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こんなに良かった!! 

 
オープン研修にご参加いただいた 

皆様からの声 
 

 

 

弊社の主力事業は「要件系」の研修です。こ

れらの研修でオープンコースとして実施して

いるのは、以下のものです。 

 

■システム分析・企画手法コース 

正統派のＭＩＮＤ－ＳＡ研修です。あらゆる問題

分析、システム企画など各種企画、要件定義等

に活用可能な手法（問題点連関図手法、５Ｗ２Ｈ

手法など）の基礎を習得していただく研修です。 

 

■要件定義手法研究コース 

開発目的の重視を基本に据えた要件定義の

手順と主要手法を研究いただくコースです。演

習時間の大半は問題点連関図手法に振り向け

られます。弊社が別途ご提供している「要件定

義ガイド」の手順に従って研修は進められます。 
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■要件定義手順コース 

要件定義手法研究コースの手法をベースに

した要件定義の手順（定評と実績のあるＭＩＮＤ

－ＳＡ手順に準拠）を３日間で習得いただく研

修です。 

 

■ビジネス分析手法コース 

システム開発目的を的確に決めるためには、

事業・ビジネスの方向性、対象業務の方向性が

明確でないとなりません。そこでこのコースで

は、弊社が長年のコンサルタント経験から開発

した複数のノウハウをベースに開発したユニ

ークなアプローチを伝授しております。そのア

プローチは、真のお客様視点でお客様が望まれ

ることを簡易な４象限モデルで明らかにする

ことから始めて、問題点連関図手法を応用して

事業・ビジネスの方向性、対象業務の方向性を

導き出す方法です。 

これらの研修にご参加いただいた受講者の

方々に、感想やご意見をお寄せいただきました。

文章にすると皆様若干固い感じなのですが、実

際の研修はワイワイ・アハハと大変賑やかで活

気に溢れたものです。ぜひ、今後のコースにご

自分か部下の方が参加されますようお待ちし

ております。 

なお、上記のコースではありませんが、大阪

の㈱ＪＭＡシステムズ殿で開催されました「失

敗プロジェクトの削減を目指して」という講演

会のご参加者からの感想文も掲載させていた

だきました。 

（上野則男 記） 
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• システム分析・企画コース 【第６回】 2008 年 9 月11 日（木）～12 日（金） 

 【第７回】 2008 年11 月20 日（木）～21 日（金） 

 【第８回】 2009 年 2 月 3 日（木） ～4 日（金） 

• 要件定義手法研究コース 【第 4 回】A ｺｰｽ 2008 年 9 月 3 日（水）～4 日（木） 

   B ｺｰｽ 2008 年 9 月 11 日（木） 

  ｺｰｽ参加費用：89,250 円（消費税込み） 

  ※B コースはＡコースと一括受講のみ：126,000 円（消費税込み） 

• 要件定義手順コース 【第３回】 2008 年 10 月 23 日（木）～25 日（土） 

ｺｰｽ参加費用：102,900 円（ﾃｷｽﾄ・手順ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ・昼食代・消費税込み） 

• ビジネス分析手法コース 【第９回】 2008 年 11 月 11 日（火）～12 日（水） 

ｺｰｽ参加費用：84,000 円 

（ﾃｷｽﾄ・基本手法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ・昼食代・消費税込み） 

システム企画研修㈱ 

会場／お問い合わせ 

港区高輪 3-11-3 東信高輪ビル４階 

電話：03-3440-1800 FAX：03-3440-1799 

E-Mail：mind-pc@newspt.co.jp 

今後の研修開催予定のご案内 

ｺｰｽ参加費用：84,000 円 

（ﾃｷｽﾄ・基本手法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ・ 

e-learning・昼食代・消費税込み）
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■伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

コンサルティング１部 寺井 啓様 

システム分析・企画コース 

今回の研修において学んだ、目的・ねらい

の設定手法、問題点の分析および改善点の設

定手法、そこから改善提案につなげる手法の

３つの手法は、システム企画、要件定義、業

務改善等に活用可能であると実感できました。

また、それにとどまらず、日常生活における

問題点の分析等にも活用できそうな手法であ

ると感じます。 

研修は、講義・演習・発表がバランスよく

組まれており、効果的に手法の習得ができる

プログラムでした。このたび参加させていた

だいた「システム分析・企画コース」の目的

は十分に達成できたと思います。 

今回のコースでは手法の習得が目的となっ

ており、問題点の分析内容や設定された改善

点に対する研究については、まだまだ経験不

足と認識しております。今後は、業務や研修

を通じてこれらを経験し、自らの分析力を磨

いていきたいと思います。本当にありがとう

ございました。 

 

■■株式会社データ総研 

コンサルティング・グループ 大西美佳様 

要件定義手法研究コース Ａ．業務プロセス設計編 

システム分析・企画コース 

現状の問題を検討したうえで「その問題点

があるから更にどうなるの？」ということを

整理する“右方展開”、次に「その問題点が

起こったのはなぜなの？」を考え、解決策が

あるのか無いのか、ある場合はどのような手

段で解決していけば良いのかを整理する“左

受講者の声 

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/open/f11.pdf
http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/yoken/ysemi.html
http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/open/f12.pdf
http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/open/h1.pdf
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方展開”という手法がとても印象的でした。 

「要件定義手法研究コース Ａ．業務プロ

セス設計編」はチーム演習で、あれこれ意見

を交わしながら作業を進めることができ、久

しぶりに新人研修を受けたような気分になり

ました。 

「システム分析・企画コース」は個人演習

で、一人で検討していくのは、チーム演習時

に比べて作業の進め方に少し難しさを感じた

気がします。 

ですが、質問が多い私に対して、どちらの

研修でも講師の先生が気さくに質問を受け付

けて親切にアドバイスをしてくださったおか

げで、最後まで楽しく取り組むことができま

した。演習後にすべての参加者が必ず発表す

るという進め方はとても良かったと思います。 

まだまだ日々勉強ですが、研修を受けたこ

とを少しでも実務に活かしていけたらと感じ

ました。本当にありがとうございました。 

 

■伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

西日本テレコム技術部 システム第３課 

 宮田広樹様 

要件定義手法研究コース Ａ．業務プロセス設計編 

大変有意義な研修でした。 

内容の密度に対して、日程が短いのが残念

です。可能であれば１日増やしていただける

と、より深く理解する「余裕」ができると思

います。 

お弁当をあらかじめ用意していただいたこ

と、冒頭で名刺交換をリードしてくださった

こと、そして初日終了後の情報交換会……、

参加者の連帯感を醸成させる運営の仕方に感

動いたしました。 
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■ヴィンキュラム ジャパン株式会社 

テクニカルソリューション部 

基盤技術グループ 玉井秀和様 

ビジネス分析手法コース 

今まで解決策からシステム提案をするケー

スが多く、今回の研修で、目的・ねらいを立

てた計画がなぜ重要なのか、どうすればよい

かが明確になったと感じました。お客様視点

に立って、お客様の経営の支えになる提案を

どうすればよいか、それも手段ではなく目的

から考えていく、そのための手法が確立され

ているのが大変ためになりますし、ありがた

い気がしました。  

実習は、時間が足りない中で今回学んだこ

とがひととおり活用できたので、とても有益

だったと考えます。実習で１番になれたこと

も今後の自信につながる気がしました。 

ただ、１日かけて実習できればより有益に

なると感じました。 

今後、この考え方とツールを利用して分析

手法をマスタしていきたいと思っています。 

 

■データ総研株式会社 

コンサルティング・グループ 佐藤健司様 

ビジネス分析手法コース 

「ビジネス分析研修」は、ＩＴ経営が叫ばれ

る昨今において、（特にユ－ザ企業で）ＩＴに

携わる方々が一度は参加される価値のある研修

であると思います。 

ただし、条件が一つだけあります。それは、

価値目標思考を日常の仕事で実践されている

ことです。そのような方にとって、本研修は

事業戦略との整合性の高いＩＴ導入を実現す

る助けになるはずです。 

私はこの研修を通して、ビジネスのあり方

をお客様視点での価値目標（早い、うまい、
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安い）から考える姿勢を身につけました。今

後もこの姿勢を保ち続けることで、お客様の

お役に立てるコンサルティングを実践してい

きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住商情報システム株式会社 

産業ｼｽﾃﾑ事業部門産業ｼｽﾃﾑ事業部 

関西産業ｼｽﾃﾑ部 主任 竹内 稔様 

ビジネス分析手法コース 

分析の前提となる「対象のビジネスを４象

限のうちのどの象限に位置づけるか」の判断

など、悩むところも多いのですが、正確に判

断できるかどうかは自身のビジネススキルに

依存する部分が大きいと考えています。 

有効なツールを有効に活用するために適切

な判断ができるよう、自身のビジネススキル

向上を図る所存です。 

実際の現場で使ってこそ、研修の意義があ

ると考えておりますので、現場での実践を心

がけてまいります。２日間ありがとうござい

ました。 

 
ビジネス分析手法コース 

演習結果発表風景（2008/5/28） 
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■富士フイルムコンピューターシステム株式会社 

システム事業担当課長 鈴木基能様 

ビジネス分析手法コース 

当社におけるＩＴリテラシ向上施策の中で、

ビジネスとシステムをつなぐ手法として位置

づけたいと思います。今後、教育担当と協議し

ていきます。 

 

■大日本印刷株式会社 

情報コミュニケーション関西事業部 

ソリューション営業開発センター 

安井嘉男様 

失敗プロジェクトの削減を目指して 

「目的の明確化について」のセミナをおも

しろく、興味深く聞かせていただきました。 

この内容は以前に聞いていたように思い、

何とか思い出そうと躍起になってやっと一つ

の記憶に辿り着き、あの時スルーしてしまっ

たことが新たに蘇ってきました。まさにこう

いうことだったのかという思いです。 

それは、マーケティングの世界で、Ｐ・コト

ラー氏の本の一部からの出典でした。「ニーズ

（目的）」と「ウォンツ（手段）」とを混同す

る話です。 

『人はしばしば「ニーズ」と「ウォンツ」を混

同する。ドリルのメーカは、顧客はドリルに対

して「ニーズ」を持っていると勘違いする。顧

客の本当の「ニーズ」は＝穴を開けること＝で

ある。ドリルはその「ニーズ」を満たすため（穴

を開けるという問題を解決するため）の道具で

あり、ドリルは「ウォンツ」である。』 

これは以前に知人から指摘を受けたことで

すが、そのとき以来久しく忘れ去っていたこ

とが、今日、急に浮かんできました。 

「本当に大事なのは『目的』であって、『手

段』に惑わされてはいけない。」¶ 
目次に戻る 

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr82/mr82.html

