ方法

2. 優秀なチームをリードするチーム特性と構造の理解、チーム育成、

チーム行動分析

3. 対人関係の構築対人関係意識論、７つの動機付け価値体系

4. 倫理とリーダーシップ信頼と倫理的行動、倫理とプロジェクトマネ

ジメント

5. ネゴシエーション対立の解決策、コンフリクトマネジメント、合意

交渉

6. 変革をリードする変革計画

ｺｱ･ｺｰｽ(応用編)

「リスク・マネジメント」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

プロジェクトライフサイクルの全体を通じたリスクマネジメントのプロ

セスを理解･実践できるようにします。

特に重要なリスクの影響の度合いを、定性的・定量的に評価する技法を

学習します。参画型の演習やケース･スタディを通じて、リスクマネジ

メント上の理論、考え方や原則を、実際の業務に応用できることを目指

します。

スキル習得目標

• プロジェクトにおけるリスクの持つ意味を理解する

• リスクを特定しその影響の度合いを評価する様々な手法を学ぶ

• プロジェクト運営の際にリスク・コントロールを用いる手法を学ぶ

• 効果的なリスク対応戦略を立案する手法を学ぶ

• プロジェクト・リスクをマネージするための実用的なプロセスの手

法を学ぶ

対象者

•プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わる

すべての方

•プロジェクトマネジメントの基礎的な知識を持っている方

• PMP®、ITコーディネータ資格取得者

学習項目

1. リスクとは

2. リスクマネジメント計画

3. 定量化の基本

4. リスク分析とリスクの優先順位

5. リスク計画策定

6. リスクへの対応
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PM MASTER‘S コース紹介

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



ｺｱ･ｺｰｽ(応用編)

「契約・調達マネジメント」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

要求事項策定から終結まで、契約の全フェーズの概要の知識と契約・調

達に関わるプロジェクトマネジャーとしての役割と責任について学習し

ます。また、契約者またはサブコントラクターが、契約上の要求通りに

実行することを確認する上で、有益なアクション策について学習します。

スキル習得目標

•契約の構成要素を識別し、開始から終了までのプロセスを理解する

•あなたのプロジェクトに適切な契約タイプを選定する知識を修得する

•契約の法律用語を理解する

•購入者に最高の価値をもたらす申し入れを選択する知識を修得する

•目標、要求事項、計画、仕様について合意する知識を修得する

•有利な条件を交渉し、契約を改訂する知識を修得する

•プロジェクトでの対立に「契約解釈の１０原則」を応用する知識を修

得する

•契約を適切に管理し、いつ、そして、どのように完了前または完了時

に契約を終結させるかを理解する

対象者

• プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わる

すべての方

• PMP®資格取得者

学習項目

1. 契約マネジメントプロセス

2. チームワーク －役割と責任－

3. 契約法の概念と原則

4. 契約方法

5. 契約の価格協定

6. 契約前フェーズ

7. 締結フェーズ

8. 締結後フェーズ

ｺｱ･ｺｰｽ(応用編)

「PMアプリケーション」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

これまでに学んだプロジェクトマネジメントのコア・カリキュラムに関

する知識やスキルを、包括的に統合した形で各フェーズにおける実践的

な学習を行うプログラムです。

スキル習得目標

•チーム形成およびプロジェクト目標へのコミットメント獲得を実践

学習する

•ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー（WBS）に基づいてタスク

割り振りを実践学習する

•所用期間とコストの見積りを行い、チーム・メンバーや関係者への計

画発表を実践学習する

•プロジェクトの各ステージおよび教訓を文書化し、プロジェクト・

バインダーの作成を実践学習する

対象者

•プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わる

すべての方（コア知識・スキルをすでに学習されている方がより望ま

しい）

• PMP®資格取得者

学習項目

1. プロジェクト・マネジャーのコンピテンシー

2. プロジェクト・マネジャーのシミュレーション概要

3. チーム形成

4. プロポーザル前の分析と計画

5. プロポーザル準備

6. 契約締結後の計画

7. 交渉

8. 実行

9. 終結
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PM MASTER‘S コース紹介

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ(上級編)
「トラブルプロジェクトの克服技術」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

問題の起きたプロジェクトや起きそうなプロジェクトを短期間でアセ

スメントし、最初の計画に戻すように回復・挽回方法を具体的な各種

ツールを使いながら実践できるようにするプログラムです。

スキル習得目標

• 短期間で問題プロジェクトをアセスメントを確立する

• 問題プロジェクトの本質的な原因を特定する

• 問題プロジェクトの挽回策を立てる

• プロジェクトを好転させるためのリーダーシップを発揮する

• 成功へのガイド – 7つのキー指標を駆使する

• プロジェクトにおけるトラブルの予兆を早期に特定し、管理する

対象者

• プロジェクト・マネジャー、リーダーおよびリーダー候補

• PMP®資格取得者

学習項目

1. 短期アセスメントと挽回プロセスの概要

2. アセスメントの確立と挽回

3. アセスメントの計画と実行

4. 挽回策の立案

5. 移行とプロジェクトの安定

6. トラブルプロジェクトを避ける

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ(上級編)
「マネージング・コンプレックス・プロジェクト」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

コンプレックス・プロジェクトのマネジメントに必要な新しいアプロー

チ方法であるTwentyEighty Strategy Execution社独自のプロジェクトコンプ

レクシティインジケータやプロジェクトマネジメントモデルの基本知識

とスキルを学習します。ケーススタディや演習を多く取り入れ、学んだ

知識の確認と実践力を強化することを目指します。

スキル習得目標

• コンプレクシティ・サイエンス（複雑性科学）論の基礎知識を修得する

• プロジェクトコンプレクシティインジケータを活用して、プロジェク

トのコンプレクシティレベルを評価する基本手法を修得する

• コンプレックスプロジェクトマネジメントモデルを活用して、プロ

ジェクトをマネジメントするフレームワークの基本手法を修得する

• コンプレックスプロジェクトの成功確率を上げるためのアプローチ方

法とリーダーシップ発揮の基礎知識を修得する

対象者

• 通算3年以上のプロジェクト実務経験があり、プロジェクト・チームで、

プロジェクト・マネジャーあるいはリーダーの経験のある方

• 有資格者（ PMP® 、ITコーディネータなど）として十分な経験をお

持ちの方

学習項目

1. コンプレックスプロジェクトとは

2. プロジェクト・コンプレクシティ・インジケータ

3. コンプレックス・プロジェクトマネジメント・モデル

4. コンプレックス・プロジェクトの設計

5. コンプレックス・プロジェクトの実行

6. まとめ
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ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ(上級編)
「組織戦略とプロジェクト・ポートフォリオ

マネジメント」2日間

- 16PDU : TC3.00, LS 2.00, ST 11.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

組織の戦略設定とプロジェクト選定（ポートフォリオ）、個々のプロ

ジェクト実施の戦略的なプロジェクトマネジメントを演習を通じて実践

できるようにする上級PMを対象にしたプログラムです。

スキル習得目標

• トップレベルの戦略構築を支援する

• 事業戦略からプロジェクト実施へ向けたポートフォリオ開発まで経営

戦略をリンクする

• 組織のゴール・目標および戦略とプロジェクトの整合によってプロ

ジェクトの信頼性を確実にする

• プロジェクトに向けた適切な戦略を創造し、実行する

• プロジェクト・チーム、顧客および他のステークホルダーに戦略を伝

達する

• ポートフォリオ／プロジェクトの整合性を維持するためにステークホ

ルダーの期待をマネジメントする

対象者

• プロジェクト・マネジャー、リーダーおよびリーダー候補

• PMP®資格取得者

学習項目

1. 組織戦略の内容

2. 組織戦略：アプローチとテクニック

3. ポートフォリオ・マネジメント：戦略内容

4. ポートフォリオ・マネジメント：設定と選定

5. ポートフォリオ・マネジメント：アライメントの維持

6. 戦略的プロジェクトマネジメント

7. プロジェクトマネジメント：アライメントの維持

8. まとめ

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ(上級編)
「要求マネジメント」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 

- ITC認定学習時間: 16時間

概要

プロジェクト・スコープの基礎となり、スコープ変更の要因ともなる要

求を適切にマネジメントする要求マネジメント・プロセスについて、主

な手法を実践的に学習します。ステークホルダーとの関係性構築を含め、

要求定義から変更管理、成果物テスト、終結に至るプロセスに則って、

要求に関する諸問題に着実に対処できるようにします。ケーススタディ

や演習を多く取り入れ、学んだ知識の確認と実践力を強化することを目

指します。

スキル習得目標

• 要求に関する問題の現象と原因を把握する

• プロジェクトのライフサイクル全般を通じ、明確なプロセスとして要

求マネジメントを行なう

• プロジェクトに適切な比較項目を設定してステークホルダー分析を行

ない、コミュニケーション計画に則った関係性マネジメントができる

• プロジェクト・ニーズに基づいたツールと技法を選択して、要求識別、

要求抽出、要求追跡を行ない、要求変更管理ができる

• 適切なテスト方法、報告方式が選択でき、プロジェクト終結に必要な

要求関連文書が揃えられる

対象者

• プロジェクト・マネジャーおよびリーダー、顧客窓口・ニーズ分析担

当者など

学習項目

1.  要求の諸要素と識別のためのツールと技法

2.  要求マネジメント・プロセス確立の意義と方法

3.  要求マネジメント・プロセスに則ったステークホルダーとの関係性

マネジメント、要求定義（要求識別、要求抽出－要求追跡、分析・

レビュー・承認）

4.  要求マネジメント・プロセスに則った要求変更管理、要素成果物

テスト、要求プロセス終結
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ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ(専門編)
「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰのための

ネゴシエーション・スキル」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

プロジェクト・マネジャーとして対人関係を強化する「コミュニケー

ション能力」はすべてのプロジェクトの成功に不可欠です。その中でも

特に重要なコンフリクトの解消や合意形成するネゴシエーション力の知

識とスキルを学習します。MBTIを用いた、ハーバード流交渉術をベース

にした実践的なプログラムです。

スキル習得目標

• プロジェクトマネジメントに適用される交渉の重要性や基本的な知

識・スキルを理解する

• 自分自身および交渉相手の交渉スタイルの分析法、対立を解消しWIN  –

WINに転換させる方法など、より効果的な交渉スキルを習得する

• プロジェクト・ライフサイクルにおける、より効率の良いコスト・スケ

ジュール実行や期日内に成果を達成するための交渉スキルを習得する

• 交渉のタイプ（競合的・協調的）および複雑な交渉に対しての対処方法

を習得する

対象者

• プロジェクト・マネジャー、リーダーおよびリーダー候補

• PMP®資格取得者

学習項目

1. プロジェクトにおける交渉

2. 交渉とプロジェクト・ライフサイクル

3. 協調的交渉

4. 複雑な交渉

5. まとめ

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ(専門編)
「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰのための

ファイナンシャル・マネジメント」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- ITC認定学習時間: 16時間

概要

財務・会計の基本、契約時の利益計画、資産管理などの基礎知識とプロ

ジェクト遂行における一般的な財務分析ツールを学習します。ケースス

タディや演習を多く取り入れ、学んだ知識の確認と実践力を強化するこ

とを目指します。

スキル習得目標

• 会計と財務データを理解・分析するための基礎知識を修得する

• スケジューリングやコストコントロールを支援する財務分析ツール

の基本手法を修得する

• プロジェクトの財務リスクを最小にする基本手法を修得する

• プロジェクトの財務リターンを比較するためのツールの基本手法を修得

する

• 財務メンバーと効果的にコミュニケーションを行うための基礎知識を

修得する

対象者

• プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わるす

べての方

• PMP®資格取得者

学習項目

1. 財務の基本 財務分析、管理会計、収益測定（ＲＯＡなど）

2. 契約上の利益 価格戦略と戦術、利益計画、利益目標

3. 資産マネジメント キャッシュフロー、受取勘定、財産目録

4. 契約条件 価値、コスト、リスク・評価基準

5. コスト見積り コスト見積り法、計画策定とスケジューリング

6. まとめ
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プロジェクトマネジメントコース紹介

「プログラムマネジメント」2日間

- 16PDU : TC 8.00, LS 0.00, ST 8.00 

概要

戦略実現に直結するプログラムマネジメントの知識・スキル修得とプロ

グラムマネジャーとしての役割と重要なフレームワークを学習します。

また、ケーススタディを通して、実際に直面するであろう問題と機会を

体験し、応用力を身につけます。

PMI®のプログラムマネジメント標準第2版に準拠。

スキル習得目標

• プログラムマネジメントのライフサイクル全般と特に重要となるス

テークホルダーマネジメント、ベネフットマネジメントを中心にプロ

グラム・マネジャーとしての必要な知識とスキルを修得する

• プロジェクトマネジメントの知識を持ったプログラム・マネジャーと

して戦略的な価値を生み出すプロデューサ型人材のベーススキルを修

得する

対象者

• 上級プロジェクト・マネジャーやプログラム・マネジャー

• 経営企画、戦略部門マネジャー、メンバー

• PMOメンバー

※プロジェクトマネジメントを理解していることが望ましい

学習項目

1. プログラムマネジメントとは / プログラム・ライフサイクル etc

2. プログラムの事前準備

3. プログラム立ち上げ

4. プログラム・セットアップ

5. プログラム・ベネフィット創出

6. プログラム終結

「マネージング・グローバル・プロジェクト」2日間

- 16PDU : TC 10.00, LS 6.00, ST 0.00 

概要

国内のプロジェクト・マネジャーとは異なる、グローバル・プロジェク

ト・マネジャーとして直面する特有かつ複雑な問題（文化/言葉の違い、

戦争や暴動、国政の変動、為替の変動、インフラや法律の不整備など）

を検証し、なぜグローバル・プロジェクトのマネジメントが、国内のも

のより困難であるか考え話し合います。また、グローバルなプロジェク

トをマネジメントするために必要なソフト・スキルについて触れていき

ます。

スキル習得目標

• “ボーダレス”、またはグローバルなプロジェクトの特徴を見極め、

判断するとともに特徴的な問題にうまく対応していくため、グローバ

ル・プロジェクト計画の要素を特定する

• グローバル・プロジェクトの環境要素をうまく取り入れたリスクマネ

ジメントを検討する

• グローバル・プロジェクトを取りまく特徴的な問題に対処し、対応す

る方法をシステム化する

対象者

• グローバルなプロジェクトに携わるプロジェクト・マネジャー、およ

びリーダー

• 今後グローバル・プロジェクトを担うプロジェクト・マネジャーやメ

ンバー

学習項目

1. グローバル・プロジェクト全体像

2. グローバル・プロジェクト準備 / 立ち上げ / グローバル・プロ

ジェクトの構成 / 異文化学習 etc

3. グローバル・プロジェクト計画

4. グローバル・プロジェクトと政治/文化/法律

5. グローバル・プロジェクトの落とし穴

6. グローバル・プロジェクト管理

7. グローバル・プロジェクトの効率的な終結
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「実務家に学ぶアジャイルPM基礎」1日間

- 8PDU : TC 8.00, LS 0.00, ST 0.00 

概要

このコースでは、アジャイルとは？から始まり、従来のウォーター

フォール（WF）型プロジェクトのコンセプトと比較しながら新しいPM

手法の一つであるアジャイルプロジェクトマネジメント（APM）の特徴

とアジャイル環境下における課題について考えます。また、アジャイル

プロジェクト・マネジャーの特徴と求められるスキルにも触れ、これま

でのプロジェクト・マネジャーとの違いを考えていきます。これからア

ジャイルPMの導入を考えるための基礎を学習します。

スキル習得目標

• プロジェクトマネジメントにおけるアジャイルとは何か？を理解する

• アジャイルプロジェクトマネジメント（APM）環境の特性が分かる

• WF型のコンセプトとAPMの違いを理解し、適切なプロジェクト手法を

選択できる

• WF型PMからAPMへの移行における課題を特定する

• アジャイルプロジェクト・マネジャーの特徴と求められるスキルが分

かる

対象者

• アジャイルプロジェクトマネジメントに関心のある全ての方

• これからアジャイルの考え方を導入検討されているマネジャー、PM、

メンバーの方

学習項目

1. アジャイルプロジェクトマネジメントとは？ / アジャイルの歴史 / 

アジャイルマニフェスト / アジャイルの誤解 etc

2. ウォーターフォール(WF)型との違い / WF型PMとAPMの比較 /

PMBOK®ガイドとの関係

3. アジャイル環境下における課題 / アジャイルの文化 / アジャイル導入

における課題 / アジャイルプロジェクトマンジャーの特徴と求めら

れるスキル
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「実務家に学ぶアジャイルPM実践ワークショップ」1日間

- 8PDU : TC 8.00, LS 0.00, ST 0.00 

概要

アジャイルプロジェクトマネジメントの基礎知識を学んだ後のフォロー

アップ・コースの位置づけとして、演習・ディスカッションを中心にし

た初級者向け実践コースです。知識の復習に加え、アジャイル・フレー

ムワークとしてのスクラムの概要についても触れながら、具体的なア

ジャイルプロジェクトの進め方をアジャイル・チームに見立てたグルー

プで体感していきます。コース後半には、当コースで学んだすべてを

使ってアジャイルプロジェクト総合演習を行い、より現場での実践に近

づけます。

スキル習得目標

• アジャイル開発チームに不可欠な自己組織化について理解ができる

• アジャイル開発プロセスで重要なタイムボックスによる作業の流れが

理解できる

• アジャイル開発プロセスでの見積の手法について理解できる

• アジャイル開発プロセス体験を通して現場実践のイメージをつける

対象者

• アジャイルPM基礎コースを受講した方または同等の基礎を学習された

方

• アジャイルの概要の理解から実践へのヒントを得たい方

学習項目

1. イントロダクション/アジャイル基礎の振返り / なぜアジャイル？ /

アジャイルマニフェスト / WF型とアジャイル型 / アジャイルの種類

etc

2. アジャイルプロセスワークショップ

3. アジャイルプロジェクトマネジメント / 進め方概要 / スクラム概要（3

つの役割、３つの成果物、4つのイベント）

4. 総合演習 / スクラム開発ワークショップ

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

プロジェクトマネジメントコース紹介



「アジャイル要求開発」2日間

- 16PDU : TC 14.00, LS 1.50, ST 0.50 

概要

重要な情報を記録、収集し、まとめるためのツールやテクニックの提供

とともに、アジャイル環境下における要求の引き出しのプロセスに

フォーカスします。また、要求レベルを区別する方法と正しいタイミン

グで正しいレベルの要求を収集する方法をインタラクティブなコース運

営を通して理解していきます。

アジャイルプロジェクトマネジメントの基礎や概要を一通り学習し、更

に一歩踏み込んだ各論をお探しの方にお勧めのコースです。アジャイル

プロジェクトマネジメントを実務に生かす第一歩としてご活用ください。

スキル習得目標

• 要求の課題に対処できる

• ステークホルダーとそのオーナーシップを分析する

• 要求収集の４つのプロセスを使用する

• プロダクト・ビジョンと顧客の満足状態を定義する

• 非機能/テクニカル要求を特定する

• 要求収集のためのファシリテーションおよび引き出しテクニックを使

うことができる

• 要求の“完了”がいつか定義できる

対象者

• プロジェクト・マネジャー、アジャイルコーチ、スクラムマスター、

プロダクトオーナー、ビジネスアナリスト、開発者など

• 要求をより効率的・効果的に収集する方法を学びたいすべての方

学習項目

1. アジャイル概要

2. アジャイルチームの一日

3. 要求の収集計画

4. ビジョニング

5. 要求の発見と分解

6. 要求の優先順位づけ

7. 要求の掘り下げとテスト

8. 要求の変更管理

※各ユニットには、講義、ディスカッション、演習が含まれます。
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「アジャイルプロジェクトの見積りと計画」2日間

- 16PDU : TC 16.00, LS 0.00, ST 0.00 

概要

アジャイルプロジェクトで必要な先行する要求とそのサイズ、設計や計

画に最低限必要なもの（コト）を構成するものについて扱います。また、

ケーススタディやマイケースを通じて次の６項目に関する計画について

も学習します；戦略、ポートフォリオ、ロードマップ、リリース、イテ

レーション、デイリースタンドアップミーティング

アジャイルプロジェクトマネジメントの基礎や概要を一通り学習し、更

に一歩踏み込んだ各論をお探しの方にお勧めのコースです。アジャイル

プロジェクトマネジメントを実務に生かす第一歩としてご活用ください。

スキル習得目標

• 従来型の計画と見積りの課題を整理する

• アジャイルとは何か？なぜアジャイルを使うのか？を定義する

• アジャイル見積りができる

• ベロシティとキャパシティの説明ができ、最初のベロシティの見積り

ができる

• アジャイル・メトリクスがわかる

対象者

• プロジェクト・マネジャー、プログラム・マネジャー、アジャイル

コーチ、スクラムマスター、プロダクトオーナー、PMO、ビジネス・

スポンサーなど

• アジャイルの基礎知識をお持ちの方

学習項目

1. 計画と見積りに対する問題の克服

2. ユーザーストーリーの作成

3. 見積り手法

4. ベロシティの理解

5. リリース計画の作成

6. 複数チームのプログラム計画

7. 予算計画の実践と落とし穴

※各ユニットには、講義、ディスカッション、演習が含まれます。

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

プロジェクトマネジメントコース紹介



NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ（株）提携ｺｰｽ

「プロジェクト計画立案と見積技法」2日間

- 16PDU : TC 16.00, LS 0.00, ST 0.00 

概要

ソフトウェア技術者の方々を対象とした本コースは、オリジナル教材と

実践的なケーススタディを通じて、各種の見積技法とプロジェクト計画

立案方法の手順を体系的に理解することをめざします

スキル習得目標

• システムフロー、機能要求など、システム化要求の作成手順を理解する

• 汎用系、クライアントサーバ系など、開発規模の見積方法を理解する

• マスタスケジュールの作成方法を理解する

• 要員投入計画、工数見積り、費用見積りについて各見積方法を理解する

対象者

• プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わるす

べての方

• PMP®資格取得者

学習項目

1. ソフトウェア開発における見積りとは

2. 積算による見積技法

3. モデルを活用した規模の見積技法（ファンクションポイント法など）

4. 汎用機系の見積り（標準値法）

5. モデルを活用した工数と期間の見積技法（COCOMOⅡモデルなど）

6. 要員投入計画

その他 プロジェクトマネジメントコース紹介
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NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ（株）提携ｺｰｽ

「実例に学ぶプロジェクトマネジメント」2日間

- 16PDU : TC 14.00, LS 2.00, ST 0.00 

概要

ソフトウェア開発の失敗プロジェクト、成功プロジェクトの事例をケース

スタディとして、プロジェクトを成功させるためには何を行うべきかを討

論し、現場で活用できるプロジェクトマネジメントのノウハウを学びます

スキル習得目標

失敗事例と成功させるために行うべきことのポイントを理解する

• 失敗に至る過程での問事例を分析し、ソフトウェアプロジェクトのリー

ダーがプロジェクトを成功題点を整理し、その真の原因を分析するト

レーニングを行い、実プロジェクトに応用する実践力を身に付ける

• 事例の分析結果から、実際のプロジェクトで活用できる教訓を得る

対象者

• プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わるす

べての方

• PMP®資格取得者

学習項目

1. 失敗プロジェクトの事例研究

・失敗原因は何か？真の失敗原因は何か？具体的対策は何か？教訓は

何か？

2. 成功プロジェクトの事例研究

・難題を解決する方法は？複雑なステークホルダの調整方法？

・費用対効果を考えた最適な運営方法とは？若手SEをどう育成する

か？ 教育は何か？

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



「プロジェクトを推進する効果的ミーティング研修」

2日間

- 16PDU : TC 0.00, LS 16.00, ST 0.00 

概要

「プロジェクト・マネジャーの業務の90%は、コミュニケーションを

取ることである。」と言われています。これには文書によるコミュニ

ケーションも含まれますが、スキルや経験によって大きく振る舞いが

変わるのは、口頭によるコミュニケーションであり、複数のステーク

ホルダーが集まるミーティングであると考えます。プロジェクト全体

の推進をより円滑にするために、ミーティングを効果的に進めるため

の知識・スキルについて、演習を通じて実践的に身につけることを目

的としたコースになっています。１対１のコミュニケーションや、文

書を通じたコミュニケーションとは違う、ミーティングの運営につい

て学習したい全ての方へお勧めいたします。

スキル習得目標

• チームやミーティングを率いるために必要となる基本的な役割・姿

勢を理解する

• ミーティングにおいて、参加者が積極的に参画するファシリテー

ションの実践ポイントを身につける

• 目標の達成に向けて、チーム活動が活性化するためのミーティング

のポイントを理解する

• ミーティングの参加者の現状や期待を理解し、より高い能力を引き

出すポイントを理解する

• 準備されたスキルだけでなく、自分らしいミーティングの進め方を

理解する

対象者

• すべてのソフトウェア技術者

• PMP ®資格取得者

学習項目

1. オープニング

2. ステークホルダーマネジメント

3. プロジェクトにおける会議体

4. 目指すチームの姿

5. ３つのヒント（対話の理解・個人の理解・チームの理解）

6. ミーティング実習①

7. ファシリテーションとは

8. ミーティング実習②

9. ミーティング実習③

10. まとめ
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NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ（株）提携ｺｰｽ

「ＳＥのための「論理思考の文書技術」コース」2日間

- 16PDU : TC 16.00, LS 0.00, ST 0.00 

概要

ソフトウェアに関係する仕事では曖昧で複雑だった情報を的確に整理し、

正確に伝わる文書を作成する能力が必要です。この研修では、複雑で分

かりづらかった情報や思考を整理し、スッキリと分かりやすく伝わる文

書にする技術を習得すると同時に、現場ですぐに役立つ画期的な考え方

を学んでいきます。

スキル習得目標

伝わらない文書によって起きるトラブルを防ぎ、ステークホルダの満足

度・信頼度を格段に向上させることができる文書技術を習得します。

• 的確で分かりやすく伝わる文書の作成

• メールや会議資料、提案書、報告書のポイント

• 論理的思考の応用（プレゼンテーションの場での説明）

対象者

• すべてのソフトウェア技術者

• PMP®資格取得者

学習項目

1.  正確に伝える文書の必要性

2.  一意に伝える日本語を書くための最低限の３つの基本

3.  論理的思考の基本

4.  論理的に考えを組み立てるためのツール Word

5.  論理的に考えを組み立てるためのツール PowerPoint

6.  論理的思考の応用

その他 プロジェクトマネジメントコース紹介

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic

PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



PMP®試験対策ソリューション（PDU4.0～40.00）
米国PMI®（*4）認定のグローバルスタンダード資格であるPMP®（*5）資格を取得するための試験対策として、世界大手のプロジェクトマネジメント

教育会社であるTwentyEighty Strategy Execution社のノウハウを最大限に活用した柔軟で高品質な研修ソリューションを提供します。

・試験対策テキスト
・問題集

WEB版テスト（2h）
・模擬試験
・暗記用語集

PMBOK® ガイド
テキスト

受

験

フェーズ 1＜2ヶ月前＞

教材
ツール

フェーズ 2＜1ヶ月前＞ フェーズ3＜2週間前＞

PMP資格解説
オリエンテーション

PM知識アセス
メント（2h）-
WBT

PMBOK® ガイド
の知識と用語の
理解・確認
（自学習）

PMP資格
試験対策
ベーシック
3日間コース
（24h）

PMP資格
試験対策
チャレンジ
2日間コース
（16h）

・PMP概要と受験へのﾎﾟｲﾝﾄ
・PMBOK® ガイドの知識エリア

別に ﾚﾍﾞﾙを確認する（120
問）

・試験対策の実戦
力を築くための基
礎理論とツールを
理解修得する

・受験直前に、想定問題
を解題しながら、必須知
識及びツールを確認し、
合格率を高める

実施
目的

・ PMBOK® ガイドの各知

識エリア別に、想定問題
を交えて、実践的な解答
スキルを修得する

補強学習オプション： PMPチャレンジeラーニング（11h） （PMBOK®ガイド対応）

PMナレッジ＆スキルアセスメント
PMP®試験対策

ベーシックコース
PMP®試験対策

チャレンジコース

NEW

ＰＭＰ資格試験対策5日間コース

個
人
別
F
B

（0.5日間）

フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3

プロジェクトマネジメント・ナレッジ＆
スキルズアセスメント

受講対象者の現状の知識理解度をWeb
ベースで測定・分析し、学習計画の策定や
受講コースの選択などに活用します。

対象者

時 間

教 材

特長と
概要

PMP®をめざすすべての方

2時間～2時間30分

WebベースでのPMBOK®ガイ
ド知識およびスキルの評価ア
セスメントツール（120問）

• PMP®資格試験に出題され

る各知識エリアと「プロ
フェッショナルの役割と責
任」に関する理解度を確認す
る。
• 全120問を約2時間で解答し、

現状の知識エリアにおける強
み・弱みを把握するとともに、
合格に向けた学習計画の参考
にする。
• 知識理解度レベルにより、

受講コースの選択や受講対象
者の選抜に活用する。
• 個人別のフィードバックと

併せて、部門単位・企業単位
での診断表のアウトプットも
可能。

※フェーズ1の後にPMP®解説（申請手続きおよび
心得：2時間）を実施することが可能です。

PMP®試験対策ベーシックコース

初めて受験する方を対象として、Twenty 
Eighty Strategy Execution社のノウハウを盛り
込んだ高品質の予想問題と解答解説により
合格に向けたポイントや知識を学習する
コースです。

対象者

日 数

教 材

特長と
概要

PMP®をめざすすべての方
（特に初めて受験する方に
おすすめ）

3～4日間（24～32時間）

PMP®試験対策テキスト、
PMP® 問題集（200問）、
チャレンジ600（用語集）

•PMBOK®ガイドの全体像と

基礎知識を深く掘り下げ、合
格に向けた学習ポイントや試
験傾向と対策を学習する。
• PMP®およびPMI®に関する

知識と受験申請の手続き、受
験に際しての心構えについて
解説する。

PMP®試験対策チャレンジコース

試験直前に、実際と同じ時間（4時間）で
同数（200問）の模擬試験に取り組み、
最重要ポイントを復習して合格率向上を
図るコースです。

対象者

日 数

教 材

特長と
概要

PMP®をめざすすべての方
（PMP®試験対策ベーシック
コースなどの受講者が望ましい）

1日間（8時間）

PMP® 問題集（200問）

• 現状知識の強いエリア・弱

いエリアを明確にし、受験に
向けた強化ポイントを把握す
る
• 試験合格ラインとのギャッ

プを明確にし、今後の学習計
画策定時の参考にする。
• 実際の試験の雰囲気・時間
配分になれることができる。

試験対策ソリューション基本モデル

「事前アセスメント」により受講者の選抜および強化ポイントの把握を行った上で、質の高い想定問題や模擬試験によって合格に向けた学習ポイン

トや試験傾向と対策を習得する試験対策ソリューションの基本モデルです。

*4: 米国PMI® (Project Management Institute): 米国ペンシルバニア州に本部を置く、世界最大の
プロジェクトマネジメント協会

*5: PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。
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●受験要件

カテゴリー1：大学卒業者（含む大学院）で、以下の条件をすべ
て満たすこと
・プロジェクトマネジメント実務経験4,500時間以上
・過去8年間以内に3年間（36か月）以上にわたること
・異なるプロジェクトで重複する期間は算入しない

カテゴリー２：高校卒業者で、以下の条件をすべて満たすこと
・プロジェクトマネジメント実務経験7,500時間以上
・過去8年間以内に5年間（60か月）以上にわたること
・異なるプロジェクトで重複する期間は算入しない

●事前学習時間

35時間以上のプロジェクトマネジメント関連の学習時間が必要

●受験費用

1回目：$555、2回目以降：$375

●試験概要と合格条件

・4時間200問の選択式（4者択一問題）(Web試験）
・ただし、採点の対象となるのは25問の予備テスト問題を除く

175問（25問はランダムに出題）
・採点対象175問中106問（正解率60.5%）以上正解で合格
・毎日午前/午後の2回受験可能（各地受験会場）

PMP®試験情報

試験対策オプション・コース

● PMP®試験対策リフレッシュコース

PMBOK®ガイド関連研修の受講者を対象として、 PMBOK®ガイドの知識

の確認、重点ポイントや過去の出題傾向と対策についてエッセンスを

学習するコースです。

● PMP®試験対策特訓コース

PMP®ベーシックコース、リフレッシュコース受講者を対象として、全般

的なPMBOK®ガイド知識の見直しと模擬問題（200問）により、弱い知識

エリアを強化して合格率向上をめざすコースです。

対象者： PMBOK®ガイド関連研修の受講者

日数 ：3日間（24時間）

教材 ：PMP®試験対策テキスト、PMP®問題集（200問）、
チャレンジ600（用語解説集）

対象者： PMBOK®ガイド ベーシックコース、リフレッシュコースの
受講者

日数 ：2日間（16時間）

教材 ：PMP®問題集（200問）、チャレンジ600（用語解説集）
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PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



PM MASTER’S プログラム体系
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Inexperienced （経験：少） Intermediate （経験：中） Experienced （経験：多）

マネージング・プロジェクト

スケジュール＆コスト・コントロール

品質マネジメント

プロジェクト・リーダーシップ＆コミュニケーション

リスク・マネジメント

契約・調達マネジメント

プロジェクトマネジメント・アプリケーション

マネージング・ ITプロジェクト

PMP®  試験対策ベーシック - 3日間 （24時間）

PMP®  試験対策チャレンジ – 2日間 （16時間）

PMP® 試験対策チャレンジeラーニング （11時間）

PMP®  ナレッジ＆スキルアセスメント （2時間）

PMP® 試験対策ソリューション

コア・コース アドバンス・コース

要求マネジメント

ファイナンシャル・マネジメント

マネージング・コンプレックス・プロジェクト

トラブルプロジェクトの克服技術

組織戦略とプロジェクトポートフォリオマネジメント

ネゴシエーション・スキル

プログラムマネジメント

マネージング・グローバル・プロジェクト

アジャイルプロジェクトマネジメント

その他 プロジェクトマネジメントコース

Inexperienced （経験：少） Intermediate （経験：中） Experienced （経験：多）

実例に学ぶプロジェクトマネジメントプロジェクト計画立案と見積り技法

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを推進する効果的ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ研修

SEのための「論理思考の文書技術」コース

PMPはプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc. ) の商標登録です。



大分類 中分類 キーワード

リーダーシップ ●組織的視点と使命感 ●責任感 ●広範囲な組織的視野 ●アカウンタビリティ

●洞察力 ●リスク予知（発生確率・緊急度・影響度） ●長期的な視点

●積極性 ●自ら率先 ●やる気、情熱、モチベーション ●度胸/自信

●コーチング ●メンバー指導育成 ●動機付け

達成力 ●学習と成長 ●向上心

●達成志向 ●コミットメントする ●自己統制力 ●ストレス耐性

●イニシアチブ ●行動力 ●決断力

●最適化 ●改善

問題解決力 ●情報収集/調達/分析能力 ●タイムリーな収集と活用

●論理的思考/体系的思考 ●因果関係の整理

●創造力 ●アイデア創出

●リソース・マネジメント ●適材適所

コミュニケーション力 ●調整力 ●バランス感覚

●関係性構築力 ●ステークホルダー

●交渉力 ●説得、納得

●提案力 ●ニーズ収集 ～ 提案

プロジェクト・マネジャーコンピテンシーモデル（一般的な例）

プロジェクト・マネジャーに求められるコンピテンシー

自社の業務内容に合わせたプロジェクトマネジメント人材の育成をめざす皆さまへ

FXLIではプロジェクトマネジメント教育のカスタマイズも行っています。

お客様の業務内容に合わせた「貴社版プロジェクトマネジメントコンピテンシーモデル」を作成し、教育計画設計・コース設計の

策定から実施後の定着フォロー、成果測定まで一貫したソリューションをご提供します。

ソリューションプロセスモデル

プロセス

実施項目
現状の個人・組織のPM

能力を測定

課題を明確にし、将来

育成モデルを作成

育成モデルに基づく具体

的な教育企画設計・コー

ス設計の策定

コース設計に基づく

コース開発とコース実施

実施後の新しい知識と

スキルが組織内に定着

するようにフォロー

実施したソリューショ

ンの成果を測定する

ツール
●PMスキル診断ツール

●PMアセスメント

●PMコンピテンシーモ

デル

●育成キャリアモデル

●コースロードマップ

●リスク・マネジメント

計画書

●品質計画書

●コースアンケート

●ポストコースサーベイ（効果測定）

●PMスキル診断ツール

●PMコンピテンシーモデル

成果物
●リサーチ報告

●将来育成モデル

●貴社版PM

コンピテンシーモデル

●教育企画書

●コース設計書

●コース実施計画書

●リスク計画書

●コース実施レポート

●コースパフォーマンスレポート

●レッスンラーント（教訓の文書化）

パフォーマンス測定定着フォロー開発・実施設計企画
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ビジネススキルコースで「人間力」をアップ！
テクニカルスキルのパフォーマンス向上のための
「ビジネススキル」のご紹介

ビジネススキル（BS）コース



ビジネススキル強化
ビジネス環境に適合する能力を強化し、プロジェクトマネジメントやビジネスアナリシス力をより効果的に発揮

すると同時に、組織のゴールに沿ったプロジェクトをマネジメントすることができる人材を育成します。

「ビジネススキル（BS）」について

FXLI / TwentyEighty Strategy Executionが提唱する「ビジネススキル

（BS）」とは、”ソフトスキル”、”マネジメントスキル”、そして”ビ

ジネスに関する洞察力”を指します。これらは、仕事の進め方やテ

クニカルなスキルだけでは足りないもの、すなわちビジネスにおけ

る『人間力』を指します。

これらのビジネススキル＝人間力は、プロジェクトマネジメント

(PM)やビジネスアナリシス(BA)などのテクニカルなスキルや専門性

を補完し、ビジネススキルプログラムの対象となるテクニカル人材

やスペシャリストのパフォーマンスを更に引き上げることを狙いと

しています。

組織における専門的な役割に関わらず、ビジネスの成功に向け各々

が自身の責任を果たすために、戦略、オペレーショナル、対人関係、

そして個人の視点で物事を考えなければなりません。これが

TwentyEighty Strategy Execution 社（※）のマインドセットモデルの

背景にある基本原理です。

ビジネススキルプログラムの各コースは、この考え(視点)を軸に、

ビジネス・業務を進める上で直面する課題を考えていきます。これ

により、自身が抱えているプロジェクトと組織全体のゴールとを結

びつけ、より効果的なパフォーマンスを生み出し、期待する結果を

出すために必要な実践的スキルを身につけると同時に、ビジネスに

おける人間力も身につけていくことができます。

新たなスキルを開発する総合的なアプローチ

TwentyEighty Strategy Execution社開発による総合的なトレーニング

カリキュラムにより、コミュニケーション、対人関係、クリティカ

ル・シンキング、問題解決力を強化します。

実践的なコース

経験豊富な講師陣による実務的かつ現実的な事例に焦点を当て、よ

り実践的なスキルを学ぶコースをご提供します。

カストマイズ・コース

各企業の特定ニーズに合わせ、コースのカストマイズも可能。（企

業内セミナーに限ります）

FXLIのサービスの特徴

サービス導入の効果

自社内のテクニカル人材やスペシャリストが次のことができるよう

になります。

自身が抱えているプロジェクトと仕事を会社の戦略に結び付けて

考えることができるようになる

効果的にコミュニケートできるようになる

論理的・構造的思考法で思考することができるようになる

正しい問題を解決することができるようになる

他の人の能力育成ができるようになる組織の中で財務情報がどの

ように利用されているかを理解できるようになる

チェンジ・エージェントになれる

ビジネススキルプログラムは、PMP®資格更新時に必要なPDUポイ

ントを取得できます。

職務機能
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技術的専門性を補完するもの

※TwentyEighty Strategy Execution社はFXLIのパートナー企業です。

<<企業が従業員に期待すること>>
(優先度によるランク付け)

トップ5
1. 適切な解決策を提案するために、ビジネス上の問題や

機会を見出すこと

2. 他の人の能力とスキルを育成すること

3. 良い判断をすること

4. 良いチームリーダーであること

5. 説得力のあるメッセージとプレゼンテーションを伝えること

1
2

3
4

557%
56%

55% 53%
52%

2007 米国旧ESI社調査

<<参考情報>>
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スペシャリスト的なテクニカル人材は、概してその専門分野において大変優れているものです。しかし、残念なことにこのよう

な人材は、以下のような上位の組織課題を効果的に対処することができない傾向にあります。

テクニカルおよびプロフェッショナル人材の共通課題

個人
(Personal)

戦略
(Strategic)

対人関係
(Interpersonal)

オペレーション
(Operational)

意図

アクション

結果

課題

 明確なゴールの識別とゴールに対する進捗管理の失敗

 戦略的な方向性と組織ゴールに対する認識不足によるプロジェクトの失敗

 財務思考およびどのように財務決定がなされるかに対する知識不足

オペレーショナルな視点

 繰り返されるビジネス上の問題の排除および解決の失敗

 ビジネス変革をマネジメントできない

 進捗と結果を追跡するためのビジネス指標を使うことができない

 複雑なビジネス決定をする大勢が整っていない

対人関係の視点

 テクニカルスタッフ以外の従業員、顧客、

役員と効果的なコミュニケーションがで

きない

 意図した結果に結び付かないコミュニ

ケーションとプレゼンテーション

 効果のないチームリーダーシップ

 他者の知識やスキルを効果的に引き出す

ことができない

個人の視点

 マネジメントに昇進した際の新たな

責任に見合ったプレゼンテーション

能力の不足

 クリティカルな考え方や期待する結

果を達成できない

 モラルの低さと自信のなさ

 最大限に効果を出すための知識とス

キルの不足

ESI マインドセットモデル

「PMに求められるビジネス思考」※（旧名：ビジネスマインドセットを確立する）
 ビジネスマインドという考え方は、普段技術を専門としている人間にはなじみがないので、非常に良かった。また、戦略という部分に

ついて組織のビジョン等について自分なりに整理できた。（技術者）
 自分自身の振る舞いや、周りへの接し方を改めることを考えさせられる良い講座であり、今後の自分の行動に役立てたいと思います

（マネジャー）
 新しいアプローチだと感じました。自分のものにするには時間が短いですが、エッセンスを持ち帰り少しずつ業務に取り入れることは

有益と思います。上司に勧めたい。（リーダー）

「PMに求められる判断力強化と問題解決」（旧名：クリティカルシンキングと問題解決）
 実業務に実践するのは難しそうだがあきらめずに取りくみたい。 （営業）
 演習が多く理解を深めることができました。（SE)
 短時間で色んな手法を経験できたので、他の人にも受講するよう薦めたいです。（企画部門）

参考 ～ 受講者の声 ～

戦略的な視点

組織のミッションとビジョンにより生まれるビジネスを幅広く捉える視点

課題

上司、同僚、部下、友人、家族などの人々

との対人関係によって生まれ、強化される視点

課題

個人のゴール、期待、個性、スキル、仕事と

生活のバランス、組織文化、社会文化などから

もたらされるビジネスの視点

課題

職場やメンバー、組織のポリシー、プロセス、手順などから生まれる

ビジネスの視点
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前身であるESIインターナショナル社が開発したフレームを指します。



ビジネススキルコース紹介

「PMに求められるビジネス思考

Establishing a Business Mindset 」2日間

- 16PDU : TC 0.00, LS 9.00, ST 7.00 

概要

ビジネス遂行上に必要不可欠な４つのマインドセットモデル（戦略的

視点、オペレーショナルな視点、対人関係の視点、個人の視点）を学

習し、専門的な知識や個人としてのポテンシャルを最適化する基礎、

ビジネスでの洞察力・コミュニケーションの質と影響力を向上させる

基礎を修得します。ケーススタディや演習を多く取り入れ、学んだ知

識の確認と実践力を強化することを目指します。

スキル習得目標

• 新しい職位／組織におけるビジョンや将来の状態を特定することが

できる

• パワー・インタレスト・マトリクスを活用し、主要なステークホル

ダー／影響を決定（特定と優先位付け）することができる

• 概要レベルのSWOT分析を使用し、ビジョン達成のための組織の能

力を特定することができる

• ビジョンに対する進展を示すための、必要なゴールを特定すること

ができる

• ESIオペレーショナル・フレームワークを使用し、ゴールに対する

進捗／達成度合いを示すために、何を測定するべきかを決定するこ

とができる

• インパクトの高いコミュニケーションを行うために、TREOA（ト

ピック、推奨、証拠、成果、アクション）コンセプトを活用するこ

とができる

• 自分の強みと弱みを特定するために、ESIコミュニケーション・モ

デルを適用することができる

対象者

テクニカルまたはプロフェッショナルな方（技術者、プロジェクトマ

ネジャー、エンジニアなど）

学習項目

1.  マインドセットモデル

2.  戦略的な視点

3.  オペレーショルな視点

4.  対人関係の視点

5.  個人の視点

「 PMに求められる判断力強化と問題解決

Critical Thinking & Problem Solving 」2日間

- 16PDU : TC 0.00, LS 16.00, ST 0.00

概要

ビジネス遂行上に必要な５つのタイプのクリティカルシンキング思考法

と問題解決に対応するための５つのステップを学習し、ビジネス上の問

題や機会の分析、環境認識、対応策の探求・選択・実行などの基礎的な

知識や主要な課題解決ツールの活用法を修得します。ケーススタディや

演習を多く取り入れ、学んだ知識の確認と実践力を強化することを目指

します。

スキル習得目標

• 人間の思考に関する最新の理論を利用して、あなた自身のパフォー

マンスと、あなたのチームメンバーのパフォーマンスを向上させる

• それぞれのタイプのクリティカルシンキングを区別し、それぞれの

タイプのクリティカルシンキングをビジネスでいつ使用するか決定する

• ビジネス上の問題や機会を明らかにし、これらに対応する方法につい

て学ぶ

• ビジネス上の問題や機会を取りまく、内外の環境要因を評価する

• ビジネス上の問題や機会に対する、幅広い考えられる対応を探求する

• ステークホルダーに対して最良の対応をサポートしてもらうようにし、

その最良の対応を実行するためのアクションプランを設計し、そのアク

ションプランの遂行に成功する

対象者

テクニカルまたはプロフェッショナルな方（技術者、プロジェクトマネ

ジャー、エンジニアなど）

学習項目

1.  思考の科学

2.  クリティカルシンキング・モデル

3.  問題/機会の特定と分析

4.  環境認識

5.  対応の探求

6.  対応の選択

7.  対応の実行

8.  仕事への適用
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ビジネススキルコース紹介 「ファイナンシャル・マネジメント」2日間

- 16PDU : TC 16.00, LS 0.00, ST 0.00 

※PM MASTER’S「PMのためのファイナンシャルマネジメント」

コースに該当

概要

財務・会計の基本、契約時の利益計画、資産管理などの基礎知識とプ

ロジェクト遂行における一般的な財務分析ツールを学習します。ケー

ススタディや演習を多く取り入れ、学んだ知識の確認と実践力を強化

することを目指します。

スキル習得目標

• 会計と財務データを理解・分析するための基礎知識を修得する

• スケジューリングやコストコントロールを支援する財務分析ツール

の基本手法を修得する

• プロジェクトの財務リスクを最小にする基本手法を修得する

• プロジェクトの財務リターンを比較するためのツールの基本手法を

修得する

• 財務メンバーと効果的にコミュニケーションを行うための基礎知識

を修得する

対象者

• テクニカルまたはプロフェッショナルな方（技術者、プロジェクト

マネジャー、エンジニアなど）

• プロジェクト・マネジャーおよびメンバーなどプロジェクトに携わ

るすべての方

• PMP®資格取得者

学習項目

1.  財務の基本 財務分析、管理会計、収益測定（ROAなど）

2.  契約上の利益 価格戦略と戦術、利益計画、利益目標

3.  資産マネジメント キャッシュフロー、受取勘定、財産目録

4.  契約条件 価値、コスト、リスク・評価基準

5.  コスト見積り コスト見積り法、計画策定とスケジューリング

6.  まとめ

「 PMに求められる効果的なメッセージ発信

High-Impact Communication 」2日間

- 16PDU : TC 0.00, LS 16.00, ST 0.00 

概要

情報過多の昨今では、的確な情報の選択がビジネス成功の鍵とも言えま

す。このコースでは、多くのクライアント、ステークホルダー、同僚、

プロジェクトメンバーなどとのコミュニケーションをいかに有意義なも

のにするか、更に効果的にインパクトのあるコミュニケーションのテク

ニックを修得します。ケーススタディや演習を通じて、自分のコミュニ

ケーションのスタイルを知り、業務を遂行するために相手を上手く適用

する方法を学習します。

スキル習得目標

• 期待すべき成果をもたらすための説得力のあるコミュニケーション方

法を理解する

• より効果的なコミュニケーションになるようスタイルを上手く活用で

きる

• プロジェクトチーム内での効果的な仕事の進め方や対話ができる

• 最大の成果をもたらすためのメディアの選択や効果性の高いコミュニ

ケーションを構成できる

• コミュニケーションの効果を最大限に引き出すテクニックや戦略を実

践できる

• 最良の結果を出すためのコミュニケーションプランとミーティングを

開催できる

対象者

テクニカルまたはプロフェッショナルな方（技術者、プロジェクトマネ

ジャー、エンジニアなど）

学習項目

1.  コミュニケーションモデル/知性

2.  メッセージを計画する

3.  メッセージを構築する

4.  メッセージを伝える

5.  ハイ・インパクト・ミーティング
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ビジネススキルコース紹介

「プロジェクト・メンバーのパフォーマンス向上の

ためのコーチング

Coaching & Mentoring for Improved Performance 」
2日間 - 16PDU : TC 0.00, LS 16.00, ST 0.00

概要

自分のコーチングスタイルを分析して、どう活用するかを学ぶととも

にコーチング力、メンタリング力の質、効率、効果の向上を目指す行

動モデルの適用方法を修得します。ケーススタディや演習を通じて、

適材適所の配置方法に加え、仕事の結果に対する測定方法を学習し、

パフォーマンスの向上や維持のためのフィードバック方法を学習しま

す。

スキル習得目標

• 効率よい適材適所の選択方法を理解する

• メンバーの仕事のパフォーマンスを評価し、改善できる

• 結果測定に必要なテクニックを活用できる

• パフォーマンスの維持、改善に向けたフィードバックができる

• 困難なパフォーマンス上の課題に対し上手く対処できる

• コーチングプロセスを通してのコーチングモデル、メンタリングモ

デルを適用できる

対象者

テクニカルまたはプロフェッショナルな方（技術者、プロジェクトマ

ネジャー、エンジニアなど）

学習項目

1.  なぜコーチングなのか？

2.  コーチングとメンタリングモデル

3.  コーチへの準備

4.  コーチング

5.  職務とキャリアコーチング
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ビジネススキルコース体系図ビジネススキルコース体系
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ビジネスマインドセット４つの視点強化コース
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プロジェクトを成功へ導く「ビジネスアナリシス」のご紹介

ビジネスアナリシス（BA）コース



ビジネスアナリシス人材力強化

プロジェクトマネジメントをさらに進化させる新たな高度プロフェッショナル人材を育成します

「ビジネスアナリシス（BA）」について

現在のビジネスにおけるプロセス改善にはITの活用が欠かせないも

のとなっています。しかし、プロジェクトを運営していくにあたり、

ITシステムに求める顧客の要求、つまりユーザー要件の定義のあい

まいさによって、プロジェクトが失敗するケースが少なくないのが

実情です。そのため、ユーザーニーズの特定から要件定義を明確に

する「ビジネスアナリシス」が必要とされ、近年特に北米地域では、

新たな役割としてその認知度が急速に高まっています。こうした状

況を踏まえ、ビジネスアナリシスの団体IIBA®が設立され、

PMBOK®ガイドに相当するBABOK®も構築されています。

ビジネスプロセス改善への広い視野を持つと同時に、システム要件

の分析力をも兼ね備えた高度プロフェッショナル人材「ビジネスア

ナリスト」は、今後、国際認定資格となる可能性が高く、米国では

すでにその養成が始まっています。

※IIBA® （International Institute of Business Analysis）

2003年に設立され、カナダオンタリオ州トロントに協会本部を置く、

ビジネスアナリシスにおける世界初のプロフェッショナル協会。

※ BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge) 

日本初の体系的なビジネスアナリスト養成コース

これまで、プロジェクト・マネジャーなどが担ってきたビジネスア

ナリシスの役割と機能を、専門性の高い新しい職種としてとらえ、

日本で初めて体系的な養成コースをご提供しています。

BAコンピテンシーモデルの確立

経験豊富な専門家や実践者たちの数年にわたる分析により、ビジネ

スアナリシスに必要なコンピテンシーモデルを明確化、これに基づ

いたトレーニングプログラムによりBA人材育成を行ないます。

（BABOK®準拠）

※公開コースとお客さまの組織内コースのいずれもご利用できます。

FXLIのサービスの特徴

サービス導入の効果

プロジェクトにおいて、テクニカル部門とユーザーとの間に起こる

ギャップ（使用言語や思考プロセスの食い違いなど）を解消し、頻

繁なスコープ変更、不具合修正コストの発生やスケジュール遅延等

を予防し、プロジェクトを成功に導く強力な推進を行うことができ

ます。また要件の的確な収集と文書化により、あらゆるステークホ

ルダー間で要件の明確な共有が可能となります。

PMP®資格と同様に、国際的に通用するビジネスアナリスト人材を

いち早く養成することができます。

ビジネスアナリシスプログラムにおいても、PMP®資格更新時に必

要なポイント（PDU）、ITC認定学習時間をはじめ、IIBA®認定の資

格試験であるCBAP®資格更新時に必要なポイント(CDU)を取得でき

ます。
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ビジネスアナリシスコース紹介

ｺｱ･ｺｰｽ

「BA基礎 Fundamentals of Business Analysis」2日間

- 16PDU : TC6.00, LS 0.00, ST 10.00 
- 16CDU / ITC認定学習時間: 16時間

概要

多くの人が、“ビジネスアナリシス”という領域を知らないまま、ビジ

ネスアナリスト(BA)の役割を担っていたり、または、無意識にビジネ

スアナリシスを行っているのが現状です。

無意識にBA業務をしている組織のマネジャーや専門職の方は、BA業務

は役職にかかわらず、企業にとって大きな価値をもたらすということ

を知らずにいることが多々あります。

このBA基礎では、入門コースとして、ビジネス課題に対するソリュー

ションを実装する前後とその過程、およびエンタープライズ・アナリ

シス（企業分析）も含めたビジネスアナリシス全体をスコープとして

取り扱います。また、戦略を実行する - 正しい仕事を正しい権限で行

う - という観点から、ビジネスアナリシスが提供する価値について、

理解を深めていきます。

スキル習得目標

• ビジネスアナリシスについて述べることができる

• ビジネスアナリシスにおける主な機能について説明できる：

- ビジネスニーズの定義

- 要件マネジメント

- ベネフィット・マネジメント

- エンタープライズ・アナリシス

• ビジネスアナリシスが、組織、および個人の仕事と責任に対して、

どのように使えるかを述べることができる

対象者

• 組織のマネジャー、専門職、開発者、プロジェクト・マネジャー、

若手ビジネス・アナリスト

• ビジネス価値を生むことに責任を持ち、プロジェクト・ベースで仕

事をする全ての方

学習項目

1. ビジネスアナリシスの基本

2. ビジネスニーズの定義

3. 要求マネジメント

4. ベネフィット・マネジメント

5. エンタープライズ・アナリシス

ｺｱ･ｺｰｽ

「要求の引き出しとマネジメント

Eliciting & Managing Requirements」2日間

- 16PDU : TC15.00, LS 0.00, ST 1.00 
- 16CDU / ITC認定学習時間: 16時間

概要

「要求の引き出しとマネジメント」は、ユーザーやステークホルダーか

ら要求を引き出し、ソリューション開発の間、それらの要求をマネジメ

ントすることに責任をもつ方向けのコースです。

このコースでは、次のプロセスを学びます；

ソリューション・スコープの妥当性確認、協働による要求の引き出し、

ソリューションのモデリング、有効な要求の文書化、ソリューションの

妥当性確認、要求変更管理、全体のプロセスを促進させるために必要な

作業の計画方法

スキル習得目標

• 要求マネジメントにおける、ビジネスアナリシスの重要な役割について

説明できる

• ソリューション・スコープを立証する

• 要求マネジメント作業の中で適切なモデリング技法を使用できる

• 効率を最大限にし、かつ必要な作業を見積もるために要求の引き出しと

分析計画をする

• 分析サイクルとは異なる視点で、要求を引き出すために最も適切なテク

ニックを見極める

• 様々な種類の要求を、完全で一貫性があり、整理された要求に分解、

文書化する

• 要求を立証し、最終版にするためにコンセンサスを築く

• プロジェクト・ライフ・サイクルを通じて要求をマネジメントする

対象者

ビジネス・ニーズに沿った特定の成果を出すことや問題解決に責任を

負う全ての方

学習項目

1. ソリューション・スコープの妥当性確認

2. 協働による要求の引き出し

3. ソリューションのモデル化

4. 要求の文書化と伝達

5. 要求の妥当性確認

6. 要求のコントロール

7. ビジネスアナリシス計画
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ビジネスアナリシスコース紹介

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ

「戦略的エンタープライズアナリシス」2日間

- 16PDU : TC10.00, LS 0.00, ST 6.00 
- 16CDU /  ITC認定学習時間: 16時間

概要

ビジネスアナリストは、戦略的企業分析を行ない、投資の健全性をはか

る、プロジェクト・ポートフォリオを強化するなど、企業において欠か

せない存在となります。

本コースは、BAのアドバンスコースとして、戦略的企業分析チームの一

員が業務遂行に必要な知識についてお伝えしていきます。

特にエンタープライズアーキテクチャの学習に欠かせない戦略的企業分

析の一連のプロセスを、ケーススタディを使った演習を通して体験でき

るのが特徴です。また、コース終了時までに、AS-ISおよびTO-BEのエン

タープライズアーキテクチャをモデル化するステップやそのTO-BEモデ

ルがどのようにして全体のプロジェクト・ポートフォリオに貢献するの

かなどの理解を深めていきます。

スキル習得目標

• 戦略的企業分析の主要なアクティビティを説明できる。

• 組織のコアコンピタンスを特定できる。

• AS-IS及びTO-BEのエンタープライズアーキテクチャをモデル化できる。

• 顧客価値分析ができる。

• プロセスマネジメントができる。

• AS-IS及びTO-BEのITアーキテクチャをモデル化ができる。

• サービス指向アーキテクチャ(SOA)の重要性がわかる。

• ポートフォリオマネジメントができる。

対象者

BABOK®の知識体系の概要を理解している以下の方 -

• ビジネスアナリスト、プロジェクト・マネジャー、業務マネジャー

• 中堅以上の組織でプロジェクトの企画に関わる技術者、営業、財務、

人事、法務などあらゆる職種の方

• CBAP®受験予定者、CBAP® 資格取得者

＊先に「ビジネスアナリシスのイントロダクション」コース（2日間）

を受講していることが望ましいですが、この限りではありません。

学習項目

1.  AS-IS/TO-BEのエンタープライズアーキテクチャをモデル化する

2.  顧客価値分析を用いてエンタープライズアーキテクチャを改善する

3.  プロセス改善計画を作成する

4.  AS-IS/TO-BEのITアーキテクチャをモデル化する

5.  サービス指向アーキテクチャ(SOA)の重要性を理解する

6.  ポートフォリオマネジメントを行なう
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ビジネスアナリシスコース紹介

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ

「論理データとプロセスモデリング」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- 16CDU

概要

論理データとプロセスモデリングの技法によって、ビジネスとプロ

ジェクトにおける非常に重要な要件の完全な絵柄を提供することがで

きるように、組織構成を深く掘り下げます。このコースはいかなるビ

ジネス機能あるいはビジネスエリアをも効果的に分析し、

かつ論理データとプロセスモデルを作成するために使用される技法の

完全な教育機会を提供します。またこのコースは、ビジネスルール、

ポリシーおよび諸手続き、そしてそれらが現状のテクノロジーや組織

構成に制限されることなくいかにしてモデル化されるかをもカバーし

ます。

スキル習得目標

• 論理データ、プロセスおよびワークフローモデリングの目的、重要

性および効用に関して説明できる。

• ビジネスエリアの記述から、機能分解図、エンティティ関連図およ

びデータフロー図を構築できる。

• 論理モデルの検証・立証のために様々な技法を適用できる。

• 分析モデルの中で使われるべきネーミング基準を評価し、導入する

ことができる。

対象者

このコースは、モデリングプロセスおよび論理データフローの作成に

関する知識とスキルに習熟できるように設計されています。

ビジネスアナリストのみならず、日常的に彼らと接点を持つプロジェ

クト・マネジャーやビジネス・マネジャーの方々に適しています。

（基礎～中級のビジネスアナリストスキル）

＊先に「要求の引き出しと文書化」コース（2日間）を受講している

ことが望ましいですが、この限りではありません。

学習項目

1.  より正確で完全な要件を作る

2.  プロジェクトスコープを伝える作図を使用する

3.  プロジェクト要求を定義し、記述するためのデータモデルを作る

4.  機能分解図、エンティティ関連図、データフロー図を作り、使用

する

5.  データとプロセスモデルを立証するためのデータフロー図を使用

する

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ

「ワークフローモデリング」2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- 16CDU

概要

ワークフローモデリングの技法によって、現状存在しているビジネスや

組織をサポートする要件をさらに深く掘り下げます。（AS-ISモデル）

そしてそこから、変革ニーズをサポートするソリューション設計を進め

るべく変更が行われていきます。（TO-BEモデル）

このコースでは、いかなるビジネス機能あるいはビジネスエリアをも、

ワークフローで効果的にモデル化するための技法に関する完全な教育機

会を提供します。

スキル習得目標

• ワークフローモデリングの目的、重要性および効用に関して説明

できる。

• 様々な技法とアプローチを使用してワークフローモデルを構築できる。

• プロセス改善に向けて、機会を見極めるためのワークフロー分析が

できる。

• 正確性と完全性を保証するワークフローモデルを検証できる。

• プロセス改善機会を特定し、論じることができる。

対象者

このコースはワークフローとプロセスのモデリングに関する知識とスキ

ルに習熟できるように設計されています。ビジネスアナリストのみなら

ず、日常的に彼らと接点を持つプロジェクト・マネジャーやビジネス・

マネジャーの方々に適しています。

（基礎～中級レベルのビジネスアナリストスキル）

＊先に「要求の引き出しと文書化」コース（2日間）を受講しているこ

とが望ましいですが、この限りではありません。

学習項目

1.  様々な証明技法を使用してワークフロー図を作る

2.  プロジェクトに最も適したワークフローは何かを決定する

3.  ワークフローモデルを使ってプロセス改善の機会を見つける

4.  正確性と完全性を保証するワークフローモデルを立証する

5.  プロセス改善のための6つの実績のあるイネーブラーを使用する

33

PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic



ビジネスアナリシスコース紹介 資格取得ｺｰｽ

「CBAP ® & CCBA® 試験対策」 3日間

- 24PDU : TC24.00, LS 0.00, ST 0.00 

- 24CDU 

概要

IIBA® 認定のグローバルスタンダート資格であるCBAP® / CCBA® 資格

を取得するための試験対策として、米国最大手のPM/BA教育会社であ

るTwentyEighty Strategy Execution社のノウハウを最大限に活用し、合

格に向けた学習ポイントを習得します。講義は、CBAP® / CCBA® 資格

取得者が解説します。

スキル習得目標

• BABOK® の全体像と基礎知識を深く掘り下げ、合格に向けた学習

ポイントや試験傾向と対策を学習する

• 各知識エリアの重点解説と想定問題集（150問）により合格に向け

た知識を整理する

• 実際と同じ時間（3時間）で同数の模擬試験（150題）に取り組み、

最重要ポイントを復習して合格率を高める

• 現状知識の強いエリア・弱いエリアを明確にし、受験に向けた強化

ポイントを把握する

• CBAP®および/CCBA® 試験の受験申請の手続き、受験に際しての心

構えについて解説する

※利用教材：BABOK® 、対策テキスト、問題集（150問）、模擬試

験（150問）

対象者

• CBAP® / CCBA® 資格取得をめざす方(前提知識としてBABOK®の

基礎知識を学習していることが望ましい)

学習項目

1.  BABOK® 全体像

2.  各知識エリアの重点解説と傾向対策

3.  重点演習問題と解答解説

4.  模擬試験（150問）と解答解説

5.  受験申請手続きと心構え・学習方法

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺｰｽ

「要求のトレースと妥当性確認のためのテスト技法」

2日間

- 16PDU : TC16.00, LS 0.00, ST 0.00 
- 16CDU

概要

このコースでは、テストプロセスにおけるビジネスアナリストの役割

を理解し、ビジネス要求文書(BRD)の妥当性確認とステークホルダー

とのモデル分析、そしてソリューションがテクニカル仕様と一致して

いるかの検証に必要なステップを学んでいきます。

具体的には、Vモデルを使って何を考慮しなければならないか、いつ

テストのレベルとタイプを計画するのかを学習し、さらに、計画プロ

セスの一部として、テストゴールとテスト戦略を含んだマスター・テ

スト計画を作成します。また、このコースはビジネスアナリシスに

よって計画、マネジメントされるテストのレベルとタイプに強く焦点

を当てていきます。最後に、テストプロセスを通して発生するであろ

う要求の変更にどのように対処するかをディスカッションしていきま

す。

スキル習得目標

• テストプロセスにおけるビジネスアナリストの役割を認識する。

• ビジネス要求文書(BRD)の妥当性を確認し、ステークホルダーとと

もにモデル分析をする。

• ソリューションがテクニカル仕様と一致しているか検証する。

• テスト方法の重要性を認識する。

• 何をテストするのかを決定し、ソリューション開発ライフサイクル

(SDLC)を通して要求のトレースをする。

• テスト計画を策定し、実行する。

• さまざまなテスト技法を理解する。

対象者

• CBAP® / CCBA® 資格取得をめざす方(前提知識としてBABOK®の

基礎知識を学習していることが望ましい)

学習項目

1.  BABOK® 全体像

2.  各知識エリアの重点解説と傾向対策

3.  重点演習問題と解答解説

4.  模擬試験（150問）と解答解説

5.  受験申請手続きと心構え・学習方法
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PDUの見方： TC = Technical /  LS = Leadership / ST = Strategic



ビジネスアナリシスコース体系

BAの体系的なトレーニング・プログラムとしては、日本初

ビジネスアナリシス
ナレッジアセスメント ビジネスアナリシス

コア・コース

ビジネスアナリシス
アドバンス・コース

ビジネスアナリシス
資格取得コース

BA基礎 要求の引き出しとマネジメント

論理データとプロセスモデリング

戦略的エンタープライズアナリシス

ワークフローモデリング

要求のトレースと妥当性確認のための
テスト技法
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CBAP® & CCBA® 試験対策コース

IIBA®が編集・発行しているビジネスアナリシスの知識体系

© FXLI



【東京本社】 〒106-0032 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ14階

TEL 03-5574-1511

【関西支店】 〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル11階

TEL 06-6221-7017

【中部支店】 〒460-8404 愛知県名古屋市中区栄1-12-17 富士フイルム名古屋ビル6階

TEL 052-684-5150

http://www.fxli.co.jp/

FXLI公式サイト

富士ゼロックス総合教育研究所は、IIBA®日本支部（www.iiba-japan.org/）
「ゴールドスポンサー」です。

富士ゼロックス総合教育研究所は、IIBA®「認定教育プロバイダー」です。

IIBA®: International Institute of Business Analysis

富士ゼロックス総合教育研究所は、TwentyEighty Strategy Execution社（米国バー

ジニア州）の日本における「エクスクルーシブ・パートナー」です。

この印刷物の内容は2016年1月現在のものです。

富士ゼロックス総合教育研究所は、PMI®「認定教育プロバイダー」です。

PMI Registered Education Providerロゴ は、プロジェクトマネジメント協会（Project 
Management Institute, Inc.）の登録商標です。
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