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ビジュアルを用いた資料を多用

PDU取得シリーズ テクニカル・プロジェクトマネジメント (Technical）

リスク マネジメントの実践

Ver6.2_201807相当

【PMBOK®ガイド第6版対応】 20
PDU

取得

テクニカル

理解を深めながら演習課題で即実践

実用・実践を考慮したコース設計

本コースは、PMBOK®ガイドにも存在するリスクマネジメントに関して、ケース

ワークや事例を織り交ぜ、リスクに対する実践学習として設計されています。一

貫したケースワークと学習内容を反映した演習などにより、実用的かつ学んだ内

容をすぐに活かせるコースとなっています。

ケースワークで演習、専門スキルのあるチュータがサポート

コース内では、説明を読むだけでなく、情報技術系のリスクマネジメントケース

ワークを一貫性のある演習課題としており、コース修了の際には、リスクマネジ

メント用の一覧表が完成する仕組みになっています。この一覧表は、章を進める

ごとに埋めていき、チュータ（専門スキルを身につけた担任制の学習指導員）と

のやり取りを通してブラッシュアップをしながら完成させるというものです。

チュータは受講期間中、演習課題の採点と添削、質問対応、学習のアドバイスを

行います。学習中のわからない箇所は、質問をいただいてから24時間以内（※

土日祝日は除く）にていねいな解説が送られてくるため、確実に知識を習得でき

ます。コース修了までマンツーマンでサポートいたします。

※演習課題に必要なため、ローカル環境にExcel 2007～2016、またはそれに準じ

たxlsx/xlsファイルを扱える環境がインストールされている必要があります。この

環境がない方はお受けいただくことができませんのでご注意ください。

優れたコストパフォーマンス

演習課題の一覧表完成までのやり取りができ、受講期間中は何度

でも質問できるチュータの個別指導が付きながら、他に類を見な

い低価格を実現しました。

受講期間も6ヵ月間と長期間を用意していますので、ご自分の

ペースで、じっくりと理解を深めることができます。

コース構成

第1章 プレ演習
現時点での知識や経験に基づいて課題を考えます。これまで認識の薄か
った部分をより明確に意識できます。

第2章 リスクとは何か
リスクの定義、概念、捉え方について、プロジェクトマネジメントにおける考
え方を、他分野との比較で明確に理解します。

第3章 リスク・マネジメント概論
“プロジェクト・リスク・マネジメント”の概念や実施ステップの考え方を確認
しながら、各プロセスのポイントを学びます。

第4章 プロジェクトマネジメントの知識エリアでみるリスク
プロジェクトに伴う典型的なリスクについて考えます。

第5章 リスク・マネジメントの実践
実際のプロジェクトの中でのリスクマネジメントのあり方について考えます。

第6章 “プロジェクト・リスク・マネジメント”の実務
“プロジェクト・リスク・マネジメント”のプロセスを実施することを念頭に置き
ながら、実務面での留意点について考えます。

※第4章～第6章では小演習として、チュータとのやり取りを通し、チェックシ
ートを埋めていく作業に入ります。

第7章 演習問題
第6章まで学んだ内容に沿って、プレ演習と小演習で作成を進めたチェック
シートを完成させます。

提 供 元 ネットラーニング 研修企業A 研修企業B

形 態 eラーニング 集合研修 DVD-ROM

価 格 ¥38,000 ¥100,000 ¥46,000

学 習 時 間 20時間 2日間 35時間

取 得 P D U 20PDU 14PDU 14PDU

1PDUあたり ¥1,900 約¥7,143 約¥3,286

（※税別価格）



160-0023 7-2-4 3 03-5338-7455 03-5338-7422

530-0004 1-4-17 4 06-6442-0590

上記コースはPMI®よりPDU または PMI® 規定における公式学習と認められています。

上記コースを修了するとPMP®資格更新に必要なPDUまたは公式学習時間を取得できます。

株式会社ネットラーニングはPMI®登録教育プロバイダー（R.E.P）です

PDU取得シリーズ 主なコースラインナップ

カテゴリ コース名
チュ

ータ
受講期間 標準

学習時間
価格（税別）

1PDU
あたり

ストラテジー＆ビジネスマネジメント
リーダーシップ
テクニカル・プロジェクトマネジメント

【BABOK®v3入門】プロジェクト・マネジャーのためのビジネスアナリシス
（35PDU取得：複数サブカテゴリ）

○ 6ヵ月（※） 35時間 ￥38,000 約¥1,086

ストラテジー＆ビジネスマネジメント
リーダーシップ
テクニカル・プロジェクトマネジメント

【PMBOK®ガイド第6版対応】ITプロジェクトマネジメント
（35PDU取得：テクニカル）

○ 6ヵ月（※） 35時間 ￥38,000 約¥1,086

ストラテジー＆
ビジネスマネジメント

要求定義（20PDU取得：ストラテジー） ○ 6ヵ月（※） 20時間 ￥38,000 ¥1,900

リーダーシップ 会議の目的とファシリテーション（10PDU取得：リーダーシップ） 6ヵ月（※） 10時間 ￥18,000 ￥1,800

リーダーシップ
プロジェクトマネジメントのためのリーダーシップ
（10PDU取得：リーダーシップ）

6ヵ月（※） 10時間 ￥18,000 ￥1,800

リーダーシップ 会議の目的とファシリテーション（10PDU取得：リーダーシップ） 6ヵ月（※） 10時間 ￥18,000 ￥1,800

テクニカル・プロジェクト
マネジメント

【PMBOK®ガイド第5版対応】プロジェクトマネジメントの実践
（40PDU取得：テクニカル）

○ 6ヵ月（※） 40時間 ￥46,250 約¥1,156

テクニカル・プロジェクト
マネジメント

PMBOK®ガイド第6版 要説（25PDU取得：テクニカル） ○ 6ヵ月（※） 25時間 ￥38,000 ¥1,520

テクニカル・プロジェクト
マネジメント

【PMBOK®ガイド第5版対応】品質マネジメントの実践（20PDU取得：テクニカル） ○ 6ヵ月（※） 20時間 ￥38,000 ¥1,900

【PMBOK（R）ガイド第６版対応】PMP（R）試験対策テスト（公式学習10時間） 6ヵ月 10時間 ￥14,000 －

※ 6ヵ月の受講期間に加え、6ヵ月の閲覧期間があります。

■上記を含む全18コースについてはこちらをご参照ください。http://www.netlearning.co.jp/service/pmi_ho.asp
■18コースの内訳：ストラテジー＆ビジネスマネジメント2、リーダーシップ7、テクニカル・プロジェクトマネジメント6、試験対策1、

複数サブカテゴリ2

コース目次

第1章 プレ演習
エクササイズープレ演習

第2章 リスクとは何か
リスクの定義／リスクの概念 － PMBOKと他の分野／リスクのとらえ方

第3章 リスク・マネジメント概論
“プロジェクト・リスク・マネジメント”の概念／“プロジェクト・リスク・マネジメント”のステップ／

リスク・マネジメントの計画／リスクの特定／リスクの定性的分析／リスクの定量的分析／リスク対応の計画／リスク対応策の実行／

リスクの監視

第4章 プロジェクトマネジメントの知識エリアでみるリスク
“プロジェクト・スコープ・マネジメント”に伴うリスク／“プロジェクト・スケジュール・マネジメント”に伴うリスク／

“プロジェクト・コスト・マネジメント”に伴うリスク／“プロジェクト品質マネジメント”に伴うリスク／

“プロジェクト資源マネジメント”に伴うリスク／

“プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント”及び“プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント”に伴うリスク／

“プロジェクト調達マネジメント”に伴うリスク／“プロジェクト統合マネジメント”に伴うリスク／

アジャイル型ライフサイクルのリスク・マネジメント

エクササイズーリスク・マネジメントの着眼点

第5章 リスク・マネジメントの実践
プロジェクトマネジメントのボトムライン／リスク・マネジメントのフォーカス／リスク・マネジメントのスコープ決定／

エクササイズーリスク・マネジメントの導入における課題

第6章 “プロジェクト・リスク・マネジメント”の実務
リスクの特定 － リスクと課題の整理／リスクの分析 － ツールを用いたアクション対象の特定／リスクの分析－優先度設定の考え方／

リスク対応戦略／モニタリングと是正アクション／

エクササイズーリスク・マネジメントの運用における課題

第7章 演習問題

※各章には、章とびら、章のまとめ、確認テストがあります。

■ 前提知識：
・プロジェクト・マネジャーである、またはそれと同等の知識が
ある（PMP推奨）
・『PMBOK（R）ガイド第６版要説（25PDU取得：テクニカル）』
コース、またはそれと同等の学習が済んでおり、PMBOKについて
一定の理解があることが望ましい

■ 受講期間：6ヵ月（＋閲覧期間6ヵ月）

■ チュータによる個別指導：あり
■ 標準学習時間：20時間
■ 価格（税別）：￥38,000

※研修運営費用含む。ボリュームディスカウントあり。
※詳しくは営業担当までお問い合わせください。


