
       ５月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
 
日時／場所  
 

Ｈ１７年５月１６日、１８：３０～２０：３０  京橋区民館 会議室  
 

参加者  
（順不同）  
 １２名  

足立さん、神長さん、川鍋さん、形岡さん、河越さん、窪田さん、  
田中憲さん、眞武さん、宮川政さん、武藤さん、山本さん、安藤  

 
 
内 容  

 

１．「経営戦略策定プロセスについて」  
                     （講師：田中憲之会員）  
   講師は経営戦略理論の歴史をたどり、それらを基に、自分の理論を  
  打ち立てた。  
   １）始めに  
   ２）経営戦略策定プロセスの分析  
      ●嶋口充輝：戦略的マーケティング  
      ●経営戦略策定プロセスの問題点              

   ３）ＴＮ経営戦略策定プロセスの開発   
      ●トータル経営戦略策定プロセスの開発  
      ●ネットワーク経営戦略策定プロセス  
      ●経営戦略策定プロセスの問題点への対応策  
      ●ＴＮ経営戦略策定プロセスの開発   
        ・ＴＮ経営戦略策定プロセス（単一事業）  
        ・ＴＮ経営戦略策定プロセス（複数・多事業）  
        ・ＴＮ事業戦略策定プロセス  
        ・ＴＮマーケティング策定プロセス  
        ・ＴＮビジネスプロセス戦略プロセス  
        ・ＴＮ・ＨＲＭ策定プロセス  
        ・ＴＮ財務戦略策定プロセス  
   ４）ＴＮ経営戦略策定プロセスの検証  
      ラーニング事業 (事業戦略、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略、ＢＰ戦略､ 
      ＨＲＭ戦略､財務戦略 ) 
   ５）プロジェクトの検証結果  
 
 
２．１７年度のテーマ /講師の打ち合せ  
 １）打合せ内容     
   ・７ /１９：ソフト価格の見積方法（講師：武藤康信会員）  
   ・８ /１５：中小企業新事業活動促進法（講師：募集中 ）  
   ・９ /２０：VOC(顧客の声 )を生かすアンケート作成と活用方法  

                 （講師：伊藤隆夫会員）  
   ・１０ /17：ITIL(IT ｲﾝﾌﾗ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ)について（講師：河越恵二会員）  
   ・１１月～：募集中  

 
 ２）１７年度の例会の希望テーマ /講師を募集中です。安藤までメールを。 
 
３．ホームページの検討  
   武藤さん、川鍋さん、田中さんでホームページの企画案を検討する。 
   予算は初期費 50,000、月運用費 3,000 程度。9 月中に完成したい。  

 
次回  

・テーマ：「融資制度 /助成金について (経営、IT)」 (講師：安藤一彦会員 ) 
           および ITC 活動に関する情報交換  
・日時：６月２０日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７              

                          作成（５／１７）：安藤一彦   



       ６月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
 
日時／場所  
 

Ｈ１７年６月２０日、１８：３０～２０：３０  京橋区民館 会議室  
 

参加者  
（順不同）  
 １７名  

足立さん、石川さん、神長さん、川鍋さん、形岡さん、窪田さん、櫻井さん、 
清水さん、高橋さん、田中憲さん、中島さん、沼田さん、服部健さん、  
吉田さん、山本さん、麻生さん、安藤  

 
 
内 容  

 

１．「Ｈ１７年度の融資 /補助金 (経営、ＩＴ )について」  
                     （講師：安藤一彦会員）  
    
  １）中小企業庁関連の主な融資 /補助金一覧   
  ２）個別制度の解説 (経営関連 ) 
  ３）個別制度の解説 (ＩＴ関連 ) 
  ４）都道府県･支･区 関連の主な融資 /補助金一覧  
  ５）個別制度の解説（東京都）  
  ６）個別制度の解説（港区）  
  ７）個別制度の解説（神奈川県）  
  ８）個別制度の解説（横浜市）  
 
 
２．ホームページの検討  
  １）川鍋さん、田中さん、武藤さんでホームページの企画案を検討する。 
    予算は初期費 50,000、月運用費 3,000 程度。9 月中に完成したい。 
   
  ２）当クラブのホームページ (案 )について説明（川鍋会員）  
     ①ホームページの活用動向  
     ②ホームページの作り方  
     ③当会ホームページ案  
     ④決ったこと  
       ・URL：shindan-itc.org 
           ・会員の顔写真は入れない  
       ・ホームページ案に関するご意見は、７月１０日までに、 

        事務局まで  
 
 
３．１７年度のテーマ /講師の予定  
 
   ・８ /１５：中小企業新事業活動促進法（講師：服部健吉郎会員）  
   ・９ /２０：VOC(顧客の声 )を生かすアンケート作成と活用方法  

                 （講師：伊藤隆夫会員）  
   ・１０ /17：ITIL(IT ｲﾝﾌﾗ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ)について（講師：河越恵二会員）  
 
 

 
次回  

 
・テーマ：「ソフトウエア価格の見積方法」 （講師：武藤康信会員）  
           および ITC 活動に関する情報交換  
・日時：７月１９日（火）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７  
             
 

                          作成（６／２３）：安藤一彦   



       ７月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
 
日時／場所  
 

Ｈ１７年７月１９日、１８：３０～２０：３０  京橋区民館 会議室  
 

参加者  
（順不同）  
 １６名  

足立さん、石川さん、小田さん、川鍋さん、形岡さん、窪田さん、櫻井さん、 
高橋さん、田中憲さん、田中弘さん、中島さん、服部聡さん、町田さん、  
武藤さん、吉田さん、糠森さん  
 

 
 
内 容  

 

１．「ソフトウエア価格の見積方法について」  
                     （講師：武藤康信会員）  
  1.1 講義  
    １）ＩＴＣプロセス  
    ２）ＩＴ導入フェーズについて  
    ３）開発（カスタマイズ）の業務の流れ  
    ４）ソフトの費用内訳  
    ５）費用構造のイメージ  
    ６）下請と費用について  
    ７）開発見積りの単価について  
    ８）開発の見積り工数について  
    ９）ファンクションポイントモデルについて  
    １０）参考：ＰＫＧ選択について、他  
 
  1.2 Ｑ＆Ａ  
    １）Ｆｉｔ＆Ｇａｐの見積り方法は？＞＞ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾎﾟｲﾝﾄで見積る .
    ２）パッケージ同士のミドルウエアの見積り方法は？  
       ＞＞ＥＲＰとＥＡＩの場合、使用するＥＡＩの担当と 1 日で  
         見積る。  
 
２．ホームページの中間報告  
  １）予定：予算は初期費 50,000、月運用費 3,000 程度。9 月中に完成  
       したい。   
  ２）当クラブのホームページ (案 )について説明（川鍋会員）  
     ①7 月 10 日までの意見は検討した。  
     ②９月にはできる予定。  
     ③７月１０日までのもので、仮ＨＰを立ち上げる（８月末）。  
     ④ＨＰ作成者に費用を支払ったほうが良いと言う意見が出た。  
       ＞＞検討する。  
     ⑤http://www.shindan-itc.org/   
 
３．１７年度のテーマ /講師の予定    
   ・９ /２０：VOC(顧客の声 )を生かすアンケート作成と活用方法  

                 （講師：伊藤隆夫会員）  
   ・１０ /17：ITIL(IT ｲﾝﾌﾗ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ)について（講師：河越恵二会員）  
 

 
次回  

 
・テーマ：「中小企業新事業活動促進法（講師：服部健吉郎会員）  
            および ITC 活動に関する情報交換  
・日時：８月１５日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７             
 

                          作成（７／２２）：安藤一彦   



       ８月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
 
日時／場所  
 

Ｈ１７年８月１５日、１８：３０～２０：３０  京橋区民館 会議室  
 

参加者  
（順不同）  
 １３名  

足立さん、石川さん、川鍋さん、形岡さん、河越さん、高橋さん、  
田中憲さん、服部健さん、宮川さん、武藤さん、山下さん、糠森さん、  
安藤  

 
 
内 容  

 

１．「中小企業新事業活動促進法の概要について」  
                    （講師：服部健吉郎会員）  
  1.1 講義  
   １）中小企業支援 3 法の整理統合  
      ①新法制定の背景  
        ・中小企業創造法  
        ・新事業創出促進法  
        ・中小企業経営革新法  
      ②旧３支援法に対する評価  
   ２）新連携  
      ①新連携の意義  
      ②新連携事業とは  
      ③新連携支援地域戦略会議とは  
      ④支援策  
   ３）経営革新  
      ①経営革新とは  
      ②新事業活動とは  
      ③支援策  
   ４）創業  
      ①支援対象  
      ②支援策  
 
  1.2 Ｑ＆Ａ  
    １）「新連携」と「経営革新」は、行政等にまず申請し、それが  
      認可された後に、支援策に申請する必要がある . 
 
２．ホームページの中間報告  
  １）予定：予算は初期費 50,000、月運用費 3,000 程度。9 月中に完成  
       したい。   
  ２）当クラブのホームページ (案 )について説明（川鍋会員）  
     ①修正版を会員に案内し、８月末までに意見をもらう。  
     ②http://www.shindan-itc.org/   
 
３．１７年度のテーマ /講師の予定    
   ・10/17：ITIL(IT ｲﾝﾌﾗ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ)について（講師：河越恵二会員）  
   ・11/21：新プロセスガイドライン   （講師：田中弘一会員）  

 
次回  

 
・テーマ：「VOC(顧客の声 )を生かすアンケート作成と活用方法  
                   （講師：伊藤隆夫会員会員）  
            および ITC 活動に関する情報交換  
・日時：９月２０日（火）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７             
 

                          作成（８／１６）：安藤一彦   



       ９月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１７年９月２０日、１８：３０～２０：３０  京橋区民館 会議室  
 

参加者  
（順不同）  
 １３名  

足立さん、伊藤さん、川鍋さん、形岡さん、河越さん、金田さん、  
小板さん、櫻井さん、高橋さん、糠森さん、町田さん、、宮川さん、  
武藤さん、  

 
 
内 容  

 

 

１．「ＶＯＣを活かすアンケート作成と活用方法」  
                     （講師：伊藤隆夫会員）  
 
   １）ＶＯＣ収集の必要性  
      ①VOC（顧客の声）収集の目的  
      ②VOC 収集 /定量調査手順  
 
   ２）アンケート調査の基本  
      ①アンケート調査方法 

      ②調査計画を立てる 

      ③誤差を覚悟する 

      ④アンケート分析方法  
    
   ３）アンケート作成  
      ①アンケートの構成 

      ②選択肢の設定 

      ③評価尺度の設定 

      ④質問の仕方 

      ⑤個人情報の保護  
 
   ４）まとめ  
        
 
２．１７年度のテーマ /講師の予定    
    
   ・11/21：新プロセスガイドライン   （講師：田中弘一会員）  
   ・12/19：懇親会  
 

 
次回  

 
・テーマ：「ITIL(IT ｲﾝﾌﾗ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ)について」（講師：河越恵二会員）  
            および ITC 活動に関する情報交換  
・日時：１０月１７日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７             
 
 
 
 

                          作成（９／２７）：安藤一彦   



       １０月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１７年１０月１７日、１８：３０～２０：３０  京橋区民館 会議室  
 

参加者  
 
 １０名  

石川さん、川鍋さん、形岡さん、河越さん、田中憲さん、糠森さん、  
宮川政さん、武藤さん、吉田さん､安藤  

 
 
内 容  

 

１．「ＩＴＩＬ (IT ｲﾝﾌﾗ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ)について」 （講師：河越恵二会員）  
                      
  １）ＩＴＩＬ概要  
     ・ITIL とは  
     ・ITIL が活用される理由  
     ・ITIL は手引きである  
     ・推進体制  
     ・ITIL は 7 つの書籍からなる  
     ・ITIL の中心はサービスマネジメント  
     ・ＢＳ１５０００について  
 
  ２）ＩＴＩＬの書籍  
     ・ITIL の書籍  
     ・ITIL の関係  
     ・サービスサポート、サービスデリバリ、サービスマネジメント  
      の導入計画､セキュリティ管理､アプリケーション管理、ICT 
      インフラ管理､ビジネス展望  
 
  ３）サービスマネジメント  
     ・サービスデスク､インシデント管理､問題管理､構成管理､変更  
      管理､リリース管理､サービスレベル管理､IT サービス財務  

管理､ サービス継続性管理､キャパシティ管理､可用性管理  
    
  ４）その他  
     ・ＩＴＩＬはＩＳＯ２００００になる予定｡ 
     ・７冊の書籍のうち､３冊は日本語化されている｡ 
 
 
２．１７年度のテーマ /講師の予定    
    
   ・12/19：懇親会  
   ・1/16：生産管理システムについて（講師：形岡暁生会員）  

 
次回  

 
・テーマ：「新プロセスガイドラインについて」（講師：田中弘一会員）  
            および ITC 活動に関する情報交換  
・日時：１１月２１日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７             
 
 
 

                          作成（１０／２０）：安藤一彦   



       １１月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１７年１１月２１日、１８：３０～２０：３０  京橋区民館 会議室  
 

参加者  
 
 １１名  

足立さん、石川さん、川鍋さん、形岡さん、高橋さん、田中憲さん、  
長戸さん、宮川政さん、武藤さん、吉田さん､安藤  

 
 
内 容  

 

１．「アメーバ経営について」 （講師：形岡晩正会員）  
                      
  １）中小公庫勤務中に形成された中小企業感  
     ・データ・クリーニング  
     ・データ・セグメンテーション  
     ・データ・シュミレーション  
  ２）審査・融資経験から得られた教訓  
     ・早く・細かく・正確に・情報共有  
  ３）経営管理情報システムから見た“ｴｸｾﾚﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰのﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑ”    

  ４）内なる 2007 年問題      
  ５）管理会計パッケージ“ザ・アメーバ”  
     ・早く ：リーダーは自ら月次予定採算立案  
     ・細かく：アメーバ毎に｢時間当たりの採算｣ 
     ・正確に：ＣＦベースで捉えている  
     ・情報公開：自部門の業績、全社業績が全社員に公開  
  ６）まとめ  
     ・経営哲学  
     ・アメーバ組織  
     ・管理会計  
  ７）他社に移植するうえでの課題  
     ・経営哲学：経営者の高邁な理念、強いリーダーシップ  
     ・組織  ：従業員 50 人以上の企業、多能工化・ジョブローテ

ーション  
     ・管理会計：管理会計パッケージ“ザ・アメーバ”の販売単価  
           2～3000 万円に加え、教育費等で 5～6000 万円。  
           など  
 
 
２．１７年度のテーマ /講師の予定      
   
   ・1/16：生産管理システムについて（講師：形岡暁生会員）  
   ・2/20：UML(Unified Modeling Language)の概要について  
                   （講師：石川秀朝会員）  
   ・3/20：インターネット中心による中小製造業の革新支援事例  
                   （講師：沼田邦男会員）  

 
次回  

 
・テーマ：「懇親会」  
・日時：１２月１９日（月）、１８：３０～  
・場所：うおや一丁 銀座店  

（中央区銀座 1-2-3、首都高速道路下・中央通り側 2F（3564-2555) 
    http://www.1cho.com
 
 

                          作成（１１／２２）：安藤一彦   

http://www.1cho.com/


       １月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 １月１６日、１８：３０～２１：００   ㈱TPICS 研究所  
 

参加者  
 
 １４名  

石川さん、川鍋さん、形岡さん、窪田さん、櫻井さん、佐藤さん、  
清水さん、田中憲さん、田中弘さん、中島さん、武藤さん、吉田さん､ 
安藤秀さん、安藤  

 
 
内 容  

 

１．「生産管理システム TPICS について」  
（講師：㈱TPICS 研究所所長 二ノ宮良夫氏）  

                      
  １）マーケティング説明資料  
     ①実績が豊富：１３７３社、７８１１本 

②価格：ベッシック１０５万円＋各種のオプション 

③生産形態 

  ・個別生産型＋部品組立 

  ・繰返し生産型＋部品組立 

  ・個別生産型＋加工 

  ・繰返し生産型＋加工 

④生産管理方式 

  ・製番管理 

  ・ＭＲＰ 

  ・かんばん 

  ・セル生産 

⑤他社システムとの比較 

⑥ＴＰＩＣＳビジネスについて  
  ２）繰り返し生産編  
     ①説明＆デモ 

②カスタム設定 

  ・ユーザー定義フィールド  
       ・画面のカスタマイズ  
       ・伝票のカスタマイズ  
  ３）個別生産編  
     ①説明＆デモ  
  ４）Ｑ＆Ａ  
     ①ソフトの平均売価実績：約 250～300 万円 /社  
      導入指導料 (典型値 ) ：約 300 万円 /社  
     ②バージョンアップ：無料（年一回ほど）  
               保守契約はなし。電話質問は 1000 円 /回  
     ③英語版、中国版、台湾版もあり  
 
２．１７年度のテーマ /講師の予定       
           
   ・3/20：インターネット中心による中小製造業の革新支援事例  
                   （講師：沼田邦男会員）  
 

 
次回  

 
・テーマ：「統一モデリング言語：UML の概要について」  
                    （講師：石川秀朝 会員）  
・日時：２月２０日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７  
  

                          作成（１／１７）：安藤一彦   



       ２月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ２月２０日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  ９名  

足立さん、石川さん、川鍋さん、形岡さん、櫻井さん、田中憲さん、  
眞武さん、吉田さん､安藤  

 
 
内 容  

 

１．「統一モデリング言語：UML の概要について」  
（講師：石川秀朝 会員）       

  １）図解表現の必要性  
     ①図解は曖昧さを許さない 

②情報を捨てキーワードで表現 

③文字・図解表現の比較  
  ２）ＵＭＬ手法による図解表現のメリット  
     ①図解表現の効果：関連部門との関連性 

②図解表現の効果：機能・内訳・関連性 

③図解表現の効果：機能改善 

④図解表現の効果：役割の明確化 

⑤図解表現の効果：不要なニーズの排除 

⑥図解表現の効果：ユースケースのポイント 

⑦図解表現の効果：クラス図のポイント 

⑧図解表現の効果：アクティビティ図による効果  
  ３）ＵＭＬ手法の説明  
     ①ＵＭＬとは 

②その手段としてＵＭＬ 

③新たな営業スタイルの取り組み状況 

④ＵＭＬの適用  
  ４）ＵＭＬ表現手順  
     ①表現手順：機能 

②表現手順：機能・構造・振舞 

③表現手順：プロセス 

④表現手順：納品すべきもの  
  ５）参考資料  
  ６）Ｑ＆Ａ  

・講師はＵＭＬを上流行程の業務分析や業務改善等で使用している。 
   ・ＵＭＬとＤＦＤ／ＥＲＤはどちらが使われているか＞不明  
 
２．資料の提供：「ﾌﾟﾗﾝﾄ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞに習う」「ＩＴ革命 第２幕で勝負せよ」 
                  （日経コンピュータ、2006.1.9）  
 
３．今後のテーマ /講師の予定             
   ・4/17：総会＆「新プロセス・ガイドラインについて」  
                   （講師：足立秀夫会員）  

・5/15：「日本版ＳＯＸ法への対応」（講師：高橋邦雄会員）  
 

 
次回  

 
・テーマ：「インターネット中心による中小製造業の革新支援事例」  
                    （講師：沼田邦男会員）  
・日時：３月２０日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７  
  

                          作成（２／２２）：安藤一彦   



       ３月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ３月２０日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  １４名  

足立さん、小谷さん、川鍋さん、窪田さん、清水さん、高橋さん、  
田中憲さん、田中弘さん、沼田さん、眞武さん、武藤さん、吉田さん､ 
松田さん、安藤  

 
 
内 容  

 

１．「インターネットを産学官連携での企業経営革新支援事業の事例」  
（講師：沼田邦男 会員）  

  １）Ｓ工業が目指すべき方向性  
     ①売上高の増加、利益率の増加 

②成長の段階、目指すべき姿、具体的アクション 

③マーケティング領域 

④工程･品質･全体管理領域 

⑤現場再認識による企業全体像の把握  
  ２）戦略概要  
     ①Ｓ工業戦略概要①  
     ②Ｓ工業戦略概要②  
  ３）今後の方針について  
     ①売上の倍増  
     ②工場内の仕組みの改革  
  ４）ホームページで売上を上げるための仕組み  
     ①マーケティング戦略の全体における位置づけ 

②サイトの現状分析 

③アクセスログ解析 

④ターゲッティングとは 

⑤経営戦略に基づいたＷｅｂサイトとは 

⑥検索エンジンの重要性  
     ⑦ネットを使ったプロモーション  
     ⑧ＳＥＯ／ＳＥＭとは  
     ⑨ＳＥＯ／ＳＥＭの全体像  
     ⑩ＳＥＯ対策  
  ５）工程・品質管理シート  
     ①工程管理シートの例  
     ②品質管理評価シートの例  
 
２．今後のテーマ /講師の予定           

・5/15：「日本版ＳＯＸ法への対応」（講師：高橋邦雄会員）  
   ・6/19：「ＩＳＯ２７０００ (ISMS)」（講師：田中弘一会員）  
   ・7 月以降は募集中  
 
３．4 月 22 日の新入会員説明会での説明員  
   ・川鍋会員にお願いする（補助：足立代表）  
 
 

 
次回  

 
・テーマ：総会＆例会「新プロセス・ガイドラインについて」  
                    （講師：足立秀夫会員）  
・日時：４月１７日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７  
  

                          作成（３／２２）：安藤一彦   




