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第 1章：iコンピテンシディクショナリ活用ワークショップ実施の背景と目的 

 

1. i コンピテンシ ディクショナリ活用ワークショップ実施の背景 

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会（以下、神情協）は情報サービス産業に係わる企業、約 300

社が会員となっており、会員企業による意見交換や各種委員会の活動が活発に行われている。 

ｉコンピテンシ ディクショナリ（以下、iCD）を活用した iCD活用ワークショップ開催までの道のりは長

く、各種研修／セミナーを企画する教育研修委員会主催にて 2013年 12月 11日に開催された「社内教育に

関する情報交換会～共通キャリア・スキルフレームワーク（以下、CCSF）について～」に、独立行政法人情

報処理推進機構（以下、IPA）を講師としてお招きしたことが始まりである。その後、CCSF導入に前向きな

企業の希望にて、2014年 8月 6日に「第 2回 CCSF導入事例セミナー～IT人材の戦略的・効果的な育成と

人事制度～」を開催してワークショップ参加企業を募り、参加企業が 4社集まったことから、今回のワーク

ショップ開催に至ることとなった。 

なお、このワークショップは、IPAより 2014年 7月に発表された iCDを活用した「iCD活用ワークショ

ップ」として開催し、神情協主催／IPA後援／一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（以下、CSAJ）

後援にて実施した。 

 

 

2. iCD 活用ワークショップの目的と期待効果 

近年、情報サービス業界を取り巻く環境は、クラウドコンピューティング／ビッグデータ／IoTなどのキー

ワードとともに、急速に変容している。つまり、求められる IT人材像も急速に変化しており、現状に沿った

IT人材育成制度の構築や評価制度の見直しが必要と感じる企業は多い。 

しかし、従来の ITスキル標準（以下、ITSS）は、初めにスキル／人物像ありきの仕組みであったため、特

に中小規模の企業の現実にそぐわず、神情協会員企業でも ITSS導入を見送る企業が多かった。その後継であ

る CCSF（第一版・追補版）は、タスク（仕事・業務）がベースとなったため、中小規模の企業であっても比

較的導入しやすい状況となった。さらに、iCDでは各企業が必要とする役割（人物像）のカスタマイズが容

易な仕組みとなったことで、各企業にあった人材育成制度と評価制度を同時に構築できる仕組みとして、iCD

に対する期待は大きい。 

なお、このワークショップでは、各社の現状分析（AsIs）とあるべき姿（ToBe）を通じて、目指すべき自

社の姿を整理し、それを実現するために必要なタスク（仕事・業務）と役割を定義することを目的としてい

る。 
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第 2章：iCD活用ワークショップの実施概要 

 

1. iCD 活用ワークショップのスケジュール 

ワークショップは第１回と第２回を合宿形式で実施し、その後２週間に１回程度のペースで、全６回（毎

回３時間３０分）実施した。 

ただし、ワークショップ開始前に事前説明会を、ワークショップ終了後にテイクオフ・ミーティングを実

施した。 

 

①事前説明会             ：2015年 1月 15日(木) 15:00～17:00 

②第１回、第２回ワークショップ(合宿) ：2015年 1月 23日(金) 14:00～24日(土) 12:00まで 

③第３回ワークショップ        ：2015年 2月 6日(金) 14:00～17:30 

④第４回ワークショップ        ：2015年 2月 20日(金) 14:00～17:30 

⑤第５回ワークショップ        ：2015年 3月 6日(金) 14:00～17:30 

⑥第６回ワークショップ        ：2015年 3月 20日(金) 14:00～17:30 

⑦テイクオフ・ミーティング      ：2015年 4月 24日(金) 各社個別対応(各１時間) 

 

2. iCD 活用ワークショップの概要 

ワークショップ内では、各回、IPAの方から作業する内容の説明を受け、参加企業が各社で実際に作業を

行う。ワークショップの時間内で完成しない場合は、決められた期日まで成果物を完成させて提出する宿題

方式を採った。 

  

日程 回数 テーマ 成果物提出日 発表日 

1/15（木） 事前説明 事前 ワークショップの進め方   

1/23（金） 第 1回 iCDの理解と自社要件定義 
1/30（金） 2/6（金） 

1/24（土） 第 2回 自社タスク定義 

2/6（金） 第３回 役割の概要とレベル設定 2/13（金） 2/20（金） 

2/20（金） 第 4回 タスクの評価項目の構築 2/27（金） 3/6（金） 

3/6（金） 第 5回 
タスク診断条件設定 

（テストアセスメント） 
3/13（金） 3/20（金） 

3/20（金） 第 6回 自社人材育成基盤の確定 - - 

4/24（金） テイクオフ iCD今後の運用について - - 

各回の実施内容（議事録）は「P.7」以降に掲載するが、概要は次のとおりである。 
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① 事前説明会  

IPAの方からワークショップの進め方を説明いただき、参加企業に理解を求めた。 

また、このワークショップの目的である次の５点を確認した。 

それぞれの企業が、自社のあるべき姿を明確にする 

あるべき姿の実現に向け、必要な機能・仕事（タスク）を具体的に明らかにする 

必要な機能・仕事（タスク）を担う人材として自社に必要な役割を設定する 

必要な機能・仕事（タスク）の遂行のために必要な評価項目を構築する 

これらの定義に沿って現状を分析（テストアセスメント）し、結果をフィードバックして自社の人材育成 

基盤を完成させる 

② 第 1 回・第 2 回ワークショップ  

参加企業の自己紹介の後、IPAの方から iCDについて説明をいただき、参加企業にその仕組みを理解して

もらった。その後、IT 人材育成の目標として、各企業の「あるべき姿」（ToBe）についての検討を開始した。

「あるべき姿」は、ロジックツリー（目的－手段）を使用してモデル化をし、成果物『自社要件定義』に整

理する。『要求分析シート』の作成には「マインドマップ」というフリーソフトを利用した。 

前日のワークショップ成果物である『自社要件定義』をもとに、各企業から自社の要件定義について発表

してもらった。 

その後、iCDにおけるもっとも重要な要素である「タスク」モデルについて説明いただき、参加企業の理

解を図った。続いて、各社の現在の組織（AsIs）をもとに、本来やるべきタスク（ToBe）も加味して、組織

とタスクのクロスリファレンス、すなわち『自社タスク定義』の作成を開始した。 

さらに、組織機能分析の結果をもとに、自社組織に必要なタスク（ToBe）の定義の検討を開始した。 

成果物『自社要件定義』と『自社タスク定義』は、第 3回までに完成させた。 

③ 第 3 回ワークショップ  

第２回成果物である『自社タスク定義』をもとに、各企業の自社タスクを発表してもらった。 

その後、タスクを担う人材を「役割」として考え、その定義を『役割・タスククロスリファレンスⅠ』に

整理すべく、検討を開始した。「役割」については、その概要を『役割概要設定』『役割レベル設定』に整

理する。また、定義した「役割」についてそれぞれのレベルレンジを設定し、人材育成の道筋（個人にとっ

てのキャリアプラン）を考え、検討を開始した。 

成果物『役割・タスククロスリファレンスⅠ』と『役割概要設定』『役割レベル設定』は第 4回までに完

成させた。 
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④ 第 4 回ワークショップ  

第３回成果物である『役割・タスククロスリファレンスⅠ』と『役割概要設定』、『役割レベル設定』を

もとに、各企業のタスクと役割の関係を発表してもらった。 

その後、タスク診断に使用する「評価項目」を理解し、自社タスクの評価項目の検討を開始した。各社の

タスクの評価項目は『役割・タスククロスリファレンスⅡ』に整理する。続いて、タスクのレベルを評価す

る評価基準を理解し、レベル条件の検討も開始した。 

成果物『役割・タスククロスリファレンスⅡ』は、第 5回までに完成させた。また、第５回以降に実施す

るタスク診断のパイロット・レコーダー（サンプル人材）も選定した。 

⑤ 第 5 回ワークショップ  

第４回成果物である『役割・タスククロスリファレンスⅡ』をもとに、各企業のタスクの評価項目を発表

してもらった。また、選定したパイロット・レコーディングについても発表してもらった。 

続いて、IPAの方から IPA開発「タスク診断ツール」の操作方法について説明いただき、企業ごとに「タ

スクの重み付け」、「サブタスクの比重」、「役割レベル」等の定義（チューニング）を開始した。 

第 6回までに、チューニング後のタスク診断ツールを使用して、パイロット・レコーディングを実施し、

その結果を成果物として提出した。 

⑥ 第 6 回ワークショップ  

第５回成果物であるパイロット・レコーディングの結果をもとに、各社にて自社人材育成基盤のまとめを

行った。 

続いて、IPAの方から、このワークショップ後の各社での導入・運用についての考え方を説明いただき、

事例紹介ということで、講師の方の実体験をお話しいただいた。 

さらに、次回のテイクオフ・ミーティングまでに、各社の今後の導入スケジュールを立案いただき、テイ

クオフ・ミーティングで発表いただくことを伝えた。また、実施が可能であれば、当施策の導入対象とされ

た全員に対し、タスク診断を実施いただき、テイクオフ・ミーティングで結果を報告してもらうことになっ

た。 

⑦ テイクオフ・ミーティング  

第６回終了後、約１か月間を今後の導入スケジュールの立案と全員診断期間とし、その結果をもとに１社

１時間程度で、今後に向けたアドバイスを含めた個別フィードバックを行った。 

各企業とも導入スケジュール表を作成し、今後の導入・運用に期待を抱かせた。最終的には各企業の状況

に応じてアドバイスをいただいた。 
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3. 実施体制 

主催：一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会（神情協）教育研修委員会 

後援：独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）/一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 

第 1期 iCD活用ワークショップ 

 参加企業（４社） 

株式会社アイ・ピー・エル 

株式会社ジェイエスピー 

株式会社ソフテム 

株式会社データプロセスサービス 

 メイン講師（２名） 

情報処理推進機構（IPA） 

 サブ講師（1名） 

 コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 

 事務局 

    神情協 事務局 

  コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

 

4. ワークショップの実施内容（各回の議事録を掲載） 

① 第 1 回・第 2 回ワークショップ  

会議名 第 1回、第 2回 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 

開催日時 
2015年 1月 23日(金) 14:00～17:00 18:30～21:30 

2015年 1月 24日(土) 9:00～12:00 

場所 伊豆さくら山荘 研修室 

参加者：22名 

(敬称略) 

【参加企業】 

株式会社アイ・ピー・エル ７名/株式会社ソフテム ４名 

株式会社データプロセスサービス ２名/株式会社ジェイエスピー ３名 

【メイン講師】 

(独)情報処理推進機構（IPA） ３名 

【サブ講師】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

【事務局】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

議題 

 

主催者挨拶/宿泊施設について注意事項 

1. 各社自己紹介と抱負アジェンダ紹介 
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司会進行 

CSAJ 

2. iコンピテンシ ディクショナリ（以下、iCD）の活用法補足 

3. 報告書について 

4. マインドマップの活用と要求分析 

5. 各社自社要件定義 

6. 自社要件定義プレゼンテーション 

7. 要件定義ブラッシュアップ 

8. その他（事務連絡等） 

内容 

【議事要約】 

挨拶（CSAJ） 

 ワークショップ開始にさきがけ、スケジュールの確認および挨拶とともに、スタッフ、サブ講師を紹

介した。 

1. 各社自己紹介と抱負 

2. iCDの活用法補足（IPA） 

【資料】iCDワークショップ全体資料（毎回持参してください） 

iCDはディクショナリー、自社で活用していくため、ノウハウ本ではない。使えば使うほど、会社に

とって事業発展に活かすことができる。 

iCD「導入」という言葉につられがちだが、「参照モデル」として自社のビジネスに適合していく。

そのため、4社はすべて違う答えが出てくる。どんな人がどんな能力を磨いてほしいを明らかにする際

に、iCDを参照モデルとして活用する 

iCDは標準語、各社それぞれ「会社なまり（会社独自の共通言語）」がある。それが意味合い、使い

方が標準と合っているのか、ずれているのかなどチェックもできる。 

  

■iCDの利活用（全体資料 P34） 

 今までの人材育成はスキルから検討して人材育成や評価などに活用していたが時間がかかる。iCDは

目的、タスクから検討していく。早くて 2年程度。タスクの適用フェーズになると現場を巻き込み、

納得感を得て利活用していく。運用していく中で「スキル」にフォーカスを充てていく必要が出てくる

時が来る、その時に「スキルディクショナリー」を活用してほしい。 

「人材育成は大切」と言っているが、具体的な活動につながらず、現場が苦労してしまうこともあ

る。今回のワークショップに参加することで「人材育成」の活動を開始していくことになる。As Isを

理解すること、To Be、会社が目指すべき人材、育成すべき人材を知ることで今まで以上に育成に対す

る力の入れ具合、優先順位も参加者が共有できるのもメリット。 

iCDは「日本を元気にしたい」「日本の IT産業の力をアップさせたい」という目的で作成、普及し

ている 

各地で講演会やワークショップを開催しているが、多くの方が「良い」という評価をしてくださって

いる。「良い」と思うところから「活用する」ためのワークショップに参加して、人材育成のプロセス

を開始したことに意義がある。 

■iCD活用のねらい（全体資料 P43） 

業務プロセスの見える化、AsIs、ToBe両方の視点で「業務プロセス」の定義ができる。それにより

現場では共通言語化ができ、人材開発担当者は現場での業務を理解できるようになる。 



iCD活用ワークショップ実施報告書| 9 

 

 
 

9 

|
  
 

業務プロセスの改善、再構築を行うことで①価値創造②個人の成長という成果が生まれるという循環

に入ってくる。そこを作りたい。そのために「業務プロセスの見える化」を今回のワークショップの中

で策定していく。 

今回の合宿は大変だが、これから iCD活用の説得材料を組み立てる。会社が強くなるために、会社

が将来進んでいく方向や戦略などを定義し、それが経営層とコミットできるか、そこを今回明確化して

いく作業、腹に落としてもらう作業となる。 

■スキル標準はこう使う②（全体資料 P45） 

スキル標準導入が目的ではない、人材育成も目的ではなく手段のひとつ。目的は「会社の業績、経営

戦略の達成」にある。個人がやりたいことがあっても、会社の目的に沿っているかどうかが重要。 

■iCDワークショップとは？（全体資料 P48、49） 

全 6回の内容と成果物の一覧。 

要求事項を明確化するのは家で言えば「設計」にあたる。導入＝建築するには時間がかかる、細心の

注意が必要。現場への説明が肝となる、間違っても「社長が言ったからやる」はやってはいけない。導

入＝建築が疎かになると育成＝住むことはできない。 

ポイントは「現場をいかに巻き込むか」、要件定義の段階から積極的に現場へヒアリングや説明など

に参加してもらい、巻き込んでいくこと。 

＜質疑＞ 

Q：iCDのタスクディクショナリーは産業から、スキルディクショナリーは学生からとあるが、スキル

ディクショナリーを教育機関等への普及、活用は進めているのか 

A：未踏 IT人材発掘・育成事業を IPAでも実施し、若手で創造的で優れた人材を創出する取り組みも

進んでいる。スキルディクショナリーも学校等教育機関だけではなく、個人での利活用も普及してい

く。7月にシステムで公開する際にはタスク・スキル両ディクショナリーを公開する。 

 

23日のスケジュール説明（～17時 ワークショップ。18:00～18:40 夕食。18:45～各社発表。

発表後、ブラッシュアップ、終了は 22：00） 

 

3. 報告書について【報告書作成のルール】 

 IPA、国の施策に沿って iCDワークショップを実施しているため、報告書作成をお願いしたい。 

  

▶休憩（15:10～15:20） 

 

4. マインドマップの活用と要求分析（IPA） 

【資料】iCDワークショップ（合宿形式、第 1回、2回アジェンダ） 

・全体の日程と各ワークショップでの実施内容を説明 

  ・KIA_WS_成果物_（各会社名）の説明 

 →ピンクのシートは各社が作成する成果物、ブルーのシートは各サンプルが対になっている。回 

を重ねるごとにシートが対で増えていく。今回の合宿では 1日目【01自社要件定義】を成果

物として FreeMindを利用して作成。2日目【02自社タスク定義】を成果物として作成。 

  ＜要求分析のポイント解説＞ 
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・経営層と現場のギャップを埋めていく 

→「経営戦略の達成」が企業の目的。4社とも違う、iCDは自社のビジネスに適合させることが

できる。各社の経営戦略は羅針盤、経営層の想いや普段伝えているメッセージなどを見える化

していく作業。 

① あるべき姿の確認（ギャップのすり合わせ） 

② メンバー間での共有（意見のすり合わせ） 

・FreeMindの操作説明 

  →形（左側、右側展開）、色にはこだわらず、まずは作成する 

   こまめに保存（ファイル名は任意だが、会社名は必ず入れる） 

   全体資料 P24などを参考に作成する 

・マインドマップ作成のポイント 

 まずキーワードを抽出して、「目的」「手段」をつなげていく 

 「手段」は「～する、できる」という表現、具体的なアクションとして記述する 

  ・階層は 3階層程度が目安。それ以降はタスク分析で落とし込むことができる 

＜作業開始＞ 

15:40～17:00 

   各社、 FreeMindを使用して「要求定義」を作成する 

   休憩前にいったん発表用に資料吸い上げ（USB） 

 

＜夕食休憩＞ 

17:00～18:40 

   チェックインおよび夕食 

 

5． 各社要件定義のプレゼンテーション 

  ＜作成中の要件定義を画面に映して中間発表＞ 

他社の人材育成方針、あるべき姿を聞く機会はなかなかないため、貴重であり、悩みの共有、解決方

法など大いに参考にして欲しい 

■発表の観点 

 ・今回のWSに向けての準備 

 ・作成した定義の内容（マインドマップを説明しながら） 

 ・作成してみた感想 

 

① アイ・ピー・エル 

（CSAJ講評）「タスクの効率化」、タスクという言葉はすでに使っているのか→どちらかといえば業

務というイメージ。将来の会社に向けてバランスよく出ている印象。参加人数が多いため、ポストイッ

トを活用するなどワークショップの進め方でも工夫が見られた。 

（IPA講評）ワークショップに参加して要件定義をしたポイント、このあと「新規顧客開拓を行う」に

対するタスクを定義していく。もうひとつこの要件定義自体が効果になる、「仕事の見える化」、まさ

に今回のワークショップの目的と合致する。「負荷 95％」は素晴らしい発想。7人で作成したことで
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迫力がでてきた。当事者意識を持って、自分の言葉で語ることが重要。 

 

② ソフテム 

（CSAJ講評）経営方針書のドキュメントから展開しているといったが、もう少し参加者の方々の想

い、考えも入れていってもいいかなと感じた。 

（IPA講評）今回は各社から色々な質問や情報提供があり、非常に活発な質疑応答が繰り広げられてい

る。社訓が素晴らしい。もうひと段階、手段に落としていくところまで持って行ってほしい。満足度調

査を行ったら、反映を必ず行う、は重要。すべてを受け容れる、反映することは難しいが、答えを与え

るのではなくフィードバックを行う 

 

③ データプロセスサービス 

（CSAJ講評）これからまだ深堀していくと思うが、「～する」という表現に起こしていく。要件定義

を行うことで事業達成を実現するという視点が必要かと感じた 

（IPA講評）現状、やっている施策をこれだけあがるというのは珍しい。要件定義からタスクに落とす

ので、「営業力」は「勉強会」に落ちているが、「何のために～する」という目的と手段のつながり、

言葉に変換する。出来る人、出来ない人のジレンマ、特にできない人の考え方「今、このタスクができ

ない」、できる人「今、たまたまこのタスクができる」。差はある、できない人はどこもできない人も

いるが、中にはどこかでできる人になる可能性も秘めている。その人にスポットを当てることができる

という効果もこのワークショップの中でタスク分析をすることで生まれてくる。 

 

④ ジェイエスピー 

（CSAJ講評）社長の想いと大きな違いはあったか 

→年初に経営方針発表会があり、その想いも十分に把握しているため、大きな違いはなく進められた。 

（IPA講評）ストーリーがつながっているという点が一番印象に残る。足りない要素や抜けがないか、

作成したマインドマップを現場や経営層とすり合わせをしてもらいたい。 

 

 事務連絡の後、1日目終了（22：00）。 

 

6. 自社タスク定義について（IPA） 

 2日目（1/24）9:00よりスタート 

昨日、まとめた成果物は、通常、発表後に作業をする流れだったが、すでに各社とも発表後の作業終

了時の出来映え。次回の提出期限までに社内でさらに検討して提出頂きたい。今後残りのワークショッ

プでもこの要件定義をさらにブラッシュアップしていきながら、タスクに落としていく中でもリンクさ

せていく意識が必要。要件定義の要素をすべてタスクに落とすわけではない。 

  ＜タスクの説明＞ 

【資料】タスク選択の目安 

 ＜タスク選択の一覧＞ 

 ◎、○、△、▲は要、不要という意味ではなく、◎のところを先に見るとわかりやすい、タスク 

が理解しやすいという意味。 
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自社向け IT企業はイメージとしてパッケージ開発、販売をメインとしている企業、参加されてい 

る企業は他社向け IT企業、保守運用サービスの◎を見ていき、ToBeとして他の欄があてはまる 

かどうかを見ていくと選択の作業が行いやすい 

  ＜タスク一覧説明＞ 

【資料】 iコンピテンシ・ディクショナリタスク一覧 

     全体資料 P13「タスクディクショナリ（2）」 

iCDは全 4階層（大分類、中分類、小分類、評価項目）、今回は「中分類」に着目する。中分類の内

容がわかりづらい場合、小分類を参考に考える。 

 タスクフレームワーク、縦軸はライフサイクル、横軸は「計画・実行」、「管理・統制」「推進・支 

援」、横軸「計画・実行」は「事業戦略把握・策定支援」からスタートしている。戦略の立案は経営層 

が策定し、その理解、把握から始めているが、今後、マネジメントタスクなど追加されていく中で「戦 

略立案」がスタートになっていく。 

    

＜iCDタスク一覧の大分類、中分類の説明＞ 

「IT戦略策定・実行推進」で策定した IT戦略の個別システムについて「システム企画立案」のタス

クで、プログラムマネジメント（いくつかのプロジェクトマネジメントを統括するマネジメントサイク

ル）を行う。 

ユーザー企業に向けて ITソリューションを提供する場合はこの大分類、中分類も必要。ただし、主

要な選択ではないため、後で検討していく。iCDのタスクディクショナリは辞書であるので、頭から見

ていく必要はない、重要な単語（タスク）から見ていく。 

 

中分類「システム方式設計」は 4つに分けた（受託開発、ソフトウェア製品、組込みソフトウェ

ア、Webサイト）、ただし小分類はほぼ同じ内容。自社に適合させる際にどのようにまとめるかは組

織に沿って検討する。 

同じく大分類「システム開発」もアプリケーションシステム開発、ソフトウェア製品、組込みソフト

ウェア、Webサイト開発に分けている。中分類、小分類も似ているが、それぞれの開発独自のタスク

もあるため、自社に適合する際にはまとめる、分けるなど各社で決めていく。 

大分類「プロジェクトマネジメント」は削る企業はない。必ず適合させている。事例として「プロ 

ジェクトマネジメント」を強化するという目的でそのタスクのみを検討した企業もあった。 

「プロジェクトマネジメント」の中分類、小分類を見ると、必要と思っているが実際にタスクとして

行っていないなど見えてくる。 

  

大分類「サービスデスク」、IT利活用は社内ヘルプデスク、システム利用者対応はユーザー企業で 

のヘルプデスク。大分類「システム企画立案」と「システム評価・改善」はセット、表裏一体、企画立

案に対する評価、改善のサイクル。「IT戦略策定・実行推進」「IT戦略評価・改善」、「IT製 

品・サービス戦略策定」と「IT製品・サービス戦略評価・改善」、「事業戦略把握・策定支援」と 

「事業戦略評価・改善支援」も同様。 

 

大分類「システム監査」、監査する側のタスクが多い、監査を受けるタスクが中分類「システム監 



iCD活用ワークショップ実施報告書| 13 

 

 
 

13 

|
  
 

査対応」とあるが、監査を受ける視点でのタスクも重要。今後は縦軸「管理・統制」に移す予定。 

 

縦軸「管理・統制」はコストがかかるが対価として発生しないため、企業では重要度は高いが優先 

順位が低くなりがち。企業ごとに状況が違うため、適合するかしないかはそれぞれで検討する。各管

理統制タスクに対するモニタリングまで定義している。 縦軸「推進・支援」、大分類「マーケティ

ング・セールス」では、通常 ITベンダーの営業部門が行っているアポイントを取る、顧客リストを作

成するなどのタスクは現在、福岡情産協でタスクを検討し、7月頃に追加される予定。このワークシ

ョップで先にそのタスクを参照することも可能。 

     

（質疑） 

Q：大分類「資産管理（№363～367）」の「資産」とは具体的に PCの管理やソフトウェア管理とい 

う定義かどうか 

A: PCに購入記録や管理番号管理、保守管理やソフトウェア（マイクロソフトやアドビ等）管理、そう 

いった企業の中で資産として必要なもの、として定義している。 

 

▶休憩（10:10～10:20） 

 

  ＜タスク選定ワークショップ＞ 

【02自社タスク定義】の作成 

自社に必要なタスクのあたりをつけていく。今後のワークショップ内で要・不要の議論が出てく 

る、変更が出てくるため、残す・削るを検討していく。 

本日の作業は【02 自社タスク定義】シートを利用、行 1列 H～には自社の組織（全体、摘要部門の

みなど）を置いて検討、タスクを凡例に従い選択していく。○は AsIs、△▲は ToBe、□■はサブ要

素。【資料】「自社タスク定義_定義例」の通り、タスク削除は背景色グレー（行削除はしない、今後

の検討で必要となったときに復活できないため）、タスク追加は青字、タスク変更は赤字。 

選択したタスクに対する自社の考えをコメント、列を挿入するなどで入れ込むこと可能、柔軟に使っ

てもよい。 

 

＜作業開始＞10:35～11:45 

各社、「CCSF_WS_成果物_各社」を使用して「タスク定義」を作成する 

 

7.まとめ、事務連絡 

営業の検討中タスクは 2月末をめどに共有する予定。 

作業中の成果物をサイボウズ Liveにアップして保存、共有するなど活用してください。ファイル名

に「作業中」を入れて区別して頂ければ OK。 

 

★次回までの課題★ 

提出物：「CCSF_WS_成果物_各社」 

ピンクシート【01自社要求定義】【02自社タスク定義】 
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提出期限：1月 30日（金）の 17:00まで 

サイボウズ Live＞共有フォルダ＞第 1回＆第 2回 CCSF-WS（提出）にアップロード 

★次回ワークショップ開催予定★ 

第 3回は 2月 6日（金）14:00～17:30、場所は IPA 

次回までの 

作業項目 

1.自社要求定義 

2.自社タスク定義 

配布資料/ 

テンプレート 

1.合宿（第 1回、第 2回）アジェンダ.ppt 

2.ワークショップメイン資料最新版_150123.ppt（iCDワークショップ全体資料） 

3.自社タスク定義_定義例.xls 

4.タスク選択の目安.ppt 

5.iコンピテンシ・ディクショナリータスク一覧.xls 

成果物 
1.自社要求定義（マインドマップ）第 1版（1回提出） 

2.自社タスク定義第 1版 

議事録配布先 神情協 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 参加者各位 

議事録作成者 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 

② 第 3 回ワークショップ  

会議名 第 3回 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 

開催日時 2015年 2月 6日(金) 14:00～17:30 

場所 IPA 委員会室 

参加者：20名 

(敬称略) 

【参加企業】 

株式会社アイ・ピー・エル 6名/株式会社ソフテム 4名 

株式会社データプロセスサービス 2名/株式会社ジェイエスピー 3名 

【メイン講師】 

(独)情報処理推進機構（IPA） ３名 

【サブ講師】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

【事務局】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

議題 

 

司会進行 

CSAJ 

1. 主催者挨拶 

2. 本日のスケジュールとWS進め方の確認 

3. 各社要件定義・自社タスク定義の発表 

4. ワークショップ実施概要 

5. ワークショップ 

6. まとめ・事務連絡など 

内容 

【議事要約】 

1. ご挨拶（CSAJ） 

 一昨日、福岡情産協と長崎情産協、CSAJと意見交換会に参加。全国的にも広がっており、今後、こ
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の神奈川情産協の取組みも共有し、他団体との交流、意見交換を行っていきたい。 

 

2. アジェンダ紹介 （IPA） 

【資料】iCDワークショップ（第 3回アジェンダ） 

タスクを全て見た感想は？より明確になると思っていたが、タスクの多さ、内容を見て、もやもや感

や不安を感じているかもしれない。第 1、2回を経て、自組織を理解してもらい、第 3回WSではタス

クの理解が始まった状態、第 6回WSを終えるとタスクの理解、活用方法が見えてくる。自社の業

務、担当しているメンバーがどれだけ頑張っているか、どんなタスクを行っているかということが明確

になってくる。現場に展開するときに、中身も大切だが「見易さ」「分かり易さ」も重要。 

 

3. 各社要件定義・自社タスク定義（IPA） 

前回、課題となっている【01 要件定義】、【02 自社タスク定義】を発表頂く。【01 要件定

義】は前回との違いをお話しください。 

■発表の観点 

 ・前回合宿後からとりまとめまでの準備 

 ・作業の手順 

 ・作成してみた感想 

① ソフテム 

（CSAJ講評）経営方針を 3階層目まで入れ、4階層目に参加メンバーの想いが入っており、わかりや

すくまとめられる。タスクを選定するときに苦労した点はどのようなところか。 

→〇と△について分ける際に、切り分けが難しかったが、現状で確実に「〇」となるタスクを選択

し、その後、これから必要と思われるタスクで「△」をひとまずつけていくことにした。 

（IPA講評）ぜひ社長に見せてほしい。わかりやすいマインドマップ、経営方針や一般的に良く言われ

ているものをまとめて分類したところにオリジナリティがある。経営層に見せたとき、まず最初にどこ

からやっていくべきか、という取り組みの優先順位についてコンセンサスを得てほしい。 

 

② アイ・ピー・エル 

（CSAJ講評）タスク定義は MECEで検討できている。組織、部門で分けていくとタスクが重なること

はあること。やるべきこと、やっていることが見えることが重要。 

（IPA講評）タスク、多いと思いつつもほとんど削除していない。意外と多くのタスクを会社内で行っ

ているということが分析できたことが素晴らしい。ある会社のテイクオフミーティングで「ワークショ

ップでの成果物は若手の育成に使う」といったとき「これからは 60歳以降も働くことを考えたとき

に、50代以降のメンバーにこそ活用してほしい」という意見があった。まさに要件定義にある「定年

まで働ける環境」にマッチしている。社長に要件定義はぜひ展開し、社長の意見も追加してほしい。 

 

③ ジェイエスピー 

（CSAJ講評）要件定義というツールをうまく活用して、経営層とコミュニケーションを深めて頂き、

反映しているところは素晴らしい。タスクで削除しておらず、〇も何もついていない項目があるので検

討を深めてほしい。 
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（IPA講評）組織でタスクを見ていくと、重なるところが多くなるが、今後のワークショップを通じ

て、役割分担やタスク分担を分けていけばよい。 

 

④ データプロセスサービス 

（CSAJ講評）第 4回目から現場メンバーも参加することを検討してみてはどうか。タスク定義を見る

と、今後やっていきたいという「上流工程」を目指すという要素を要件定義に入れておくと、展開した

場合にも具体的にやるべきことが要件定義あったほうが伝わりやすい。 

（IPA講評）4社、お互いに良い点、取り入れたい点など影響し合ってほしい。自社のスピード、文化

などもあるため、他社の良いと感じた取組みを全て自社に展開することはできない。人材育成のスピー

ドも違う。ヒントや展開できることは自社で受け容れ、進めてほしい。 

 

▶休憩（15:30～15:45） 

 

4. ワークショップ実施概要 （IPA） 

組織変更を行うとコストがかかるが、タスクは大きく変更しない。組織は個人で動くと難しいことを

効率よく、個々の能力を活かすためにある。組織を変更するという視点はおいておき、まずは個々のタ

スク、業務を明らかにすることに注力してほしい。 

【資料】CCSF_WS_成果物 

シート 【03 役割・タスククロスリファレンスⅠ】 

シート 【05 役割概要設定】 

シート 【04 役割レベル設定】 

作成順としては「03→05→04」がおすすめ。 

【03 役割・タスククロスリファレンスⅠ】 

自社にどういう人がいるのか、タスクベースで考え、役割に名前をつける。自社の役割分担を考え 

る。役割を考えるときに、MECEで検討する。「1 主たる担当領域」は漏れない、ダブらない。 

もし、タスク定義で選択したタスクが必要がないといった場合、【03 役割・タスククロスリファ 

レンスⅠ】でグレーアウトする。 

【資料】タスクプロフィール 

【05 役割概要設定】 

 自社でつけた役割名に対する定義内容を文章に起こす。どの役割が偉い、レベルの上下はない。社

員のモチベーションを上げるためにも 

【04 役割レベル設定】 

 自社でレベル設定を定義する。4～12段階、だいたい 6～7段階がベスト。自社流、どうやったら

自社内に展開できるかという視点で検討を行って頂きたい。 

＜質疑＞ 

Q：「1主たる担当領域」をつけるとき「事業戦略把握・策定支援」に総務、パッケージ、コンサルタ

ントがタスクを担っている。ただ、総務は自社全体の事業戦略、パッケージは作るパッケージの戦略、

コンサルタントはお客様の戦略とレイヤーが違う場合はどうしたらよいか。 

A：すべて「1」をつけてもよい。本来は目的物（成果や相手）によって役割を分担すべき。 
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Q：役割に対してすべてレベル 1から設定しなくてはならないか。途中から設定してもいいのか。 

A：従来はキャリアパスの考え方で、ITスペシャリストのレベル 1～5を通過して、プロジェクトマネ

ージャのレベル 1にキャリアが移行するとしていたが、現在はその方向はとっていない。プロジェク

トマネージャのレベル 1と ITスペシャリストのレベル 1が必ずしも同じ評価でなくてもよい。役割全

体でレベルを合わせても、個別で設定してもよい。 

Q：業務上の役割、組織上の役割を並列してもいいのか。 

A：組織上の役割は入れない。あくまでもタスクで見る。 

 

＜作業開始＞ 

16:15～17:15 

  各社、提示された「CCSF_WS_成果物_各社」作成 

【03 役割・タスククロスリファレンスⅠ】【04 役割レベル設定】 

【05 役割概要設定】 

 

5. まとめ、事務連絡 

自社に持ち帰り検討した際に、役割定義の他社事例など紹介できるため、必要に応じて事務局まで 

ご相談ください。 

3回目ワークショップお疲れ様でした、ここが一番重要で難しいところ。役割は以前の CCSFでは人

材像といっていた。実際にいる社員の方の顔を浮かべながら、自社で検討を続けて頂きたい。 

 

★次回までの課題★ 

提出物：「CCSF_WS_成果物_各社」 

【03 役割タスククロスリファレンスⅠ】【04 役割レベル設定】 

【05 役割概要設定】 

提出期限：2月 13日（金）の 17:00まで 

サイボウズ Live＞共有フォルダ＞第 3回WS（提出）にアップロード 

 

★次回ワークショップ開催予定★ 

第 3回は 2月 20日（金）14:00～17:30 場所：神情協 

次回までの 

作業項目 

1.役割・クロスタスクリファレンスⅠ 

2.役割レベル設定 

3.役割概要設定 

配布資料/ 

テンプレート 

1.第 3回アジェンダ.ppt 

2.CCSF_WS_成果物_各社 

成果物 
1.自社要求定義（マインドマップ） 

2.自社タスク定義 

議事録配布先 神情協 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 参加者各位 

議事録作成者 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 
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③ 第 4 回ワークショップ  

会議名 第 4回 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 

開催日時 2015年 2月 20日(金) 14:00～17:30 

場所 IPA 委員会室 

参加者：22名 

(敬称略) 

【参加企業】 

株式会社アイ・ピー・エル 5名/株式会社ソフテム 4名 

株式会社データプロセスサービス 2名/株式会社ジェイエスピー 3名 

【メイン講師】 

(独)情報処理推進機構（IPA） ３名 

【サブ講師】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

【事務局】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

議題 

 

司会進行 

CSAJ 

1. 主催者挨拶 

2. 本日のスケジュールとWS進め方の確認 

3. 各社要件定義・自社タスク定義の発表 

4. ワークショップ実施概要 

5. ワークショップ 

6. まとめ・事務連絡など 

内容 

【議事要約】 

1. ご挨拶（CSAJ） 

 前回、第 3回の作業が毎回ワークショップで苦労するところだが、各社ともしっかりと定義されて

いる。苦労した点を含め、各社で共有頂きたい。先日、福岡で開催された情報交換会の模様が日経

ITProに掲載されたので、機会があれば見てください。 

（IPA）後程、サイボウズ Liveに URLを掲載、皆さんへ紹介する 

 

2. アジェンダ紹介 （IPA） 

【資料】iCDワークショップ（第 4回アジェンダ） 

 前回の課題、役割定義や役割ごとのタスク、レベル定義の作業を通じて、 タスクディクショナリを

さらによく見て理解を深めることができたと思う。今後、現場に下ろすときに、評価項目まですべて覚

えておく必要はないが、推進する人がタスクの全体像、小分類までどこに何があるか知っておく、ディ

クショナリーの使い方を知っており、現場からの質問に答えられるようにしておかないと、iCDが使え

ないものというレッテルを貼られてしまい、推進に支障が生じてしまう。 

 各社お互いにタスクの理解を深めるため、質問や感想を交換してほしい。 

 

3. 各社要件定義・自社タスク定義（IPA） 

前回ボリュームがあったが、各社ともしっかり検討され、定義されている。【05 役割概要設定】

⇒【03 役割・タスククロスリファレンスⅠ】⇒【04 役割レベル設定】の順番で説明 
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■発表の観点 

 ・前回合宿後からとりまとめまでの準備 

 ・作業の手順 

 ・作成してみた感想 

① JSP 

（IPA）セールスサポートはタスク「2」のみだが、主たる領域がないため、セールスのレベルなどで

調整したほうが良い 

（CSAJ講評） 役割、それに伴うタスクとも細かく設定されている。 

（IPA講評）ここまで第 3回で到達できてることは素晴らしい。セールスについては営業タスクが今後

追加されるので、そこと比較調整しながら定義してほしい。また顧客志向のプロデューサーと社内管理

のマネージャの考え方だが、一般的に 2つの考え方がある。あるタスクやスキルをクリアすると次の

レベルへ移行していくピラミッド型、もう一つは包含型、レベルが移行するときに元々のタスクに新し

いタスクが加わり、膨らんでいく型がある。どちらでレベルを設定していくかは各社が選択する。今後

の課題のひとつとして検討してもらいたい点として、採用基準にタスクモデルを入れるとミスマッチが

防げる、スキルと資格で選ぶと実際に仕事ができないという場合がままある。委員会活動をどう評価す

るかという点は考える余地があるがタスクとして設定、実際にタスクをこなしている人がいることから

検討し、上げておくことは重要。スペシャリストは初めての定義、評価の仕方がこれも難しいが、スペ

シャリストの役割では評価せず、特定分野で３つついたら認定するなど認定方式を検討してみるのもひ

とつ。 

 

② ソフテム 

（IPA）レベルや名称の独自性は重要、各社で文化など社風が違うため、現場に下ろす時をイメージし

ながら検討しておくと推進時に原動力となる。 

（CSAJ講評）非常によくまとまっており、参加メンバーがアイデアを出してよく検討したことがわか

る。 

（IPA講評）同じディクショナリーを使っても各社特色が出ていて素晴らしい。レベルや名称のつけ方

にこだわりが見られる。コーポレート、ファイナンシャルを役割として実態をあげたことは重要、タス

クを一人でいくつも担当している人に対する評価ができる。スペシャリストにバッチをつけるという考

え方、エントリ資格を設け、投票で認定する、また各役割レベル 4以上はマネージャ資格として、認

定するという考え方もひとつの方法。グループマネージャは意識づけのために挙げたというが、今後マ

ネジメントタスクが追加される、純粋に管理するタスクのみを入れており、なんちゃって課長から本来

のマネジメントタスクを実行している人を引き上げることもできる。リスクマネージャを設定したとき

にタスクが足りないと感じなかったか、ISMSの項目など追加したい、不足しているタスクがあれば追

加、相談してほしい。 

 

③ データプロセスサービス 

（CSAJ講評）ビジネスプロデューサーについては ToBeを考えて、タスクを分けて、新しい役割を設

定し、定義してみると良い。MECEで考えられ、「2」が少なく、主たる領域の「１」で役割分担がで

きている。 
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（IPA講評）いかに従業員にやる気をだしてもらうかという視点で検討されている。ビジネスプロデュ

ーサーは現在このように様々な経験をできている幸せな人、ただし今後同じ経験を積める人が出てくる

とは限らない。同じ色の人を増やすのではなく、将来に向けてタスクを分解して役割を切り分けると他

の色の人にもスポットが当たる。 

プロフェッショナル、スペシャリストとマネージャの分け方として、 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

開発経験や資格はないが、PMとしてマネジメントが出来る人がいる、その人を評価するのがタスク 

 

④ アイ・ピー・エル  

（IPA）役割概要が自社独自の言葉になっており、素晴らしい。 

（CSAJ講評）MECEで役割、タスク設定がなされており、ロールモデルをおくなどアプローチ方法も

独自で素晴らしい。 

（IPA講評）役割の定義が進むと「2」が減ってくる。「1」と「2」は相関関係、ポートフォリオの考

え方と同じ、タスクの組合せで人を見ることができる。WS参加メンバーに迷いや悩みがあるという

が、周りから見ると役割定義やタスク設定など十分進んでいるので、安心して進めてほしい。 

 

▶休憩（16:20～16:35） 

 

4. ワークショップ実施概要 （IPA） 

【資料】タスクディクショナリ、レベル判定の考え方 

パイロットレコーダー実施者リスト 

第 4階層「評価項目」を見ていく。もう一度、役割とタスクの関係を見直してほしい。小分類まで

見たときにわかりづらかったタスクが評価項目を見て、より腹落ちさせる作業。 

レベル判定について、評価項目で診断を行う。タスクの判定は平均値、評価項目の平均値が小分類の評

価、小分類の平均値は中分類の評価、となり、最終的な役割レベル判定の段階で各社が定義したレベル

設定を入れ、各社ごとのレベル判定が出る仕組みになっている。 

パイロットレーコーダーの選定を行う。実施者は各社で選定、想定するレベル欄に設定。今回は、役割

レベル設定や判定基準のチューニング（調整）を行うために実施するので、パイロットレコーダーには

評価ではない旨、伝えておく必要がある。 

【資料】CCSF_WS_成果物 

シート 【06 役割・タスククロスリファレンスⅡ】 

【タスク】      【スキル】 

目標達成      スペシャリティ 

業務遂行  

専門性 

マネージャ 

スペシャリスト 

仕事をやり遂げる 

ビジネスモデルを実現 

タスクの実行能力 

結果 
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シート 【08 現状分析結果】 

 タスクディクショナリの評価項目と各社の発表を参考に成果物を完成させる。 

Q：ToBeとして挙げた役割についてパイロットレコーダーを選定するか 

A：役割を絞って実施するか、もしくは ToBeの役割まで実施するか、そこは各社の事情に合わせ選定

してください。ただし、今回実施するかどうかは後で決定し、人選は行ってください。 

 

＜作業開始＞ 

16:50～17:15 

  各社、提示された「CCSF_WS_成果物_各社」作成 

【06 役割・タスククロスリファレンスⅡ】【08 現状分析結果】 

 

6. まとめ、事務連絡 

★次回までの課題★ 

提出物：「CCSF_WS_成果物_各社」 

【06 役割・タスククロスリファレンスⅡ】【08 現状分析結果】 

提出期限：2月 27日（金）の 17:00まで 

サイボウズ Live＞共有フォルダ＞第 4回WS（提出）にアップロード 

 

★次回ワークショップ開催予定★ 

第 5回は 3月 6日（金）14:00～17:30 場所：神情協 

次回までの 

作業項目 

1.役割・クロスタスクリファレンスⅡ 

2.現状分析結果 

配布資料/ 

テンプレート 

1.第 4回アジェンダ.ppt 

2.CCSF_WS_成果物_各社 

3.レベル判定の考え方 

4.パイロットレコーダー実施者リスト（記入例） 

5.パイロットタスクレコーディング アンケート用紙（サンプル） 

成果物 

1.役割・タスククロスリファレンスⅠ 

2.レベル設定 

3.役割概要 

議事録配布先 神情協 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 参加者各位 

議事録作成者 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 

④ 第 5 回ワークショップ  

会議名 第 5回 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 

開催日時 2015年 3月 6日(金) 14:00～17:30 

場所 神奈川県情報サービス産業協会 会議室 

参加者：18名 【参加企業】 
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(敬称略) 株式会社アイ・ピー・エル 5名/株式会社ソフテム 3名 

株式会社データプロセスサービス 2名/株式会社ジェイエスピー 3名 

【メイン講師】 

(独)情報処理推進機構（IPA）2名 

【サブ講師】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

 オブザーバー1名 

【事務局】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

議題 

 

司会進行 

CSAJ 

1. 主催者挨拶 

2. 本日のスケジュールとWS進め方の確認 

3. 各社要件定義・自社タスク定義の発表 

4. ワークショップ実施概要 

5. ワークショップ 

6. まとめ・事務連絡など 

内容 

【議事要約】 

1. ご挨拶（CSAJ） 

ワークショップも早いもので、もう５回目。残り２回だが、引き続き熱心に取り組んで欲しい。今回

は福岡情産協の iCD推進リーダーに来ていただいているので、自己紹介と挨拶をいただく。 

 

2. アジェンダ紹介 （IPA） 

各社とも非常によくまとまっている。かなり腹落ちができてきたように思う。ただ、実際の運用まで

にはまだまだ越えなくてはいけない山もあるので、焦らないことも大切である。 

 

3. 各社要件定義・自社タスク定義 

（IPA）前回同様、ボリュームがあったが、各社ともしっかり検討され、定義されている。【06 役

割・タスククロスリファレンスⅡ】⇒【08 現状分析結果】の順番で説明 

■発表の観点 

 ・前回からとりまとめまでの準備 

 ・作業の手順 

 ・作成してみた感想 

① ソフテム  

（CSAJ講評）WS参加者はかなり役割が重なっているが、想定内であるか⇒ある程度想定内 

運用する際、あまりに多くの役割があるとどの役割で評価するか、合わせるのかなど難しい課題が出て

くるが、目標設定時に役割の比重を設定する工夫が必要になってくるため、今回の診断結果を参考にし

てほしい。 

（IPA講評）データサイエンティストの評価項目を見てみると、もしかすると中には実際にタスクとし

て実施している人がいるかもしれない。現状の選定で対象者は上がってきていないが診断を受けると該

当者が出てくる可能性もある。役割は 17種類設定されている、CCSFワークショップでは人材像とい
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っていた ITSSを目線に入れていたため、だいたい 7~8くらいで設定されることが多かった。ただ

し、一人の人を見たときに人材像が重複してしまう、結局どこで評価すべきか、育成すべきいかがわか

りづらくなってしまう。役割設定したものをひとつだけで評価するのではなく、タスクが他の役割でも

実施できていれば、もうひとつ、ふたつと役割を認定（バッチ）をつけてあげるような制度まで昇華し

てほしい。34社の中でバッチ、認定制度を取り入れた企業はない。 

 

② アイ・ピー・エル  

（CSAJ講評）他のWSでパイロットレコーダーは参加しているメンバーのみといったことが多いが、

各社とも現場メンバーをうまく巻き込んで進めていることがよくわかる。 

（IPA講評）パイロット診断を実施する機会に、全社内へ展開してほしい。長崎の事例では、毎回WS

検討結果などを役員会で報告、必要に応じて全社に展開していた。最後のテイクオフミーティングには

現場の課長、リーダークラス全員が参加して今後の抱負を述べていた。うまく現場を巻き込んだいい事

例。診断を実施すると必ず出る「多い、大変」に対しては事前説明会、診断後のフォローで未然に防ぐ

ことができる。一番怖いのはスキル診断、レベル診断と思いこみ、このパイロット診断が評価に繋がる

と感じてしまうこと。今回は業務のチェック、タスクの現状分析など実施者が気楽に受けられるような

環境づくりが重要。 

 

③ データプロセスサービス 

（CSAJ講評）ビジネスプロデューサーの役割を分割して、整理できている。社員の 4分の 1が出てく

るWSの実施結果も非常に興味あるところ。報告会や iCDのセミナーなどでぜひ共有頂きたい。 

（IPA講評）全社向けの展開として説明会など実施している企業は多いが、社内で同様に iCDワーク

ショップを展開しようとする事例は 2社目。人材育成の視点として上からではなく、技術者の方々の

内側から温める、モチベーションを上げるためにディクショナリーを活用していく。まずはディクショ

ナリーを必要十分にしてほしい、自社内でワークショップ実施すると追加してほしいタスクや役割が出

てくるかもしれない。その際に事務局として注意しなければならないのはタスクや評価項目が他と重複

していないか、などチェックする必要が生じる。そのためにも事務局はディクショナリーを精査し、ど

こになにがあるか熟知しておく方が望ましい。 

 

④ ジェイエスピー 

（IPA）役割定義を見直し、より明確化しており、またそれに伴いタスククロスリファレンスも十分検

討されている。 

（CSAJ講評） スペシャリストはレベル認定を選ぶことが多いが、タスクで明確になっているアーキテ

クト選定などタスクでスペシャリスト認定するというのはまた違う視点での認定方法、運用面の検討を

続けていただきたい。 

（IPA講評）現場に出ているメンバーにパイロットレコーディングを実施してもらうのは確かに難し

い。現場にいると疎外感、自社でどう評価されているのだろう、と不安を感じている方が多い。他社の

事例として「このツールで会社とのつながりを感じることができた」という感想があった。現場にでて

いる孤独を感じているメンバーに対して「ちゃんとあなた方のタスクを定義し、役割も見ていますよ」

というメッセージが伝わると良い。第 1、2回合宿で iCDの内容を知ってやる気が出て、ワークショッ
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プが進むにつれ、定義や役割、タスクの分析や組織の分析役割の定義が進むと「2」が減ってくる。

「1」と「2」は相関関係、ポートフォリオの考え方と同じ、タスクの組合せで人を見ることができ

る。WS参加メンバーに迷いや悩みがあるというが、周りから見ると役割定義やタスク設定など十分進

んでいるので、安心して進めてほしい。 

 

▶休憩（15：55～16：10） 

 

4. ワークショップ実施概要 （IPA） 

【資料】タスク診断ツールについて 

診断をすると、現状が明確になり、今後が見えてくる。診断をなぜやるか、「診断結果からタスクの

見直し、役割・タスクの定義などツールをよりいいものにするため」。こちらが想定していなかった感

想や提案が現場から上がってくる。 

タスク診断ツール、診断時に使う際は「アセスメントシート」。初期設定として各社が設定、定義し

た【06-評価項目 役割・ククロスレファレンスⅡ】を読み込む必要がある。セル結合で「1」とした

部分など読込む際に支障がでるため、結合を解除して評価項目ごとに「1」「2」など結合を解除して

いる。 

アウトプットイメージは「タスク診断」「役割レベル」 

 ①データを取り込む…【06-評価項目】シートを読み込む 

 ②タスクの重み付けを設定する…運用時には重み付けを設定。今回のパイロットレコーディング

では重み付けを設定すると大変になるため、初期値 100のまま設定ボタンを押す 

 ③タブタスク比重を設定する…初期値 20％のまま設定ボタンを押す 

 ④役割レベルを定義する…各社役割レベル定義シートに基づき入力、役割レベルのポイント範囲

を定義する（等分割も可能） 

 ⑤メンバーブックを生成し配布する…診断するメンバーにはここで生成したファイルを配布する 

⑥パイロットレコーディングを実施する…セレクトボックスになっているるが、1、2と入力して 

も「R1」となるように設定されている。診断終了後、シートの上にある 4つのボタン（タス

ク大分類診断、タスク中分類診断、タスク小分類診断、役割レベル判定）を押下して終了。 

⑦パイロットレコーディング結果を保存する…ファイル名規約に基づき、保存し各社事務局へ提 

出。アンケート（ツール配布時に一緒に配布する、追加、修正変更可）もレコーディング結果と 

ともに提出。 

 

Q：今後、診断ツールが ASPになった場合、今回の初期設定をまた行わないといけないのか 

A：ワークショップに参加した企業については、こちらで取り込むことを想定している。 

 

＜作業開始＞ 

16:50～17:15 

  各社、タスク診断ツールの初期設定を行う。 

 

6. まとめ、事務連絡 
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本日のまとめ、次回の課題提出日等の連絡の後、福岡情産協の柴田氏から、九州における iCDへ

の取り組みを話してもらった。 

 

★次回までの課題★ 

提出物：パイロットレコーディングの診断結果（Excel） 

アンケート（Word）⇒Zip形式 

    CCSF_WS_成果物各社【08 現状分析結果 2】 

提出期限：3月 13日（金）の 17:00まで 

サイボウズ Live＞共有フォルダ＞第 5回WS（提出）にアップロード 

※今回、診断が入るため、締切は目安。提出が遅れそうであればご相談ください。 

 

★次回ワークショップ開催予定★ 

第 6回は 3月 20日（金）14:00～17:30 場所：㈱ソフテム 

次回までの 

作業項目 

1.役割・クロスタスクリファレンスⅡ 

2.現状分析結果 

配布資料/ 

テンプレート 

1.第 5回アジェンダ.ppt 

2.タスク診断ツールについて 

3.評価項目の登録（例） 

4.【08 現状分析結果 2】（記入例） 

5.パイロットタスクレコーディング アンケート用紙（サンプル） 

成果物 
1.役割・タスククロスリファレンスⅡ 

2.パイロットレコーディング実施者リスト 

議事録配布先 神情協 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 参加者各位 

議事録作成者 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 

 

⑤ 第 6 回ワークショップ  

会議名 第 6回 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 

開催日時 2015年 3月 20日(金) 14:00～17:30 

場所 株式会社ソフテム 会議室 

参加者：20名 

(敬称略) 

【参加企業】 

株式会社アイ・ピー・エル 5名/株式会社ソフテム ４名 

株式会社データプロセスサービス ２名/株式会社ジェイエスピー ３名 

【メイン講師】 

(独)情報処理推進機構（IPA） 2名/オブザーバー1名 

【サブ講師】 

 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

【事務局】 
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 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）（1名） 

議題 

 

司会進行 

CSAJ 

1. 主催者挨拶 

2. 本日のスケジュールとWS進め方の確認 

3. 各社要件定義・自社タスク定義の発表 

4. ワークショップ実施概要 

5. ワークショップ 

6. まとめ・事務連絡など 

内容 

【議事要約】 

1. ご挨拶（CSAJ） 

ワークショップも早いもので、最終回、全社が集まってワークショップを行うのも最後。各社活発な

意見交換をお願いしたい。 

 

2. アジェンダ紹介 （IPA） 

本日のワークショップ内で、運用のポイントを説明。WSで検討した内容、社内で決定した成果物を

この後、どのように運用するか、どのように人事評価に繋げていくか、人事評価と人材育成は一体のも

の。 

 

3. 各社要件定義・自社タスク定義 

（IPA）パイロット診断の提出期限が各社間に合ったのが初めて。各社ともこのワークショップに対す

る意気込みや本気度がわかる。 

【08 現状分析結果 2】の順番で説明 

■発表の観点 

 ・診断結果について 

 ・アンケートについて（全体の傾向） 

 ・診断を実施した感想 

① データプロセスサービス 

（IPA）1700項目を実施した方の中で見えていない役割が出たか⇒ほぼ「０」になってしまった。 

（CSAJ講評）パイロットレコーディングを行うと、概ね想定より低く結果が出てくる。役割で想定し

たレベルと結果がここまで大きく違うのは珍しい。実施する際にタスクや役割の見直しのために今回の

レコーディングを行う。1回目は初めて評価項目を見るため時間はかかるが、2回、3回と実施するう

ちに慣れてくる。 

（IPA講評）想定した結果と診断結果が大きく違うのは、役割に対してタスクが振り過ぎている可能性

があるが、アンケート結果を見てみると、もしかすると評価項目をしっかりと見ず、自己評価をしてい

るのでは、という懸念も考えられるが、まずは実施することが重要、 

 

② ソフテム 

（CSAJ講評）自信をなくした若手へのフォローアップは必要だが、レベル設定の調整や診断結果から

自社の課題や今後への展開をすでに考えられている。 

（IPA講評）パイロットレコーディングを実施して良かった。一見、まんべんなく、結果があがったよ
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うに見えるが、評価項目を全て見ている点、アンケート結果を見ると他社と同じような「大変だった」

という意見が出てきているので正常なあり方。若手層が自信をなくしてしまうかもという懸念に対する

フォロー、いきなり全員へ展開と先を急ぎすぎず、この結果を次への展開へ活かしてほしい 

 

③ アイ・ピー・エル 

（CSAJ講評）評価に繋げるときにまずは育成で使う、人事評価にすぐに繋げることをせず、自己診断

で実施すると客観的な分析は難しいが、強気/弱気という個人の資質に寄ってしまうのは初回では仕方

のないこと。回数を重ねることで被評価者も慣れてくると思う。 

（IPA講評）R0～R4のランク設定が重要になってくる。役割定義やタスク定義は今後、見直し（追

加、削除）していけばよいが、評価基準はしっかり設定しておかないといけない。企業ごとに風土、文

化がある、それに沿った基準（知識、スキル、態度、タスク）をそれぞれ設定することが重要。 

 

④ ジェイエスピー 

（CSAJ講評）パイロットレコーディングを事前説明なしで 

（IPA講評）各社各様のレコーディングの実施目的や結果、分析があり、各社の文化や風土によって違

うが、早く現場を巻き込んで、要望や不満を拾い上げ、2回目、3回目とサイクルを回してほしい。

WSで机上で検討していくら考えても、現場のメンバーが納得しなければ意味がない。現在は「多い、

わからない、表現が難しい」に対応する悩みがあるが、次回診断していくと評価項目も役割で絞られ、

続けていくと診断受ける現場も慣れてくる。素晴らしい制度を作って、現場に下ろすのではなく、現場 

や自社に合っているかあっていないか、を診断結果から見てほしい。 

 

▶休憩（16：05～16：20） 

 

4. 運用のポイントについて （IPA） 

【資料】iCDワークショップ全体資料 

他社事例（回答基準の整備） 

【資料】他社事例（回答基準の整備） 

 【R1】業務経験はないが、興味のある分野 

 【R2】【R3】抜群の【R4】自称プロはダメ、他者に認知されていることがポイント 

 診断結果だけでリソースを分析しない、面談を前提に最適なリソース配置やキャリアアップの育成を

行う。こういった他社事例を基にして、自社の風土や文化に沿って回答基準を整備してほしい。 

【資料】全体資料 

 業務プロセスの見える化、このワークショップを通して作成しているが、一度作成したものが完璧で

はない、今後も見える化した自社のタスクディクショナリーを改善していくプロセスを繰り返す。欧米

諸国は定義や標準を作るとその通りに実施するが、日本は必ずその標準化したものを改善、その人なり

の工夫を追加するため、属人化しやすい。イノベーティブな人を育成するのではなく、業務プロセスを

見える化し、改善・再構築を行う中で何か突出した人材が出てきて、イノベーションが生まれる（全体

資料 P43）。 

 （全体資料 P62）Hop（見える化）から今後は Step（個人の気づき、組織のマネージャに対する目
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標設定や進むべき方向性を指導）、この段階で面談を丁寧に行い、組織の目標達成と個人の目標設定を

すり合わせていく。そうすると個人でやる気（Jump）が出てきて、保有するスキルやモチベーション

が上がっていく。期初に立てた目標を期中にコミュニケーションを図ることができるようになる。目標

設定は期初に行い、期末に診断するイベントにしてはいけない。現場のリーダーのためのツールとして

ブラッシュアップしていく必要がある。そうすることでチームとしてリソース活用（Jump）ができ、

強い組織に変わっていく。 

（資料 P64）PDCAサイクルは全ての人が実施しなくてはならないものであって、リーダーが P、メン

バーが Dと分担しているわけではない。マネジメント PDCA(P65)、Planを全体の人材育成方針を策

定し、Doは現場リーダーの PDCAに繋がっており、ここで現場リーダーやメンバーへの動機づけを行

う。現場リーダーの PDCA(P66)、Planで指導育成するメンバーの具体的な成長目標の設定を行い、コ

ミットメントを形成し、Doで個人の PDCA（P67）へ繋がる。期中には成長のための取り組みをフォ

ロー、個人の気づきを促す。事務局の PDCA（P68）、運用を行う中で広報活動や期中の取組みに対す

るフォロー、診断結果の分析を取りまとめる、必要に応じて役割やタスクの見直しを行う必要がある。

専任の場合もあるが、現場リーダーが兼務する場合もある。事務局が計画を立てるとき、人事制度との

関係など考慮し、なるべく現場の負担が増えないように調整していくことが必要。 

 

（資料 P77）組織単位のキャリアフレームワークと人材ポートフォリオがあり、その組織にとってビ

ジネスモデルを変革（受託開発から提案営業の強化）していく際に個人に対し「プロジェクトマネージ

ャ」から「ソリューションセールス」というキャリアシフトを提示したいが、その面談時にどのように

目標設定させるか、レベル 1から 2に上がってほしい、でいいのか。 

（資料 P78）組織のミッションや業務目標に即したタスクを実現する他の能力を見える化⇒個人が到

達しているレベルをタスクごとに提示。個人は、現在のレベルから機能単位での強みと弱みを把握、ス

キルアップの目標設定に利用できる。弱みをレベルアップする場合、強みを伸ばす場合など個人に合わ

せて目標を設定させる。 

（資料 P80）タスク診断レベルそのものではなく、約束したタスク目標を達成したかで評価、「タス

ク目標達成」をいう項目を人事評価シートに追加する（内容は面談シート参照）。賞与査定に入れるこ

とで本気度がわかる。人材育成を人事評価に繋げるか、その先に報酬へ反映させられるか（よくやった

ね、ではなく報酬を出す）がポイント。人事評価を人材育成と繋げるられるのでしょうか、ではなく、

人材育成＝人事評価⇒報酬、報酬に繋がる人材育成、制度設計が正しい形。繋がっていない場合は、ビ

ジネスモデルが間違っているか、見直すタイミングかということ。 

タスクをやっているレベルで評価する、は無理、どれだけ正確に、細かく診断しても証拠は出ない。で

あれば、制度設計で工夫するしかない。 

能力評価基準、業績評価基準を持っている 2社はタスク診断結果を業績基準に活用した。 

 

5. まとめ、事務連絡 

テイクオフ・ミーティング 4/24（金）、KIAで実施。スケジュール調整はサイボウズ Live上で実施。

施策検討結果（今後の社内での展開スケジュール等）を提出して、それを基にテイクオフを行う。 

★課題★ 

提出物①：施策検討結果（スケジュール等）⇒様式自由 
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提出期限①：テイクオフミーティング前 

サイボウズ Live＞共有フォルダ＞共有フォルダにアップロード 

 提出物②：ワークショップ実施報告書 

 提出期限②：2015年 5月末予定 

 

（IPAオブザーバー） 

 KIAの参加メンバーは若く、ピュアで人材育成や制度設計に対して真摯に、誠実に向き合っている印

象を受け、また他団体との違いを感じることができた。 

IT業界全体、人材不足だが、下請構造、金額の問題だけではなくそこに甘んじていることが問題では

ないか。タスクを検討したと思うが、自社は何の価値を生んでいるかという視点を見てほしい。 

次回までの 

作業項目 

1.施策検討結果（テイクオフミーティング用） 

2.ワークショップ実施報告書 

配布資料/ 

テンプレート 

1.第 5回アジェンダ.ppt 

2.タスク診断ツールについて 

3.評価項目の登録（例） 

4.【08 現状分析結果 2】（記入例） 

5.パイロットタスクレコーディング アンケート用紙（サンプル） 

成果物 
1.役割・タスククロスリファレンスⅡ 

2.パイロットレコーディング実施者リスト 

議事録配布先 神情協 iコンピテンシ ディクショナリワークショップ 参加者各位 

議事録作成者 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 
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第 3章：iCD活用ワークショップの実施概要 

 

1. 株式会社アイ・ピー・エル 

① 会社概要 

 社名 株式会社アイ・ピー・エル 

 住所 神奈川県厚木市中町４丁目９−17 

 設立 1992年 2月 1日 

 資本金 1,000万円 

 従業員数 50名 

 業務内容 

システム導入支援・コンサルティング，地図空間情報システム，  

動画配信システム「クラストリーム」，クラウド、スマートフォン関連事業， 

電子回路設計支援システム，組み込みシステム，各種業務のシステム設計・開発 

 導入対象範囲 全社導入 

② ワークショップの参加動機 

従来の人事評価制度の改訂から１０年近くが経過し、評価制度そのものの形骸化が進んでいたため、社員

自身が自分の評価ができない状況が続き、将来的にどの方向で力を発揮すれば良いのかがわからないとの意

見が多数挙がっていた。また、技術者としての技能向上に取り組む様子は伺えたが、利益向上施策に関して

社員自身から発案される風土にはなっておらず、売上向上の機会を損失している可能性が考えられた。 

これらの状況を改善するため、社員のモチベーション向上を図り、社員のレベルの向上が会社の収益の向

上に繋がり、その収益を給与として還元できる『新しい人事考課制度の確立』が求められていた。今回はタ

イミングよく、ＩＰＡが主導する iコンピテンシ・ディクショナリの存在を知る機会があり、この制度を採用

することで、公平性、納得性の高い評価制度を導入することができるのではないかとの期待もあり、今回の

ワークショップへの参加を決定した。 
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③ 実施状況について 

1．要求分析 

＜経営戦略、事業戦略は明確だったか＞ 

リード役のメンバが事前に社長にヒアリングを実施した上で分析を行った。経営戦略や事業戦略はそこま

で明確ではなく、どちらかと言えば抽象的だったが、そのことが幸いしてか、参加メンバがそれぞれの立場

や経験を踏まえて主体的に考え、具体的な意見を出し合うことができた。 

＜要求モデルをどのように作成したか＞ 

社内メンバは、様々な現場（常駐先、自社）で様々な業務（オープン系、組込系、コンサル、営業、広報

など）を行っているため、まずは、各現場の意見を出し合って分類し、共通する部分をグループ分けした後、

抽象化しながらまとめていった。最終的に中心に置いたのは、弊社のホームページにも記載されている「創

造の先を創る IT（お客様が求めるよりもっと上の価値を提供する）」という価値観で、これを実現するため

の両輪として「新しい発想が生まれる環境を創る」と「経済的な利益を上げる会社を創る」が存在する。こ

れを更にブレークダウンしていくと、より具体的な施策や行動へと繋がる。 

 

図３．１－１ 要求分析シート（出典／㈱アイ・ピー・エル） 

＜要求モデルを作成したときの課題と対策＞ 

各現場を代表するメンバで主体的に考えたモデルではあるが、前提として経営戦略や事業戦略がそこまで

明確でなかったことから、経営者の視点や思いが十分反映されていない可能性がある。また、現時点では社

内の一部のメンバが考えたモデルであるため、全社員の意見が反映されている訳ではない点にも注意が必要

である。 
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今後、全社的に展開する際には、説明やレビューをしっかりと実施してモデルを修正、共有していく必要

がある。 

 

2．組織機能分析 

＜組織機能分析をどのように実施したか＞ 

まず社内に存在する様々な立場（個人やチーム）を横軸に列挙した後に、それぞれが担当するタスクを大

中分類レベルで上から順に全項目見ながら、該当する立場に該当する記号（主：○、△、▲、従：□、■）

を直感的につけていった。合宿参加メンバが７名と多かったので、参加メンバが代表する立場毎に分担して

作業を行い、その後マージするという方法をとったが、合宿のワークショップ時間内で全ての分析をやり切

れなかったため、後日自社に戻ってから別途時間を取って分析を完了させた。 

 

表３．２－１ 組織機能分析表（出典／㈱アイ・ピー・エル） 

＜組織機能分析を実施したときの課題と対策＞ 

横軸に列挙する立場の粒度を考えるのに時間がかかってしまい、分析に割ける時間が十分確保できなかっ

た。また、タスク項目数が多いことから、かなり粗い分析になってしまった。 

次フェーズで自社タスク定義を考える際、全体的に精査しながら進めることで分析結果を修正した。 

 

3．自社タスク定義 

＜ToBe 機能と AsIs 機能の区別は明らかにできたか＞ 

前フェーズで作成した組織機能分析結果を精査しつつ分類済の記号（主：○、△、▲、従：□、■）を微

修正しながら作業を進めることで、現時点での実施タスク（AsIs）だけでなく、今後やるべきタスク（ToBe）

についても見える化することができた。 

A
社
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）

業

務
系

コ
ン

サ
ル

総

務
部

ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク

チ
ー

ム

タスクコード 大分類 中分類

ST-010-010-010 事業戦略把握・策定支援 要求（構想）の確認

ST-010-010-020

ST-010-020-010 新ビジネスモデルへの提言

ST-010-020-020

ST-010-030-010 事業戦略の実現シナリオへの提言

ST-010-030-020

ST-010-030-030

ST-010-030-040

ST-020-010-010 IT製品・サービス戦略策定 市場動向の調査・分析・予測

ST-020-010-020

ST-020-020-010 IT製品・サービス戦略の策定

ST-020-020-020

ST-020-020-030

PL-010-010-010 IT戦略策定・実行推進 基本方針の策定

PL-010-010-020

PL-010-020-010 IT化計画の策定

PL-010-020-020

PL-010-020-030

PL-010-020-040

PL-010-020-050

PL-010-030-010 IT戦略実行マネジメント

PL-010-030-020

PL-010-030-030

PL-010-030-040

PL-010-030-050

PL-010-030-060

PL-010-030-070

○：主（コア）として担うべきタスクで、質、量ともに十分に実施されている
△：主（コア）として担うべきタスクだが、現在は質もしくは量の面で十分に実施できておらず、
　　早急（１年以内）な対応が必要
▲：主（コア）として担うべきタスクだが、現在は質もしくは量の面で十分に実施できておらず、
　　将来的な対応が必要
□：従（サブ）として担うべきタスクで、質、量ともに十分に実施されている
■：従（サブ）として担うべきタスクだが、現在は質もしくは量の面で十分に実施できていない

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

△

【タスク】
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＜自社タスク定義をどのように作成したか＞ 

組織機能分析結果を精査したものから自社に不要と思われるタスク（記号が付いていない項目）を削って

いった。ただし削った項目は、後で復活する可能性もあるのでグレーアウトしておくにとどめた。 

 

表３．３－１ 自社タスク定義（出典／㈱アイ・ピー・エル） 

＜自社タスク定義を作成したときの課題と対策 ＞ 

明らかに自社には不要な項目は削ったが、もしかしたら近い将来必要となるかもしれないと思える項目も

あり、全体的に項目をあまり削り切れなかったように思う。 

この後のフェーズを進めていく過程で、改めて不要と気付いた項目については、その都度関係者と相談し

ながらタスク項目のメンテナンスを継続していく必要がある。 
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4．役割策定 

＜役割の数＞ 

役割の数は下記表のとおり１３とした。ただし、総務や人事については、現時点で iコンピテンシ・ディク

ショナリのタスク項目が用意されていないので今回は対象外とした。 

 

表３．４－１ 役割概要設定ワークシート（出典／㈱アイ・ピー・エル） 

＜役割はどのように定義したか＞ 

組織機能分析、自社タスク定義の結果をもとにして、社内にある部署やチーム単位で役割の素案をざっく

りと洗い出した。その後、自社の事業の柱としてソフトウェア開発を生業としているため、エンジニアの役

割も組込み開発とそれ以外に分けるなどして、共通する部分と、分けるべき部分を話し合いながら進めた。

また、前フェーズまでの分析で、タスクが見える化されたことで、ごく一部の個人がタスクを多く抱え込ん

でしまっていることが明らかになったので、特に偏りが大きい部分については、必要な役割をつくりながら

適度に分散させていった。 

役割名を決めるにあたっては、改めて要件定義（マインドマップ）を見直し、役割を担った人のモチベー

ションが高まるような、所謂そそる名前を皆で考えながら決めていった。役割の概要説明については、前述

の理由により、なるべくワクワクするような内容の文面をメンバ間で分担して考えた。 
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表３．４－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅠ（出典／㈱アイ・ピー・エル） 

＜役割のレベル感と、そのレベル感にした理由＞ 

役割レベルについては、メンバ間でいろいろと話し合ったが、なかなか分かりやすくてしっくりくるもの

が見つからなかったため、とりあえずは、提供されたテンプレートを、ほぼそのまま（６段階）使うことに

した。レベルの名称については、直感的な分かりやすさを重視して「レベル１」～「レベル６」とした。 

 

表３．４－１ 役割レベル設定（出典／㈱アイ・ピー・エル） 

 

 

 



iCD活用ワークショップ実施報告書| 36 

 

 
36 

 

＜レベル判定基準＞ 

レベル判定基準についても、メンバ間でいろいろと話し合ったが、なかなか分かりやすくてしっくりくる

ものが見つからなかったため、同様に、提供されたテンプレートの基準をそのまま使ってみて、後から必要

に応じて修正することとした。 

 

5．評価項目定義 

＜評価項目はどのように作成したか（iCD 参照以外）＞ 

評価項目については、基本的に i コンピテンシ・ディクショナリに用意されているものをそのまま使用した。

前項の繰り返しになるが総務や人事などの、現時点で iコンピテンシ・ディクショナリのタスク項目が用意さ

れていない役割については、対象外として進めた。 

 

表３．５－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅡ （出典／㈱アイ・ピー・エル） 

＜評価項目の数はどのくらいか（なぜその数になったか）＞ 

実施対象の評価項目は１７４３項目となった。これはもともと用意されていた全１９６５項目中あきらか

に自社に必要でない２２２項目を除いたもので、これ以外にも除外したほうがいいと思われるものが存在し

ていたが、まずは、それも含めて一度パイロットレコーディングを実施してみて、その結果から見直しをか

ける方針をとった。 

＜評価項目の粒度についてはどのように考えたか＞ 

評価項目の粒度については、実施対象の１７４３項目にざっと目を通してみて、大きな違和感がなかった

ため、このままパイロットレコーディングに進むという判断をした。 

＜評価項目の重み付けについて＞ 

評価項目毎の重み付けは、パイロットレコーディングを実施した結果、必要であれば取り入れる方針とし

た。 
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6．パイロットレコーディング 

＜実施概要＞ 

■ 実施人数、役割 

実施人数は１３名。役割は全１３個中、１２（ビジネスコンサルのみ除外）とした。 

■パイロットレコーダーの選定 

パイロットレコーダーの選定は、レコーディング対象とする役割毎に、最低でもひとりのレコーダーを準

備してデータをサンプリングできるように配慮した。社内で多数を占める役割である「ソフトウェア職人」

に関しては、なるべく多くのサンプリング結果が欲しかったため、本社勤務以外のメンバ（客先常駐にて勤

務）からも協力者を募りレコーダーとして参加してもらった。 

■実施において考慮した点 

レコーディング協力者へ依頼するにあたり、レコーディングにどのくらいの時間がかかるか分からなかっ

たので、iコンピテンシ・ディクショナリ推進チームのうち３名が、実施対象の全評価項目（１７４３項目）

に対して事前にレコーディングを実施して所要時間を把握した。その結果、全評価項目を対象とすると平均

して６時間程度かかることが分かったため、レコーディング協力者には、役割を限定したパイロットレコー

ディングを依頼することとした。 

＜現状把握の結果分析＞ 

■ 結果の評価 

パイロットレコーディング実施結果は下記のとおりとなった。 

 

表３．６－２ 現状分析結果（出典／アイ・ピー・エル社） 

結果から、以下のことが分かった。 

・全項目レコーディングを実施すると想定外の役割も可視化され、新たな発見に繋がる 

・事前予想より役割レベルが低くなる傾向が強い（高くなるケースは無かった） 

青塗：予想より高い（該当なし） 

黄塗：予想通り（５件） 

赤塗：予想より低い（１５件） 

無色：予想していない（２４件） 
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・人に作業を依頼する立場の人のレベルが高くなりやすい傾向がある 

・役割によってベテランと若手の差がつきにくい（場合によっては逆転）ものがある 

・役割に足りない項目がある（例：組込職人における「バージョン管理」など） 

・序盤に選択した保有ランクの基準に全体の結果が引っ張られる傾向がある 

■ 現状把握の妥当性 

前述の結果から、今回はパイロットレコーディングとして社内で初めて実施したこともあり、バラつきが

大きく、そのまま単純に比較することができるレベルのデータとは言い難い。また、レコーディング時の保

有ランク（特にＲ２～４）の判断基準も、あいまいな部分があるので、人によるバラつき大きくなっている

原因と考えられる。 

■ 現状把握の結果から考えられること 

レベルが高くなると期待した人より、そうでない人が上にいくケースもあったことから、なるべく正当な

評価がなされるように、役割に対する評価項目を精査（追加、編集、削除、重み付け）しないと本来の目的

に沿った運用ができないと思われる。 

また、レコーディング時の保有ランク（特にＲ２～４）についても、見直して判断基準を明確にすると共

に、ガイドラインの準備や説明会などを利用して、実施者にできるだけ正しく伝わるように配慮する必要が

あると考えられる。 

以上の点を改善しながら実施していけば、バラつきが抑えられると同時に、組織や個人に必要な成長の方

向性の指針を考えるのに役立てられるのではないかと思われる。また、運用していく中である程度バラつき

があったとしても、個人の成長の指針を考えるにあたっては、過去、現在、未来の間で相対的に利用できれ

ばよいので、問題ないと考えている。 

④ 今後の課題と活動予定 

パイロットレコーディングの結果等から、今回のワークショップで作成したものを改めて精査し、実用レ

ベルのものにする必要があることがわかっている。また、全社員への周知がされていないことも課題である。

それらの課題を解消した上で次回の人事評価（２０１５年１０月実施予定）時に iコンピテンシ・ディクショ

ナリを用いた自己評価、およびリーダーとの評価面談を実施することを目標に準備を進めることに決定した。 

活動予定としては、まず２０１５年６月３日に全社員向けの説明会を行い、ワークショップに参加した社

員以外にも社内にて今後協力してもらう有志を募る。これは募集告知と活動周知を兼ねる説明会である。次

に６・７月の土曜日に２回程度、ミニワークショップを実施して役割・タスクを中心とした見直しを行う。

その後、８月にはパイロットレコーディングを全社員に実施。その結果を受けて調整をした後に、実際の導

入を行う予定である。 

導入当初は、昇給・賞与等への反映は行わず、あくまで試験実施とする。何度かトライアル実施を行った

うえで、賃金・評価と関連づけて実施できる精度に向けてＰＤＣＡを繰り返し、将来的には賃金・評価への

１５%程度の組み込みを目指す 
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⑤ 今回のワークショップに対する経営者の評価 

これからの時代、経営者が独断で評価制度を作成するよりも、外の世界に触れている現場の人間が肌で感

じる評価基準を元に、自分達の力で自分達に合った評価制度を構築、運営していく力が求められる。 

ワークショップの成果を踏まえて人事評価制度を改革し、より売上向上に向けて会社が成長できれば本望

である。 

⑥ ワークショップ全体を通じての所感 

タスクディクショナリの分量には圧倒されるが、全てのタスクの自己評価を体験すると、業界全体のサイ

ズを肌で感じることが出来るので自身の立ち位置が明確になり、成長するべき方向を見通せる力が得られた

ように感じる。社員自身が評価制度作成に関われたことが最大のポイントで、主体的に作成された自社オリ

ジナルの評価制度は、現場に受け入れられやすいと思われる。タスクディクショナリに記載された個々の文

章は、非常に丁寧かつ慎重に表現されていると感じ、自己評価を繰り返す過程でこれらの文章に触れること

で、社員全体のレベルの底上げにも寄与すると思われる。 

⑦ 今後ワークショップに参加する企業に対してのアドバイス 

社員の可能性を最大化するツールとして捉えると、導入に前向きになれない現場でも、少しだけ興味が湧

くのではないかと考える。 

評価制度は社員の誰しもが興味を持つ制度であり、その制度の設計に経営層・管理層の人間だけではなく

リーダー層の社員自ら関わることで作り上げられるという体験そのものが、社員の帰属意識を強め組織力を

強化するツールとして有効なのだと、ワークショップを実践して体感することができた。 

ワークショップ形式で汗を書きながら評価制度を作成することになるので、キーマンとなる現場に近い社

員を、複数名巻き込む形で実施することをお勧めしたい。 
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2. 株式会社ジェイエスピー 

① 会社概要 

 社名 株式会社ジェイエスピー 

 住所 横浜市西区高島 2－6－32 横浜東口ウィスポートビル 13Ｆ 

 設立 1980年 1月 25日 

 資本金 3,000万円 

 従業員数 113名 

 業務内容 ソフトウェア設計・開発、見守り製品開発・販売、小型Ｌｉｎｕｘサーバ販売 

 導入対象範囲 全社導入 

② ワークショップの参加動機 

人事考課における考課者の主観とは別に、客観的に自身の業務や今後の方向性を考えられるツールとして

iCDに興味を持った。社員への成長支援の観点から自社内のみならず他社へのノウハウ提供や従業員研修な

ど営業面での利用も考え本ワークショップへの参加を決めた。 

③ 実施状況について 

1．要求分析 

ワークショップ参加の数年前から従来のビジネスモデルからの事業シフトを主眼に社内の活動を推進して

いたため、ゼロから経営層にヒアリングするということは無く、確認的な意味合いでのヒアリングを実施し

た。また平素よりリーダ及び管理職を中心に全社的な方向性や課題については共有していたため、要求モデ

ル作成時に表現の粒度の揃え方やまとめ方など軽微な内容が議論の中心となった。 

 

図３．１－１ 要求分析シート（出典／（株）ジェイエスピー） 
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2．組織機能分析 

新年度からの組織体制もある程度確定していたため、新組織での機能分析を事務局のメンバーで実施した。

しかし弊社の慣習上、一つのタスクに対し複数人ないし複数組織で対応することが多いため、主タスクなの

か従タスクなのか判然としないものが非常に多かった。このため一旦、関連する組織は全て主タスクを割り

当て、その後一つ一つ主従関係と将来対応の要否を切り分けた。 

 

表３．２－１ 組織機能分析表（出典／㈱ジェイエスピー） 

 

3．自社タスク定義 

作業時間の確保が厳しかったため、標準のタスクディクショナリから明らかに自社タスクに当たらないタ

スクを削除することを主眼に置いて整理したつもりだったが、ＴｏＢｅ機能についてどれもこれも必要なタ

スクに見えてきてしまい不要タスクを削除しきれなかった。また、自社タスク定義の詳細化については全体

終了後に再定義することにした。 

 

表３．３－１ 自社タスク定義（出典／㈱ジェイエスピー） 
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4．役割策定 

役割の数は１８とした。ただし２つの役割については近い将来に必要な役割として定義したため今回はタ

スクの割り当てをしていない。役割は社内で複数業務を実施している人物について、業務と役割を整理して

考えながら役割を定義した。 

 

表３．４－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅠ（出典／（株）ジェイエスピー） 

敢えてエンジニア、デザイナの上位にスペシャリストという役割を設け、詳細設計以降はエンジニアやデ

ザイナ、基本設計以前の工程はスペシャリストとして位置づけ、キャリアパスの先があるイメージを持たせ

たが、今後の運用によりスペシャリストの廃止も含めて調整を実施する。 

 

表３．４－２ 役割概要設定ワークシート（出典／（株）ジェイエスピー） 

 

5．評価項目定義 

評価項目は iCDの定義をそのまま使用し、内容が弊社のタスクにマッチするものを残し、マッチしないも

のを削除した。評価項目については本運用までに内容を再精査し弊社の言葉で表現出来る様にする方針であ

る。 
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表３．５－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅡ （出典／㈱ジェイエスピー） 

 

6．パイロットレコーディング 

＜実施概要＞ 

■ 実施人数、役割 

パイロットレコーディングを依頼した人数は２０名、その内、回答があったものが１５名であった。役割

はタスクディクショナリで定義した役割が網羅的にカバーできることを念頭に実施人数等を調整した。 

■パイロットレコーダーの選定 

社内で業務を行っている者を中心に新入社員から管理職まで年齢やレベル、開発者や事務職など網羅的に

選定した。一部ギブアップする者もいたが大勢には影響の出ない範囲となった。 

■実施において考慮した点 

パイロットレコーダーには無理を強いてしまったが、予想外のタスクが現れる可能性を見たかったので基

本的に全タスクを評価してもらった。 

＜現状把握の結果分析＞ 

■ 結果の評価 

当初想定した結果よりレベルが低い結果となった。ビジネスプランナーやマネージャなど比較的高度なタ

スクを担う役割については軒並み低いレベルに沈滞している。反面、エンジニアやデザイナについては同様 

に低いレベルとなっているが、予想との乖離は小さい。 

またパイロットレコーダーに全タスクの評価を依頼したため、思わぬ役割を思わぬレベルで表出させる者

がおり、特に中途採用者などはこの傾向が高かった。 
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表３．６－２ 現状分析結果（出典／㈱ジェイエスピー） 

■ 現状把握の妥当性 

感覚的にはもっと高いレベルでの評価が妥当だと考える。プロジェクト内で他社エンジニアと比しても優

秀だと思われる技術者が複数人、低いレベルになっていることを考えると本人が弱気に評価していたとして

も低すぎる。 

■ 現状把握の結果から考えられること 

役割ごとに割り振ったタスクが多すぎため、全体的に評価が薄められてしまったと考えられる。また従タ

スクもかなりのタスクで割り振っており、重み２０％の標準設定での評価だとさらに薄まっていることが考

えられる。 

④ 今後の課題と活動予定 

■今後の人材育成のポイント 

弊社では新入社員教育で社会人としての基礎や技術教育を半年ほどかけて実施している。しかし、配属後

や中堅社員に対しては不定期でのフォローアップ研修や月末にプレゼンテーションや企画力等、各プロジェ

クトでの状況に依らない汎用的な研修を実施するのみで、開発手法等の各人が今必要としている研修や成長

過程に応じて適切なタイミングでの機会を設けられてはいない。また社員も自分自身にどういった可能性が

あるのか、どのように研鑽するのか具体的に把握できているとは言い難い。 

この様な状況の中で iCDを用いてタスクが明確化すれば研修機会の創出ができ、自分自身でどのような活

動が必要なのかはっきり見えてくると考えている。まずは iCDを用いてタスクの見える化を行い、現状把握

に努めたいと考える。 

■今後の課題 

低いレベルに沈滞してしまったレベル感を複数回のパイロットレコーディングを実施して、社内である程

度の納得感が得られるレベル分布にしないと、iCDに対しての不信感が生まれると考えている。調整を繰り

返したい。 

また、考課者教育を複数回実施して事務局と同じレベルまで iCDへの理解を深め、全社への普及を図る予

定としている。 
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⑤ 今回のワークショップに対する経営者の評価 

ワークショップそのものに参加していたわけではないので評価が難しい。ただし、iCDを通じて全社のタ

スクが見える化ができ、人事制度、研修などでの利用を期待する。また社内のみならず営業など社外に対し

ての取り組みに利用できないか検討したい。 

⑥ ワークショップ全体を通じての所感 

とにかく時間の確保が常に課題だった。事務局、社内での調整を含めスケジューリングには非常に苦労し

た。 

一方で、パイロットレコーディングなどタイトなスケジュールの中、通常の業務に加えて夜遅くまでｉＣ

Ｄに取り組んでくれるなど、社員の協力的な姿勢に大変助けられた。非常に感謝している。 

また、ワークショップという場を通じて普段なかなか知りえない他社様の考え方に触れる機会を頂き、貴

重な体験だったと考えている。 

⑦ 今後ワークショップに参加する企業に対してのアドバイス 

事務局メンバーは補完し合いながらでも全員揃えば全社の活動を網羅的に把握できることが望ましい。時

間との戦いになる面もあるので都度ヒアリングなどしていると時間切れでアウトプットが出来ず、妥協する

点がでてきてしまう。 

また、要件定義前に経営者にヒアリングし、改めて自身の言葉で語ってもらうことをお勧めする。ワーク

ショップ内で要件定義に取り込むことは別にしてもワークショップへの関心と協力を引き出すことはできる。

さらに社内（特にリーダ層）へ向けて定期的にワークショップでの取り組みを開示していくことで協力が得

やすくなる。 

最後にワークショップ終了後、どうしても通常の業務に押されｉＣＤの推進に関して優先度が低くなって

しまう傾向にある。事務局メンバーは火を消さない様に定期的なフォロー体制を構築しておく必要がある。 
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3. 株式会社ソフテム 

① 会社概要 

 社名 株式会社ソフテム 

 住所 川崎市川崎区駅前本町 11－2  川崎フロンティアビル 5Ｆ 

 設立 1985年 4月 1日 

 資本金 72,030,000円 

 従業員数 121名 

 業務内容 

ソフトウェアの受託システム開発・派遣事業、ネットワーク設計および構築、 

システムの方式設計、自社パッケージソフトの開発、販売・デモ、 

Ｗｅｂシステム・ＰＣアプリケーションの制作業務、各種デザイン業務、 

インターンシップ受入事業 

 導入対象範囲 2015年度より部分導入 

② ワークショップの参加動機 

社内独自のスキルマップを作成し人的資源の把握を行っていたが、ヒューマンスキル、テクニカルスキル

等での裏付けが乏しかった。ワークショップに参加することにより、これらスキルの把握が正確に行えると

考えた。 

・ワークショップ参加後に会社としてキャリアマップを用意し、キャリアマップに従い社員が自らのキャ

リアプランを立て、成長することのできる人材育成制度の確立を目指す。 

・社外的にも通用する（ITSSのレベルに準じた）スキル認定制度の確立を目指す。 

③ 実施状況について 

1．要求分析 

弊社の場合、経営戦略は期初の社員総会時に社長より経営方針として全社員に周知される。各グループ長

は事前に提示された経営方針より、自グループにて対応すべき項目を抜き出した上で、各グループ独自の取

り組みを加えて事業計画書を策定する。グループメンバーは事業計画書より、自身の役割や業務にあった内

容をピックアップし、目標管理項目に展開している。 

一見、トップの考えが社員一人ひとりに共有できているように思えるが、トップの考え全てが展開できて

いるとは言えない。また、各社員の日々の取り組みが、経営方針のどの部分の実現に寄与しているのか、明

らかにすることは困難である。 
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そこで、以下のアプローチで要求分析を行う事とした。 

■要求分析手順 

① 経営方針書から、社訓、経営理念、企業目的、企業目標、経営方針（具体的な施策）を抜き出す 

② 社訓、企業目的をフローの起点とする 

③ 経営理念、企業目標をグルーピングし、第 2階層とする 

④ 経営方針（具体的な施策）を第 3階層とし、第 2階層と紐づける 

⑤ 経営方針（具体的な施策）に第 4／第 5階層として日々の業務を紐づける 

上記のアプローチとしたことで、経営方針書の内容を漏れなく展開でき、日々の取り組みに結び付けるこ

とができた。言い換えると、日々の取り組みが経営方針のどの部分に寄与しているのか、逆引きが可能とな

った。 

ただし、経営方針書および、日々の取り組みがベースとなっているため、AsIsが中心となり、ToBeが少

ないという課題が生じた。 

なお、上記の課題については、社長レビュー結果と併せて、ＷＳ参加者の将来への想いを第 4／第 5階層

に取り込むことで、解決済みである。 

 

図３．１－１ 要求分析シート（出典／㈱ソフテム） 
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2．組織機能分析 

自社の組織図に沿って全部署（間接部門を含む）および、各種委員会（インフラ、教育など）や管理職会

議についても分析対象とした。なお、AsIsについては現在の業務を中心に洗い出し、ToBeについては各グ

ループ長の想いや、業務分掌を含めて分析を行った。 

いずれの部署にも該当しないタスクについては、以降のＷＳにてタスク削除を含めて再検討を行う事とし

た。 

なお、余談ではあるが、各部署の現状タスクを分析することで、部署毎の職務内容や業務分掌とのマッチ

ング度合を改めて明らかにすることができたことは、今後のグループ運営にもプラスになると考える。 

 

表３．２－１ 組織機能分析表（出典／㈱ソフテム） 

 

3．自社タスク定義 

用意されていたタスクモデルより、現在行っている作業（AsIs）を中心にタスク選定を行っていたが、タ

スクを見ていくと、「今は行っていないけど、これもやりたい。」「これからは、あれも必要」と、これか

ら先に行いたい作業（ToBe）も増え、タスク件数が想定よりかなり多くなってしまった。 

タスクを精査する際には、一般的な言葉を「自社方言」に直すことができず、解釈の難しい表現があった

ため、今後は、自社流の表現に直していくことも大切だと考える。 
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表３．３－１ 自社タスク定義（出典／㈱ソフテム） 

 

4．役割策定 

実務に沿った役割を策定したため、役割の数が 17種類と多岐にわたった。業務によって少しずつ要求され

るタスクが違っており、それらを一括にするのは難しかったことと、若いうちから少しでも自分の役割を認

識してもらいたいためでもある。 

また、社内で設定している「役職」とは違い、業務ごとの役割とした。そのため、管理職等が担当してい

る業務への役割設定が難しいところもあった。 

現在の iCD（事務局注：2014年発表の iCD試用版）では、間接部門業務（総務／経理）は入ってはいないが、自社用

のものには備忘録的に追加した。今後、iCDタスクに追加され次第調整していきたい。 

 

表３．４－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅠ（出典／㈱ソフテム） 
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表３．４－２ 役割概要設定ワークシート（出典／㈱ソフテム） 

 

5．評価項目定義 

＜評価項目はどのように作成したか（iCD 参照以外）＞ 

今回 iCDとしてのデフォルト項目が、全世界のＩＴ産業における、全作業内容を網羅していることを前提

とし、不要項目を削除することで評価項目を作成し、オリジナルの追加は行っていない。 

不要項目の選定理由は、現状の作業として発生していない内容、及び、当面作業確保が困難であり、現状

の弊社評価項目として現実的ではないものを削除した。 

但し、今後の展望として必要と思われる大項目：ＩＴ戦略策定・実行推進項目等は一旦削除したものの、

その後、復活させている。 

＜評価項目の数はどのくらいか（なぜその数になったか）＞ 

全項目 1,965から上記不要項目を削除し、1,769項となった。 

＜評価項目の粒度についてはどのように考えたか＞ 

評価項目としてあらわされる内容が、各分類の最少項目となるため、その粒度の適正度に留意した。 

分析結果が表示された際に、表示されるべき場所に表示されるように考えた。 
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また、弊社は役割としてグループマネージャー等の管理業務を切り出しているため、一つの項目を選択する

ことで、連動して他項目が選択されることも有り得る。 

 

表３．５－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅡ （出典：㈱ソフテム） 

 

6．パイロットレコーディング 

＜実施概要＞ 

■ 実施人数、役割 

実施対象人数は１３名。 

役割については、全役割が網羅されるよう、間接部門を含めて全部門を対象とした。 

■パイロットレコーダーの選定 

あえて勤務場所が社内と社外に渡るように選定。 

また、年齢・スキルレベルについても網羅されるように選定した。 

■実施において考慮した点 

本人／上司が意識しない内包されるタスク／役割等が収集される可能性も加味し、全員に全評価項目を対

象としたレコーディングを依頼した。 

但し、間接部門の社員については、該当の役割に相当するタスクのみについて実施した。 

また、ランク定義については、IPAより提示頂いたフォーマットよりも厳し目の基準とした（知識があっ

ても実際に業務対応したことが無い場合はＲ０とした）。 

＜現状把握の結果分析＞ 

■ 結果の評価 

予想通り、本人／上司が意識していない役割についてレベル判定されたが、ランク定義を厳しくしたこと

により、全体的に予想よりも低いレベル判定結果となった。 
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タスクコード 大分類 中分類 小分類 評価項目
ST-010-010-010 事業戦略把握・策定支援 要求（構想）の確認 経営要求の確認 事業の方向性を判断するために、経営方針を把握する

事業で達成すべき目標を定めるために、企業目標を把握する

中長期のマイルストーンを描くために、中長期構想を把握す
る
戦略を描く範囲を確定させるために、対象とする事業領域を
把握する

ST-010-010-020 経営環境の調査・分析と課題の抽出
企業の内外環境の情報を収集し、企業の置かれている状況を
分析する
企業の内外環境の分析結果と企業目標の関係を戦略指針とし
て文書化する
経営課題解決に必要なITという視点から明らかになる経営資源

の課題を分析、抽出する
分析、抽出した課題に対し、事業モデル構築面や事業運営面
から課題を評価する

ST-010-020-010 新ビジネスモデルへの提言 業界動向の調査・分析
経営戦略や事業戦略にITを活用する観点で、IT動向を網羅的か

つ総括的に把握する
収集したIT動向に基づき、経営戦略や事業戦略におけるITの活

用方法を検討し、文書化する
IT動向の情報を継続的に収集し、事業へのIT活用事例を取りま

とめる

ST-010-020-020 ビジネスモデル策定への助言
ITを活用した新しいビジネスモデルにより革新的な事業変革を

導き出せる領域を提言する
ビジネスモデル策定に対してIT戦略と情報システム資源配分の

面から助言する
経営環境の変化およびITの技術革新がビジネスに及ぼす影響を

説明する

ST-010-030-010 事業戦略の実現シナリオへの提言実現可能性の確認
ビジネスモデルと情報システムの全体最適化の観点で事業戦
略の実現性可能性を評価する
IT基盤構造の全体最適化の観点で事業戦略の実現可能性を評価

する
利用する情報システム資源の普及度合いから事業戦略の実現
可能性を評価する
利用する情報システム資源の先進度合いから事業戦略の実現
可能性を評価する

ST-010-030-020 全社戦略の展開における活動・成果指標の設定
事業戦略の実現度合いを確認するための成果指標、目標値お
よびその測定方法を設定する
事業戦略の実現に向けた活動の実施状況を把握するための活
動指標、目標値およびその測定方法を設定する
事業戦略の実現度合いや活動の実施状況の指標や目標値につ
いて、関係者の合意を取り付ける

ST-010-030-030 課題とリスクの洗い出し
自社および外部の現状や動向を踏まえて、情報システムに関
する様々な課題やリスクを洗い出す
情報システムの課題やリスクを体系的に整理し、対処するも
のと許容するものの判別を行う
新ビジネスモデルの課題やリスクを洗い出す

新ビジネスモデルの課題やリスクを体系的に整理し、対処す
るものと許容するものの判別を行う

ST-010-030-040 超概算予算の算出
プロジェクト実施上の制約事項を踏まえて、各成果を得るた
めに必要となる作業を洗い出す
洗い出された各作業内容を踏まえて、ヒトモノカネ＋ITの観点

で、どのようなリソースが必要となるかを洗い出す
洗い出されたリソースの調達費用を積み上げて、実行に向け
た概算費用を算出し、予算化する

1

22 21 2

221 2 2

【タスク】

【
役
割
】

1 ：主たる担当領域

2 ：従たる担当領域
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表 3. ６．2－1 現状分析結果 1（出典／㈱ソフテム） 

■ 現状把握の妥当性 

本人／上司が意識していない役割についてレベル判定されたことについては妥当である。ただし、上述の

通り、全体的に予想よりも低いレベルで判定されたことについては、妥当とは言えない。 

■ 現状把握の結果から考えられること 

特に若年層については、いずれの役割にもレベル１が現れない社員もおり、モチベーション低下に繋がる

可能性が生じたため、低レベルは早目にレベル判定されるように、役割レベル定義の見直し版を作成して再

度レベル判定を実施した。 

結果として、パイレットレコーディング実施前の予測に比較的近い結果を得る事ができた。 

 

表３．６．２－２ 現状分析結果２（出典／株式会社ソフテム） 
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なお、予想よりも低い結果が出た対象者については、再度業務内容・業務遂行状況・保持スキル等の状況

確認を行い、モチベーション低下を防ぎつつ、今後レベルアップにつながるようなフォローアップを行う必

要がある。 

また、全社的に実施した際は、ヒートマップや人材ポートフォリオ分析から人的過不足を判断し、今後の

人材育成、人事採用へのフィードバックすることも重要であると考える 

④ 今後の課題と活動予定 

■今後の人材育成のポイント 

人材育成としては、本人のモチベーション（やる気）が重要であると考える。ｉＣＤを制度として組み込

む場合は、低レベルにおいてはレベルアップが割りと容易な状態とし、レベルが上になるほど難易度が上昇

するような調整を行うことなど、モチベーションを維持、向上をさせる検討が必要である。 

併せて、次にやるべき事（＝タスク）を明確化することにより、社員の自発的な成長を促せる環境を整備

することも重要である。 

なお、全社一斉導入は経営者判断により見送りとなったため、先行導入する各部署での成果を可視化する

ことにより、全社的に運用が広がるように展開していくことが必要である。 

■今後の課題 

弊社の業務内容を大きく分けると、開発系業務／運用サポート系業務／間接部門業務となる。開発系業務

については、現時点のｉＣＤタスクにて網羅されているが、運用サポート系業務／間接部門業務は十分とは

言えない。 

よって、運用サポート系業務／間接部門系業務については以下の方針とした。 

・運用サポート系業務 

iCDタスクに弊社独自タスクの追加を検討する。 

自社内に伝わりやすい文言にタスク内容を変更する。 

・間接部門業務 

IPAによる間接業務系のタスクアップデートがあり次第、内容を組み込む。 

また、パイロットレコーディング時のランク定義について、IPAサンプルよりもハードルを高めに設定し

たことにより、特に若年層についてレベル１判定すらもされない社員が散見される結果となり、若年層のモ

チベーション低下を招く恐れがあった。 

併せて、当初の導入目的である ITSSとの関連付けや、弊社独自スキルマップとのも課題である。 

上記のように、本格的な運用開始までには、様々な検討／準備が必要であることから、今回のＷＳ参加メ

ンバーにて事務局を設置し、継続的な検討を行う事とした。 
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■活動予定 

 全体 エンジニアリング系 

経営層とのすり合わせ 済み  

ランク定義見直し 済み  

エンジニアリング系項目見直し  2015年 6月末 

期初レコーディング 2015年５月末 2015年 7月末 

ヒートマップ作成 2015年 6月末 2015年 8月末 

タスク項目／役割見直し 2015年８月末 2015年 10月末 

中間レコーディング 2015年 11月末  

ヒートマップ更新 2015年 12月末  

管理職会議へ付議 2016年 1月  

運用開始  2016年度より  

なお、上記の活動予定は、テイクオフミーティング（2015年４月 24日）時点の内容であり、ＩＰＡの新

ツールリリースに合わせて、現状は各項目について２ヶ月程度の後ろ倒しで活動中である。 

※運用開始時期は変更なし。 

 

⑤ 今回のワークショップに対する経営者の評価 

企業にとって人材育成は、長期的な視点で捉えた場合に重要な要素である。一方で、企業として存続する

ためには、直近の業務確保／対応を行い、収益を上げることも非常に重要である。ゆえに、全社への導入に

おいては、制度自体の有効性のみではなく、費用対効果も含めた総合的は判断が必要である。 

現状の評価項目数は約 1,700項目ということだが、評価の度に確認するには非現実的な項目数である。ま

ずは、ＷＳ参加メンバーの所属部署にて部分導入し、有効性の検証および、評価項目数削減等の効率化を図

る必要性がある。 

⑥ ワークショップ全体を通じての所感 

弊社では社員のＩＴ教育および、独自スキルマップを社内教育担当が試行錯誤しながら構築運用してきた。

しかしながら弊社独自のスキルマップは人材育成の指針としては有用であっても、裏付けに乏しく顧客に対

して社員のＩＴスキルを説明するには、やや説得力にかけるものであった。 

また、ITSS、CCSF等で提供される ITスキル標準の存在は把握していたが、それらを導入するには、会社

／業務規模とのミスマッチがあり、またレベル判定のみを行う場合も、有償サービスを利用しなくてはなら

ず導入に躊躇してしまうことが多かった。 
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iCDは、今まで構築された IPAの資産を各社独自の形で、身の丈に合った制度としてカスタマイズして運

用可能であることが、とても有用であると感じた。 

問題点は、レコーディングを実施する場合に発生する診断時間である。社員１人ひとりに相当な稼働時間

が必要となり、全社で実施をする場合はコスト的に見合うものでなければ難しいと感じた。 

この診断時間を改善することができれば、IT人材育成プロセスおよび、評価指標として組み入れることは

可能と考えられる。 

⑦ 今後ワークショップに参加する企業に対してのアドバイス 

実業務に携わりつつ、本ＷＳに参加する場合は、本気で人材育成に取り組む覚悟が必要である。また、可

能な限り多くの人を巻き込み、ある程度密に経営層に状況報告をして行く事が結果を出す近道である。 

理想は会社の各部署の責任者全員とリーダークラスの代表は参加することであり、その方が、ｉＣＤの採

用／不採用含め、会社として現実的な議論が可能である。 

しかしながら現実には困難と思われるので、常に社内と情報共有を行い、ｉＣＤに魅力を感じて採用方向

に話を進めるのであれば、経営層への報告も戦略を持って行うべきである。 

ゆえに、ＷＳ参加者の本気度が、そのまま成果物に現れると考えても良い。 
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4. 株式会社データプロセスサービス 

① 会社概要 

 社名 株式会社データープロセスサービス 

 住所 神奈川県川崎市川崎区砂子 1－9－1 田中ビル５階 

 設立 1974年 8月 2日 

 資本金 9,900万円 

 従業員数 118名（2015年４月１日現在） 

 業務内容 
コンピューターソフトウェアの受託開発（制御系、業務系、組込系） 

自社パッケージの企画開発販売（販売管理ソフト、勤怠管理ソフト等） 

 導入対象範囲 全社導入 

② ワークショップの参加動機 

当社は企業理念「一に人格 二に技術」として、社員へ社内外の研修を実施、人材育成をしている。昨年

より外部研修契約をして環境を整えてはいるが業績は停滞している。社員は個人成長と業績向上を結び付け

るイメージを持つことが困難な様子で、会社が努力している取り組みが浸透していない。社員自身で能力を

どのように付ければ良いのか、現場目線の見える化をして、皆が納得する新人事評価制度への見通しをつけ

るため参加した。 

③ 実施状況について 

1．要求分析 

毎年、大まかな経営戦略を立てているので、企業理念とビジョンをコアに経営資源を確認しながら展開し

た。課題は多様で、現在携わっている事へ目が向きやすくなりがちだったが、なりたい姿を文字にしていく

ことで、曖昧さを排除していくことを努力した。マインドマップツールを利用したのはとても良かった。 



iCD活用ワークショップ実施報告書| 57 

 

 
 

57 

|
  
 

 

図３．１－１ 要求分析シート（出典／㈱データプロセスサービス） 

 

2．組織機能分析 

まずは､現状の組織を確認した。当社は部課長職で事業をマネジメントしているため、「管理職」グループ

を別に立てた。IPAフォームであげられたタスクモデルと、それぞれの担当が実行している業務をチェック

していった。元々利用していないタスクや追加はほとんど無かった。しかし、ビジネス目的を果たすために

されるべきものが不十分だったり、なされていなかったり（充足、過不足など）、改めて組織としての課題

発見があった。 

 

表３．２－１ 組織機能分析表（出典／㈱データプロセスサービス） 
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3．自社タスク定義 

本当に自社の仕事に必要な業務は何か定義するために、ToBe，AsIsを明確にした。当初は言葉に戸惑って

いたが慣れると理解しやすいリストとなったが迷う所が多かった。〇印については、量・質ともにどこまで

やりきると〇印をして良いのか戸惑った。目標達成のため、自社タスクを明らかにする作業は、多くの社員

の参加が望ましいと感じた。 

 

表３．３－１ 自社タスク定義（出典／㈱データプロセスサービス） 

 

4．役割策定 

＜今回策定した役割の数＞１０ 

＜役割はどのように定義したか＞ 

担当と責任を明確にした。必要業務をリストから選択、チェックした。 

＜役割のレベル感と、そのレベル感にした理由＞ 

実際は行っているがタスクとして意識していない業務や、役割なのに不十分、未着手なものを明らかにした。 

＜レベル判定基準＞ 

業務上で必要な能力を定義したもの。社員個人がキャリアを構築しながら達成感を得られる仕事は、それ自

体、本当に会社の目的目標に合っているのか、業績貢献に繋がっているのか、適切に評価出来るようにした

い。内容の精査は、実際に社員達自身で内容をチェックして定義する事が良いと感じた。 
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表３．４－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅠ（出典／㈱データプロセスサービス） 

 

表３．４－２ 役割概要設定ワークシート（出典／㈱データプロセスサービス） 
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5．評価項目定義 

＜評価項目はどのように作成したか（iCD 参照以外）＞ 

前回の役割とタスクを参考にタスクごとの項目をまとめていった。ビジネスプロデューサーとストラテジ

ックプランナとストラテジックプランナを新しい観点で定義してみたが、まだ検討の余地がある。その他役

割単位のタスクの詳細を作成していった。 

＜評価項目の数はどのくらいか（なぜその数になったか）＞ 

１７０８項目を作成。元々IPAで定義されたタスクを参考に当社が今後実施する予定の無いものをグレイア

ウトした結果、この項目数となった。 

＜評価項目の粒度についてはどのように考えたか＞ 

今後、当社の方針により増減される可能性がある。 

 

 

表３．５－１ 役割・タスク クロスリファレンスⅡ （出典／㈱データプロセスサービス） 

 

6．パイロットレコーディング 

＜実施概要＞ 

■実施人数、役割 

実施人数は１３名、今回策定した役割の数は１４とした。組織の As ISと、このワークショップでの分析

により To Beの役割を追加した。１つの役割の範囲が広いものがあったが、再度精査した結果、それを複数

の役割に分割することとした。 

■パイロットレコーダーの選定 

各役割に該当するメンバーを基本２人以上選定にした。中堅社員と若手社員の両パターンのデーターが取

れるよう、該当者に事務局より協力依頼をした。 

■実施において考慮した点 

依頼したパイロットの業務に負担にならないよう、事務局でチェックするポイントを指定した。 
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＜現状把握の結果分析＞ 

■ 結果の評価 

仕事の役割は局所的なことしか担当されていないことによって、全体的に低めの結果となってしまった。

日頃当社では利用されていない評価項目や名称があり、戸惑っていたパイロットもいた。 

 

表３．６－１ 現状分析結果（出典／㈱データプロセスサービス） 

■ 現状把握の妥当性 

レベルに達していても低い自己評価で提出したパイロットが多いため、中堅社員でもレベルを上げられる

ことが出来なかった。業務上担当しているが、言葉や表現が違うために低めに自己評価した者もいた。 

■ 現状把握の結果から考えられること 

次回は、本人が気後れせず取り組めるように工夫したい。なお、現在、全社をあげて取り組んでいる iCD

ワークショップにおいて、パイロットを増やすことにより精度を上げることとした。 

 

④ 今後の課題と活動予定 

■今後の人材育成におけるポイント 

優先して取り組むべき人材像及びタスク 

自社の iCD ワークショップにより、現状と自社課題を全社員で認識し、高度 IT 人材の育成を行う。同時に、

評価の見える化により、モチベーションの向上を行う。 

■活動予定 

・経営課題の見える化及び社長メッセージの明確化（年２回の全社大会にて啓蒙） 
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・経営目標を達成する人材の育成（自社での iCDワークショップを３回開催） 

・新評価制度の確立（2017年春を目標とする） 

⑤ 今回のワークショップに対する経営者の評価 

上層部が決めたり、どこかの評価制度を丸ごとそのまま流用したりするのではなく、みんなで我が社にあ

った良い制度を創っていく。社員も参加して決めていくということで、会社全体で意志の疎通を図った良い

ものが出来ると期待している（当社社長談話）。 

⑥ ワークショップ全体を通じての所感 

講師の説明が分かり易く、楽しく取り組むことが出来た。期間が短く感じられました。 

タスクを明確にすることにより、やるべきことが明確になった。作業内容を具体的に評価項目へ落とし込

むことにより、自分の現状とキャリア開発の課題を見つけやすくなった。 

⑦ 今後ワークショップに参加する企業に対してのアドバイス 

・実際の講義時間以外の宿題をやる時間を確保しましょう。 

・キックオフ後に、ワークショップへ参加することを社員へ伝え、活動を理解してもらいましょう。 

（後日、協力を取りやすくするため）。 

・標準的なパイロットレコーディングは、自社の評価と合っている訳ではないので体験してもらいましょう。 

・自社で再度ワークショップに取り組んでみると、より自社に合った形になります。 

・多くの社員さんに、経営目標の達成と自分の作業の繋がりを知ってもらえます。 

・多くの社員さんが会社を良くするため、出来ることはする、と考えていることが実感できます。 

（経営層の方へ） 
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第 4章：iCD活用ワークショップの評価と今後の取り組み 

1. iCD 活用ワークショップの評価 

神情協主催で初となる iCDのワークショップ。情報サービス産業における人材育成は主要なテーマである

ため、情報処理推進機構が薦める iCDの枠組みに興味を持つ会員企業は複数社存在した。これら神情協会員

企業の熱い声に押され、神情協主催で実施するための準備が水面下で行われ、2015年 1月より神情協主催と

して初めて開催するに至った。 

第１期ワークショップに参加した４社は、どの会社も初めての試みに対して前向きに取り組む姿勢が見ら

れた。共に人材育成に共通の課題を抱え、その課題を解決する可能性を秘めた iCDに興味を持っていた事が

一因として挙げられる。４社とも自社の現状と照らし合わせて、より良い形で自社の仕組みに取り入れたい

との意気込みが強く感じられ、積極的にワークショップに関わる姿勢が見られた。特に合宿研修での各社の

発表は、参加者から積極的な質問が飛び交い、活発な議論が繰り広げられ、予定時間を大幅に超えたことで

スケジュールが変更されたほどである。各地域でワークショップを実施している事務局にとっても初めての

状況であったと聞いている。それほど熱気を帯びたワークショップが展開できたことは、普段の委員会等で

顔を合わす仲間意識もあったと思われるが、他社の事例をじっくり聞ける貴重な機会であった事と、オープ

ンマインドな思考を引き出せる「さくら山荘」の環境と、ワークショップをリードするファシリテートが抜

群だったことも要因ではないかと考えている。 

従来の ITスキル標準は、一定の基準が用意され、人材評価のマイルストーンとしての役割は期待できるも

のの、ビジネスの中身とマッチングさせる時点でのギャップが少なからず存在し、必ずしも生産性に寄与し

ない面も見受けられた。しかし、今回の iCDはビジネスの中身が各社各様である事を許容し、各社にフィッ

トする評価制度に作りかえることが出来る点で、従来よりも柔軟性の高い評価制度となり得る可能性を秘め

ている。この新しい評価制度が採用される条件は、経営層の理解もさることながら、現場で働く社員の納得

感と運用容易性が重要な鍵であると考えられる。現場が抱えるタスクに沿って評価項目を積み上げる当モデ

ルは、環境の違いにも柔軟に追随することができ、これまでの国の施策にはない新しい視点での試みと感じ

られる。今後もワークショップを継続するに当たり、iCDの良さを活かした活用事例が増えることに期待し

ている。 

結論を言えば、iCDワークショップは非常に密度の濃い充実したものであり、その後の展開に希望を持て

る内容であった。 

 

2. 今後の取り組み 

iCDは、全国各地で実施されるワークショップのフィードバックを得ながら、随時調整され進化していく

ロードマップが提示されている。私達神情協も第１回目のワークショップに参加した各社が媒介となって、

会員企業に活用事例を広める機会を提供し、より多くの企業が有益に展開できるようにサポートして行きた

いと考える。 
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これまでは、神情協の教育研修委員会が主体となって、iCDワークショップの活動を展開していたが、そ

もそも iCDの活動は企業活動の根幹を支える仕組みでもあるため、教育担当者だけでなく、企業経営者の推

進意識が重要となってくる。 

よって、2015年 9月には教育研修委員会と企業経営委員会との初のコラボーレーションを行い、iCD活動

の広報を兼ねた研修会を開催する予定である。このような活動を展開することで、企業経営者の理解も深め、

より幅広い企業で展開されることを目指して行きたい。 

ここ神奈川県は、全国各地の情報サービス産業協会の活動と比較すると、規模の面でも活動実績の面でも

各社の持ち味を活かしながら非常に活発に活動している団体であると言われている。普段からビジネス以外

の面でも相互に情報交換する関係性が保たれている。神奈川県での活動成果は、日本の情報サービス産業界

での活動成果を占う試金石ともなるので、本協会にて得られた成果を全国に展開することで、日本全体の産

業の活性化を図りたい次第である。 

今後は定期的に年１回のペースで継続して実施していきたいと考えている。 
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