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基礎Ⅱパック　e-ラーニング・コース

SoD基礎パック 概要

基礎Ⅱパック　e-ラーニング・コース
コース ・ コード ：　SDF02

学  習   時  間 ：　32.5時間 （期間90日）  　

価  格 ：　30,000円 （税抜）

■ 対 象 者　　若手・中堅社員および「IT スキル標準（ITSS）」におけるIT スペシャリストのレベル1 相当の知識を取得したい方

■ 学習目標　　IT 技術者にとって必須となるIT 基本スキルの取得を目的とし、以下の学習項目の基礎スキルを身につけること

■ 前提条件　　基礎 I パック相当の研修コースを修了していることが望ましい

パックを構成するコース群のご紹介 　＜全19コース＞

コース名のNo.は学習順序を示すものではありません。

1. プロジェクトマネジメント概説　（1時間30分）
プロジェクトと呼ばれるものには、いずれも明確に定義された目標、期限、予算があります。プロジェクトマネジメントは、このプロ
ジェクトの目標、期限、予算の予定通りの達成を実現するための計画と管理の技術です。このコースでは、プロジェクトマネジメント
の基礎について学ぶことで、確立されたプロジェクトマネジメントの手法/技法をプロジェクトに適用することの重要性を理解するこ
とが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 プロジェクトマネジメントとは
第2章 システム開発におけるプロジェクトマネジメント
第3章 プロジェクトマネジメントの動向
修了テスト

2. お客様の情報化プロセス　戦略編　（2時間）
ソリューション・ビジネスでは、お客様の経営環境・経営課題を深く洞察し、お客様のニーズに踏み込んだソリューションの提案が
重要です。  このためには、お客様の情報化プロセスを理解することが第1歩となります。このコースでは、お客様の情報化プロセ
ス全体ならびに、ソリューション提案に関わる経営戦略策定について、そのプロセスを中心に学習します。お客様の情報化プロセ
スの理解を通して、ソリューション提案力の強化を図ることが、このコースの学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 お客様の情報化プロセスを理解することの重要性
第2章 お客様の情報化プロセス全体の流れ
第3章 経営戦略策定局面
用語一覧
修了テスト

3. お客様の情報化プロセス　企画・調達編　（2時間30分）
ソリューション・ビジネスでは、お客様の経営環境・経営課題を深く洞察し、お客様のニーズに踏み込んだソリューションの提案が
重要です。  このためには、お客様の情報化プロセスを理解することが第1歩となります。このコースでは、お客様の情報化プロセ
ス全体ならびに、ソリューション提案に関わる戦略情報化企画、情報資源調達について、そのプロセスを中心に学習します。お客
様の情報化プロセスの理解を通して、ソリューション提案力の強化を図ることが、このコースの学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 お客様の情報化プロセスを理解することの重要性
第2章 お客様の情報化プロセス全体の流れ
第3章 経営戦略策定局面概観
第4章 戦略情報化企画局面
第5章 情報化資源調達局面
用語一覧
修了テスト

若手・中堅社員のスキル・チューンアップ
「基礎 II パック」は、ソフトウェアエンジニアリングの基礎コース群やプロジェクトマネジメント概説などの
19 コースで構成されており、お客様システム構築をめざす若手・中堅のIT 技術者に適しています。
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基礎Ⅱパック　e-ラーニング・コース

4. 情報システムのセキュリティー　（2時間）
情報システムのセキュリティーとは、データの漏えいを防ぐ機密性（Confidentiality）、データの改ざんを防ぐ完全性（Integrity）、シ
ステムの停止を防ぐ可用性（Availability）を確保・維持していくことです。このコースでは、情報システム・セキュリティーにおける技
術や考慮点について基礎的な知識を習得するとともに、プライバシー保護についての概要やセキュリティーに関する主な標準・法
律について理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 セキュリティー設計
第2章 インフラ・セキュリティー
第3章 Webアプリケーション・セキュリティー
第4章 データ・セキュリティー
第5章 運用上のセキュリティー
第6章 プライバシーの保護
第7章 セキュリティーに関する標準・法律
修了テスト

5. 開発手法－モデリング技法の基礎　（1時間）
モデリングとは、物事の本質的な部分のみを取り出し、そうでない部分を除くことです。通常システム開発では、要件定義フェーズ
において対象業務の分析やシステム化対象範囲に応じた要件抽出を行います。この時、どのような表現を用いて対象を表すの
か、すなわちシステム化対象範囲の本質的な要素を識別するためのモデリングが問題になります。このコースでは、モデリング技
法の活用・実践についての知識を習得することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 モデリング
第2章 ダイアグラム技法の特徴と注意点
第3章 さまざまなダイアグラムと主な特徴
第4章 プロセス・モデリング／データ・モデリングの分類
修了テスト

6. データ・フロー・ダイアグラム　（2時間）
データ・フロー・ダイアグラムを用いて業務を分析することは、データの流れの把握と分析に重点を置いて要件定義と設計を
進めるDOA（Data Oriented Approach/データ中心型アプローチ）の核となるものです。データ・フロー・ダイアグラムの特徴、
目的、作成手順、プロセス、記述上の留意点などについて理解することで、データ・フロー・ダイアグラムを作成するための実
践的な知識を習得することが、このコースの学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 DFDとは
第2章 DFDの展開
第3章 DFDの作成手順
第4章 要件定義におけるDFD作成プロセス
第5章 DFD記述上の留意点
修了テスト

7. データの正規化とER図　（1時間30分）
データの正規化とER図によって最適なデータ項目のグループを導き出す手法は、データ・フロー・ダイアグラムとともに、データの
流れの把握と分析に重点を置いて要件定義と設計を進めるDOA（Data Oriented Approach/データ中心型アプローチ）の核となる
ものです。データの正規化の特徴や手順、ER図の表記法や作成方法について理解することで、正規化の実施やER図を作成す
るための実践的な知識を習得することが、このコースの学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 データの正規化とは
第2章 正規化手順と正規形
第3章 ER図とは
第4章 ER図の表記法
第5章 ER図の作成方法
第6章 データベースへの展開
修了テスト
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8. データベース設計の基礎　（2時間）
データベースは、顧客、社員、受注、商品などの現実の世界の一部を意味のあるデータの集まりとして、コンピューター上に格納・
管理したものです。実世界を表現するための作業を"データ・モデリング"といい、表現するための記述方式（ルール）およびその
結果を"データ・モデル"といいます。このコースでは、データ・モデリングおよびデータ・モデルの概要について理解するとともに、
関係モデルの基本的な設計について理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 データ・モデル概要
第2章 関係モデルの設計
第3章 物理データ・モデルへの展開
修了テスト

9. データウェアハウスの基礎　（1時間）
データウェアハウスとは、業務内容の分析と正確な把握、問題点の発掘と的確な対応、長期に及ぶ傾向の把握と将来予測などが
可能となるシステム環境を目指すものです。このコースでは、データウェアハウスについての基本的な知識を習得するとともに、多
次元データベースの設計技術を理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 データウェアハウスとは
第2章 データウェアハウスの構成要素
第3章 多次元データベース
第4章 データウェアハウスのエンドユーザー環境
修了テスト

10. 複合設計と構造化設計　（2時間）
複合設計と構造化設計は、ソフトウェア構造の設計手法であり、データ・フロー・ダイアグラムなど構造化分析の成果物に基づい
て、プログラム構造の設計や処理機能の設計を行うものです。複合設計の分析手法や、構造化設計におけるモジュール分割の
良否の尺度について理解することで、ソフトウェア開発における最適なモジュール化を実現するための知識を習得することが、こ
のコースの学習目標となります。な理論および知識を習得することが、このコースの学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章　複合設計/構造化設計とは
第2章　複合設計
第3章　構造化設計
＜参考１＞ モジュール強度（凝集度）
＜参考2＞ モジュール間結合度
＜参考3＞ 回帰分析
＜参考4＞ ジャクソン法
修了テスト

11. データ抽象化　（1時間）
データの抽象化とは、情報の局所化を高めるためのプログラミング技法で、構造化プログラミングに不可欠なものです。データ抽
象化の特徴や効果、データ抽象化のためのプログラミング言語のタイプについて理解することが、このコースの学習目標となりま
す。

〔目次〕
はじめに
第1章 データ抽象化とは
第2章 データ抽象化実現のためのプログラミング言語のタイプ
修了テスト
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12. ソフトウェア開発支援環境　（2時間）
ソフトウェア開発支援環境には、様々な種類のツールがあります。上流のモデリングからプログラム生成まで行うようなCASE
（Computer Aided Software Engineering）環境、プログラム開発者のために様々な機能を単一のツールに組み合わせている統合
開発環境（IDE: Integrated Development Environment）、テストの自動実行やそれを支援する様々なテスト環境（ASQ:Automated
Software Quality）、開発全般に渡って機能するツール（作業項目や成果物のマネジメント・ツール）などです。このコースでは、そ
れらをすべて含んだ形で、ソフトウェア開発を支援する環境全般に関しての知識を習得することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 ソフトウェア開発支援環境とは
第2章 各種ソフトウェア開発支援環境
第3章 ソフトウェア開発支援環境の今後
修了テスト

13. 品質管理とテスト計画　（2時間）
情報システムの大規模化・複雑化、ネットワーク技術の進展とシステムのオープン化・グローバル化に伴い、ソフトウェア品質の重
要性はますます高まっています。システム開発においては、ウォークスルーやインスペクションといった早期欠陥除去の方法を理
解して状況に応じた適切な手法の使い分けをすることや、テスト・ケースの設計方法やテストの種別を認識し適切なテスト計画を
作成することが求められます。このコースでは、システムの品質管理における欠陥除去工程について理解することが、学習目標と
なります。

〔目次〕
はじめに
第1章　品質管理と欠陥除去
第2章　ウォークスルー
第3章　インスペクション
第4章　テスト計画
第5章　テスト･ケースの設計
第6章　システム・テストの種別
修了テスト

14. Automated Software Quality (ASQ)　（30分）
開発環境の変化や開発スケジュールの短期化、さらには要求品質の高まりによって、テストにツールを用いることの有用性・重要
性はますます高まっています。Automated Software Quality（ASQ）とは、ツールによるテスト実行の効率化にとどまらず、テストの計
画/管理や分析も含めて、ツールを活用しようとする考え方です。このコースでは、テストに付随する品質保証作業全般をソフト
ウェアの支援で行うASQについて理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章　ASQ
第2章　テスト・ツールの利用
修了テスト

15. オブジェクト指向開発におけるテスト　（30分）
オブジェクト指向開発におけるテストは、従来のウォーターフォール型開発におけるテストと比較して、様々な相違点があります。こ
のコースでは、オブジェクト指向開発における開発工程とそれに基づいて策定するテスト計画について理解するとともに、テスト・
ケースの設計について理解し、従来のテストとの相違点を理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章　開発工程とテスト計画
第2章　テスト・ケースの設計
第3章　従来のテストとの違い
修了テスト
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16. ソフトウェア開発の見積り手法　（2時間）
プロジェクト計画において重要かつ必須なのが開発工数の見積りですが、多くの企業や組織では、明確な見積り基準をもたな
かったり、経験や勘に頼りがちです。システム開発においては、複数の見積り手法を用いて見積った結果を相互に確認・検証し、
最適な見積り結果を導くというのが実践的な適用法です。このコースでは、実用化されている代表的な見積り手法および見積りモ
デルを理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章　ソフトウェア開発の見積り手法概要
第2章　ファンクション・ポイント概要
第3章　見積りの手順
修了テスト

17. ソフトウェア再利用技術　（3時間）
オブジェクト指向開発の広まりとともに、近年益々ソフトウェア再利用技術の重要性が認識されつつあります。このコースでは、ソフ
トウェア再利用に関する一般的な知識を理解することと、開発技術と再利用の関係を理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章　再利用技術のための基礎知識
第2章　オブジェクト指向プログラミング
第3章　フレームワークとコンポーネント
第4章　パターン
第5章　リファクタリング
第6章　開発プロセス
第7章　アスペクト指向プログラミング
第8章　モデル駆動型アーキテクチャー
第9章　レガシー･ラッピング
修了テスト

18. 標準化　（2時間）
標準化や規格は、あらゆる分野において、国際レベル、国内レベル、業界レベル、企業レベルなどの様々な組織によって作られ
ています。このコースでは、品質とプロセスの標準化について、ISO9000ファミリー、SLCP/共通フレーム、CMM/CMMI等の基礎
知識を習得するとともに、代表的な標準化組織であるISO、ANSI、JIS等についての基礎知識を取得することが、学習目標となりま
す。

〔目次〕
はじめに
第1章　標準化とは
第2章　品質とプロセスの標準化
付録1　標準化組織
付録2　データの標準化
付録3　日本IBMの社内標準
修了テスト

19. システム監査概要　（2時間）
システム監査は情報システムの信頼性、安全性および効率性の向上を図るためのとても重要な活動です。このコースでは、システ
ム監査の考え方や概要について理解することから始め、システム監査プロジェクトを提案できるレベルの知識を習得することが、学
習目標となります。また、システム監査関連で近年話題になっているテーマについても解説を行っています。

〔目次〕
はじめに
第1章 システム監査の基礎
第2章 システム監査の実践
第3章 トピック
修了テスト
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