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システム概要 

本章は、本システムについての基本事項について解説しています。 

 

システム名 

正式名称 Standard Skill Inventory for iCDシステム 

英語名称 SSI-iCD 

 

システムの目的 

SSI-iCDシステムは、主に以下の４つの目的を揚げています。 

・ エンジニアのタスク遂行力を各フレームワーク（※）上で判定 

・ エンジニアのタスク遂行力情報の管理 

・ エンジニアのプロジェクト経歴・受講履歴の管理 

・ エンジニア情報の検索 

※フレームワークはシステム管理者機能で自由に作成が可能 
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システム処理概要 

SSI-iCDFシステムの管理者処理概要を以下に記述します。 

 

ログイン/ログアウト 

ログインID・パスワードの入力 

ログインID、パスワード入力し、システムにログインします。 

初期状態ではパスワードは未設定となっています。ログインIDを入力してログイン

ボタンをクリックしてください。 

 

管理者からのアナウン

スがあれば表示されま

す。 
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メニュー画面 

ログイン後に全メニューが表示され、SSI-iCDシステムの機能を利用することが可能

となります。尚、画面下部にはメニューで選択した機能の画面が表示されます。 

※表示メニューはシステムの設定により異なります。 

 

 

メニューの各機能へのリンク表示の左側にある◆または□は次のような意味を表し

ています。 

・ ◆：この項目についての情報が登録されています。 

・ □：この項目についての情報が登録されていません。 

ログアウト 

一旦ログインを行うと、ブラウザを閉じるまでは再ログインが不要となります。つ

まり、システムにアクセスすると同時にログイン画面は表示されずに、上記のメニ

ュー画面が表示されます。従って、システムの使用を終了する場合や、別のアカウ

ントを使って再度ログインしたい場合などは一旦ログアウトを実行します。画面左

下の「ログアウト」をクリックすれば、セッション情報は削除され、ログイン画面

に戻ります｡ 

 

管理者からのアナウン

スがあれば表示されま

す。 

一般権限はデフォルトで表示

されます。 
管理者権限を所有している場

合に表示されます。 
ボタン押下で対象権限画面に

遷移します。 
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パスワード変更 

パスワードを変更します。 

メニューの「その他」→「パスワード変更」をクリックすると、次のような画面が

表示されます。 

 

「現在のパスワード」には現在設定されているパスワードを、「新パスワード」「新

パスワードを再度入力」に新規に設定したいパスワードを入力し、「変更」ボタン

をクリックします。パスワードは半角英数字4文字以上10文字以内で設定します。 

  注意 

・ パスワードは大文字小文字が区別されます。 

・ ログインIDと同じパスワードは設定できません。 
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タスク統計 

全ユーザーのタスク統計を閲覧します。 

メニューの「タスク統計」→「タスク統計」をクリックすると、次のような画面が

表示され、タスクの一覧を閲覧することができます。 

 

閲覧するタスクをクリックします。 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 8

 

タスク統計閲覧 

タスク統計の閲覧を行います。 

タスク画面の「タスク」をクリックすると、次のような画面が表示され、タスク評

価項目統計を閲覧することができます。 

 

詳細情報を閲覧する場合は「詳細あり」をクリックします。「スキルタイトル、レ

ベル、人数メモリ」をクリックすると該当するユーザーを閲覧することができます。 

他のタスクの統計を閲覧する場合は、タスクタイトルのセレクトボックスを変更す

ると、閲覧することができます。 

※詳細情報の扱い方によって、以下の閲覧は行うことはできません。各扱い方につ

いては、「タスク評価項目チェック」を参照ください。 

詳細情報閲覧 

詳細情報の閲覧を行います。 

タスク評価項目閲覧画面の「詳細あり」をクリックすると、次のような画面が表示

され、詳細情報を閲覧することができます。 
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該当ユーザー閲覧 

該当するユーザーの閲覧を行います。 

 

「ユーザー」をクリックすると該当するユーザー個人情報を閲覧することができま

す。
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タスク評価項目チェック 

一般ユーザーの入力したタスク評価項目情報をチェック・修正します。 

メニューの「タスク統計」→「タスク評価項目チェック」をクリックすると、次の

ような画面が表示され、チェック対象者を検索することが出来ます。 

 

チェックを行いたい社員をクリックします。 
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チェックタスクの選択 

タスク評価項目チェックを行います。 

チェックを行いたいタスクを選択してください。既にチェックを行っているタスク

には、右端に「訂正あり」の表示が出ます。 

 

登録タスクのチェック 

タスク評価項目チェックを行います。 

背景が薄い青色になっている部分が本人登録の回答ランクであり、赤色になってい

る部分がマネージャー登録の回答ランクです。マネージャーにより登録が行われた

場合には、本人のメニュー画面に登録が行われた旨のメッセージが表示されます。 

詳細情報をチェックしたい場合には「詳細」ボタンをクリックしてください。 

 

チェックを行ったタスク

に表示されます。 

対象ユーザーが最後に登

録したタスクに表示され

ます 
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詳細情報をチェックする場合「詳細あり」をクリックします。 
※以下の画面は、詳細情報の表示・設定内容によって表示内容が変更されます。 

詳細情報の扱いのモードとその概要は、以下の通りです。 

モード モード概要 

１ 詳細回答ランクの登録を行う。 

２ 詳細参照情報として活用 

３ 使用しない。 
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登録詳細情報のチェック 

詳細情報チェックを行います。 

画面の内容は「タスクチェック」と同様です。 
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ロック機能 

タスク評価項目の入力中は、選択したタスクに対して他ユーザーが同時に更新でき

ないようロックがかかります。 
チェック中の社員本人が選択したタスクを設定中の場合は次のような画面が表示さ

れ登録内容の閲覧のみが可能になります。 

 

詳細情報についても、ロック中は詳細情報登録内容の閲覧のみが可能になります。 

 

注意点 

タスク評価項目情報のチェック中は選択したタスクに対してロックをかけている状

態になります。ブラウザの「戻る」（ヒストリーバック機能）で画面遷移させると

一定時間ロックがかかった状態になってしまいますので「設定」、「分類選択に戻

る」クリックを行うようにしてください。 
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詳細情報入力（モード２） 

参照情報の閲覧を行います。 

タスク評価項目入力画面の「詳細あり」をクリックすると、次のような画面が表示

され参照情報を閲覧することができます。 

 

 

関連スキルディクショナリ 

関連するスキルディクショナリの閲覧を行います。 

タスク評価項目入力画面の「 」をクリックすると、次のような画面が表示され

タスクに関連するスキルディクショナリを閲覧することができます。 
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研修情報 

関連する研修情報の閲覧を行います。 

タスク評価項目入力画面の「タスクに関連する研修情報を表示します」の表示ボタ

ンをクリックすると、次のような画面が表示されタスクに関連する研修を閲覧する

ことができます。 
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タスク評価項目チェック（役割）  

一般ユーザーの入力したタスク評価項目情報を役割単位で限定し、チェック・修正

し 
ます。 

メニューの「タスク統計」→「タスク評価項目チェック（絞込）」をクリックする

と、次のような画面が表示され、チェック対象者を検索することが出来ます。 

 

チェックを行いたい社員をクリックします。 

フレームワークの選択 

チェックを行いたいフレームワークを選択してください。 

 

チェックを行うフレームワークを選択し、「フレームワーク選択」をクリックする

と次のような画面が表示され、役割を閲覧・選択することができます。 
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チェックを行う役割を選択し、「選択」をクリックするとその役割に条件として設

定されているタスク一覧が表示されます。 

 

チェックしたいタスクをクリックすると、タスク評価項目チェック画面に遷移しま

す。 

※選択した、役割のレベル判定条件になっているタスク以外は表示されません。 

タスク評価項目・詳細情報のチェックについては「タスク評価項目チェック」のタ

スク評価項目のチェックと同様になります。参照下さい。 
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個人評価項目チェック：タスク項目  

部下の入力したタスク項目レベル情報を役割単位で限定し、チェック・修正し 
ます。 

メニューの「個人評価項目チェック：タスク項目」をクリックすると、次のような

画面が表示され、チェック対象者を検索することが出来ます。 

 

チェックを行いたい社員をクリックします。 

フレームワークの選択 

チェックを行いたいフレームワークを選択してください。 

 

チェックを行うフレームワークを選択し、「フレームワーク選択」をクリックする

と次のような画面が表示され、役割／専門分野を閲覧・選択することができます。 
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チェックを行う役割/専門分野を選択し、「役割/専門分野選択」をクリックすると

タスク一覧が表示されます。選択した役割/専門分野に必要なタスクのみ選択でき

るようになっています。 

 

チェックしたいタスクをクリックすると、次のような画面を表示され、タスク項目

レベルチェックを行うことができます。 
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「フラグ設定」ボタンをクリックで、タスク項目レベルを設定することができます。 

また、レベル条件を閲覧する場合は、各タスクのリンクをクリックすると、以下の

画面がポップアップで表示され、レベル条件を閲覧することができます。 

 

レベルをクリックすると以下の画面が表示され、レベルグループ条件を閲覧するこ

とができます。 

 

条件グループリンクをクリックすると、以下の画面が表示されレベル条件の詳細を

閲覧することができます。 
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スキルチェック  

スキルチェックを行います。 

チェックを行いたいスキルを選択してください。既にチェックを行っているスキル

には、右端に「訂正あり」の表示が出ます。 

備考 

更新旗については、「スキル：更新旗設定」によって表示条件が変わります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モード モード概要 

１ 最後に更新を行ったスキルに旗が立つ 

２ 「設定」を実施したスキル全てに旗が立つ 
（旗のクリアが可能） 

マネージャーにより

修正された項目があ

る場合、「訂正あり」

と表示されます。 

上記、モードに沿

って更新旗が表示

されます。 
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登録スキルのチェック 

スキルチェックを行います。 

背景が薄い青色になっている部分が本人登録の回答ランクであり、赤色になってい

る部分がマネージャー登録の回答ランクです。マネージャーにより登録が行われた

場合には、本人のメニュー画面に登録が行われた旨のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

知識項目の表示を行う場合「知識項目」をクリックします。 
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知識項目表示 

知識項目の表示を行います。 

スキル入力画面の「知識項目」をクリックすると、次のような画面が表示され、知

識項目を表示することができます。 
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ロック機能 

スキルの入力中は、選択したスキルに対して他ユーザーが同時に更新できないよう

ロックがかかります。 
チェック中の社員本人が選択したスキルを設定中の場合は次のような画面が表示さ

れ登録内容の閲覧のみが可能になります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意点 

スキル入力中は選択したスキルに対してロックをかけている状態になります。ブラ

ウザの「戻る」（ヒストリーバック機能）で画面遷移させると一定時間ロックがか

かった状態になってしまいますので「設定」、「一覧に戻る」クリックを行うよう

にしてください。 
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超絞込検索 

全ユーザーの情報を所属部門・プロジェクト経歴・フレームワークレベル条件から

検索を行います。メニューの「個人情報の閲覧・設定」→「超絞込検索」をクリック

すると次のような画面が表示されます。 

 

 

組織を選択し、ボタンを押

下で選択した組織の部門

が表示されます。 

タスク評価項

目条件追加 

習得タスク評

価項目条件追

加 
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プロジェクト経歴のタスク評価項目を検索条件とする場合は「条件追加」ボタンをク

リックすると、次のような画面が表示され、タスク評価項目を検索条件に追加するこ

とができます。（追加した内容を削除する場合は「削除」ボタンをクリックします） 

 

 

 

 

 

※ 習得タスク評価項目を検索条件とする場合も、画面操作は同様です。 
また、条件とできるタスク評価項目数は40件までとなります。 

選択すると、該当するタ

スクが表示される。 

詳細情報がある場合は

ボタンが表示される。 
※詳細モード１の場合

のみ 
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「検索スタート」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、検索結果が

閲覧することができます。 

 

検索結果の「社員番号、ユーザー」をクリックするとそのユーザーの個人情報を閲

覧することができます。 

個人情報の閲覧については「個人情報メニュー」と同様です。 

検索結果の「CSV出力」をクリックすると、次のような画面が表示され、出力CSV
フォーマットを選択することが出来ます。 

 

「CSV出力」をクリックで選択したフォーマットでCSVファイルを出力します。
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個人情報メニュー 

全ユーザーの個人情報閲覧を行います。 

メニューの「個人情報の閲覧・設定」→「個人入力内容閲覧」をクリックすると次

のような画面が表示されます。 

 

「社員検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、検索結果が閲

覧することができます。 

 

個人情報メニューの「ユーザー」をクリックすると、次のような画面が表示され、

個人情報を閲覧することができます。 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 31

 

 

 

個人プロフィール 

プロフィールを閲覧します。 

個人情報メニューの「個人プロフィール」をクリックすると次のような画面が表示

されます。 
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業務経歴閲覧 

業務経歴の閲覧を行います。 

個人情報メニューの「業務経歴」をクリックすると、次のような画面が表示され、

業務経歴の一覧を閲覧することができます。 

 

 

プロジェクト経歴閲覧 

プロジェクト経歴の閲覧を行います。 

個人情報メニューの「プロジェクト経歴」をクリックすると、次のような画面が表

示され、プロジェクト経歴の一覧を閲覧することができます。 

 

プロジェクト経歴一覧の「詳細表示」ボタンををクリックすると、次のような画面

が表示され、プロジェクト経歴詳細を閲覧することができます。 
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セミナー受講履歴閲覧 

セミナー受講履歴の閲覧を行います。 

個人情報メニューの「セミナー受講履歴」をクリックすると、次のような画面が表

示され、セミナー受講履歴の一覧を閲覧することができます。 
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タスク評価項目閲覧 

タスク評価項目の閲覧を行います。 

個人情報メニューの「タスク評価項目」をクリックすると、次のような画面が表示

され、タスクの一覧を閲覧することができます。マネージャー・管理者に訂正され

ているタスクは「訂正あり」が表示されます。 

 

閲覧するタスクをクリックします。 
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タスク評価項目閲覧 

タスク評価項目の閲覧を行います。 

タスク画面の「タスク」をクリックすると、次のような画面が表示され、タスク評

価項目の一覧を閲覧することができます。 
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フレームワーク閲覧 

全ユーザーのレベル判定結果を閲覧します。 

メニューの「レベル判定結果」→「フレームワーク名」をクリックすると、次のよ

うな画面が表示され、フレームワークを閲覧できます。 

 

各レベルをクリックすると、レベル判定条件を閲覧することができます。 

また、「その他の条件」を選択することで、各部門のフレームワークを閲覧するこ

とができます。（備考参照）備考 

 

上部を選択し、下部が「指定なし」もしくは未選択ならば選択した部門とその下位

に属する部門総てのフレームワークが表示されます。 

また、下部の部門が指定されているならば、選択された部門のフレームワークが表

示されます。 

 

SURVEY情報が有効の

場合、提出状況が表示

されます。 

上部（コンボボックス）で選

択した部門の下位部門が、下

部（リストボックス）に表示

されます。 
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フレームワーク詳細 

レベル判定条件の閲覧を行います。 
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レベル判定条件 

レベル判定条件の閲覧を行います。 

フレームワーク詳細の「レベル判定条件確認/編集」をクリックすると、次のよう

な画面が表示され、レベル判定条件のタスク一覧を閲覧することができます。 

 

各タスクをクリックすると次のような画面が表示され、クリックしたタスクの条件

を一覧で閲覧することができます。 

 

同一番号にしている 
タスクがグループに 
なります。 
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「n項目以上」をクリックすると次のような画面が表示され、クリックしたタスク

評価項目単位での習得状況を閲覧することができます。 

 

     

レンジ編集 

フレームワーク上で表示される色レンジの編集を行います。 

フレームワークの「レンジ編集」をクリックすると、次のような画面が表示され、

フレームワーク上で表示される色レンジを編集することができます。 

 

注意 

標準搭載のの条件に関しては、変更は不可になります。修正したい場合は、別フレ

ームワークとして作成し、修正を行ってください。 

マウスを合わせると 
回答レベルが表示され

ます。 
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キャリアパス下位レベル条件 

キャリアパス下位レベル条件閲覧・設定を行います。 

フレームワークレベル認定条件の「編集」をクリックすると、次のような画面が表

示され、キャリアパス下位レベル条件を閲覧・設定することができます。 

 

新規に登録する場合は「追加」ボタンをクリックします。内容を変更する場合は「変

更」ボタン、削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。          

（「追加」、「修正」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、条件設

定をすることができます） 

設定した内容で更新する場合は「入力内容で更新」ボタンをクリックします。 

キャリアパス下位レベル条件設定 

キャリアパス下位レベル条件の設定を行います。 

 

設定した内容で更新する場合は「下位レベル条件設定」ボタンをクリックします。 
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レベル判定条件設定 

レベル判定条件の設定を行います。 

フレームワークレベル判定条件の「編集」クリックすると、次のような画面が表示

され、レベル判定条件を設定することができます。 

 

新規にGroup条件を追加する場合は「追加」ボタンをクリックします。条件を修正

する場合は「編集」ボタン、削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。 

新規の条件を追加する場合は「追加」ボタンをクリックします。 

「入力内容で更新」ボタンをクリックすると、入力した内容でスキルレベルが設定

されます。 

備考 

・ 条件：AND 

・ Group毎条件：条件設定による（AND、OR） 

・ Group内条件：条件設定による 

上記丸印の条件に関しては、「Groupで設定された条件項目のうち２個以上クリ

アすること」が条件となります。 

複数のGroup条件を１つに纏める場合は、Group番号の横のチェックボックスをチ

ェックし、「チェックした条件をグループ化」ボタンをクリックします。 
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レベル判定条件設定（タスク指定） 

レベル判定条件の設定を行います。 

レベル判定条件設定の「追加」クリックすると、次のような画面が表示され、レベ

ル認定条件を設定することができます。 
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レベル判定条件設定 

レベル判定条件の設定を行います。 

レベル判定条件設定の「追加」、もしくは「編集」をクリックすると、次のような

画面が表示され、レベル判定条件を設定することができます。 

 

「選択」のリストボックスで、条件に設定させたいタスク評価項目を選択します。 

「選択したタスク評価項目を条件として追加」ボタンをクリックすると、入力した内

容でレベル判定条件が登録されます。
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個人情報プリントアウト 

個人情報のプリントアウトを行います。 

個人情報メニューの「個人情報プリントアウト」をクリックすると、次のような画

面が表示され、個人情報をプリントアウトすることができます。 

 

「ファイル出力はこちら」をクリックするとExcelファイルを出力することが出来ま

す。 
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フレームワーク個人目標設定 

全ユーザーの個人目標設定を行います。 

メニューの「フレームワーク」→「フレームワーク個人目標設定」をクリックすると、

次のような画面が表示され、社員を検索、フレームワークの選択することができます。 

 

「社員検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、社員の一覧を閲

覧することができます。 
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社員選択の「ユーザー」をクリックすると、次のような画面が表示され、フレーム

ワーク個人目標を設定することができます。 

 

 「個人目標設定」ボタンをクリックすると、入力した内容でフレームワーク目標レ

ベルが設定されます。 

※ 取得済みのレベルは目標にはできません。 

※ 設定できる目標レベルは専門分野ごとに1つです。 

旗が立っている場所は、目標に 

設定されているレベルです。 
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CSV出力メニュー 

選択した情報をCSVファイルとして、出力します。 

メニューの「その他」→「CSV出力メニュー」をクリックすると、出力フォーマット

の選択が行えます。 

 

「CSV出力」ボタンをクリックすると、統計・一覧CSV出力フォーマット選択時は

CSV出力を行います。ユーザー個別CSV出力フォーマット選択時は、次のような画面

が表示され、出力ユーザーの指定を行えます。 

 

社員選択の「ユーザー」をクリックすると、そのユーザーの情報がCSV出力されま

す。 

 

 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 48

 

履歴管理 

ユーザースキル情報の履歴を取得、更新、削除します。 
本機能の使用設定がされている場合のみメニューに表示されます。 
※デフォルトはOFFになっています。 

   

 

 

新規に履歴を取得する場合は［履歴取得］ボタンをクリックします。内容を変更す

る場合は［上書き］ボタン、削除する場合は［削除］ボタンをクリックします。 

注意 

・ 削除した履歴情報は復活できませんので注意してください。 

・ ユーザー数によっては非常に時間のかかる処理になります。 

アクセスの集中する時間での使用はお控え下さい。 
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履歴差分表示 

全ユーザーのフレームワークのレベルやタスク評価項目の差分を過去の履歴を使用

し、表示します。 
本機能の使用設定がされており、比較対象となる履歴が管理者にて取得されている

場合のみメニューに表示されます。※デフォルトはOFFになっています。 

     

差分を表示する社員を検索し、選択すると次の画面に遷移し、比較する対象を選択

できます。 

 

各ボタンの処理は以下に記載します。 
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差分表示 

比較するFROMとTOの履歴No.を選択し、[差分表示]ボタンをクリックすると、確

認アラートの後に差分結果が表示されます。FROMとTOに同じ履歴No.は指定でき

ません。 

 

CSV出力 

 

履歴No.選択後[CSV出力]ボタンをクリックすると、下記出力フォーマット選択画面

が表示されます。（”フレームワーク名”はフレームワーク認定レベルの差分を出力

します。） 
 

フォーマットを選択し[CSV出力]ボタンをクリックすると、確認メッセージの後

CSVファイルが出力されます。 

留意事項  

フレームワークレベル差分に関して、履歴として保管されているデータはレベル判

定結果のみとなります。レベル判定条件の変更等は反映されません。 
（変更後のレベル判定条件ではレベル１と判定されていた場合でも、履歴保存時に

レベル２と判定されていた場合、レベル２として表示されます。 

また、各情報（役割）の名称は全て現在のものを使用します。 

～ 略 ～ 
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マスタ管理メニュー 

マスタのメンテナンスを行います。 

メニューの「マスタ管理」→「マスタ管理メニュー」をクリックすると、次のよう

な画面が表示され、マスタ管理メニューが表示されます。 

※メニュー表示内容は、設定により異なります。 

 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 52

 

 

ユーザーカラム設定 

ユーザーマスタのカラム登録・変更・削除（論理削除）を行います。 

マスタ管理メニューの「ユーザーカラム登録」をクリックすると、次のような画面が

表示され、ユーザーカラムを設定することができます。 

 

「ユーザーカラム更新」ボタンをクリックすると、入力した内容でユーザーカラム

情報が更新されます。「新規ユーザーカラム追加」ボタンをクリックすると、入力

した内容でユーザーカラム情報が登録されます。 

備考（一覧表の背景色 ※以下、同様） 

・ ラベンダー色：有効 

・ グレー色：無効（削除済み） 
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ユーザー情報登録 

ユーザー情報の登録・変更・削除（論理削除）・完全削除を行います。 

マスタ管理メニューの「ユーザー登録」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、ユーザーを検索することができます。 

 

「社員検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、社員の一覧を閲

覧することができます。 
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新規に登録する場合は「ユーザー新規登録」ボタンをクリックします。内容を変更す

る場合は「変更」ボタン、削除する場合は「削除」ボタン、完全削除する場合は「完

全削除」ボタンをクリックします。 

削除済みユーザーは「変更」ボタンのみ表示されます。完全削除されたユーザーは、

検索することはできなくなります。 

ユーザー登録の「ユーザー新規登録」ボタンをクリックすると、次のような画面が表

示され、ユーザーを新規登録することができます。 

 

「ユーザー登録」ボタンをクリックすると、入力した内容でユーザー情報が登録され

ます。 

注意 

・ パスワードは大文字小文字が区別されます。 

・ ログインIDと同じパスワードは設定できません。 

・ 既に登録されているログインIDは登録できません。 

固定項目 

追加項目 

※ユーザーカラム 
設定機能で 
設定した項目 
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ユーザーログイン権限設定 

ユーザーログイン権限の設定を行います。 

マスタ管理メニューの「ユーザーログイン権限設定」をクリックすると、次のような

画面が表示され、ユーザーを検索することができます。 

 

「社員検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、社員の一覧を閲

覧することができます。 

 

権限を付与するユーザーの権限をチェックし、「ユーザーログイン権限設定」ボタン

をクリックすると、入力した内容でユーザーログイン権限情報が更新されます。 
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ユーザー閲覧部門設定 

マネージャーユーザーの閲覧部門設定を行います。 

※本機能は、部門閲覧制限状態時のみの機能になります。 

マスタ管理メニューの「ユーザー閲覧部門設定」をクリックすると、次のような画面

が表示され、閲覧部門設定を行う、マネージャーユーザーを検索することができます。 

 

「社員検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、マネージャー社

員の一覧を閲覧することができます。 
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ユーザー閲覧部門設定画面 

ユーザー閲覧部者設定を行います。 

社員検索画面で「社員番号・社員名」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、閲覧部門設定を行うことができます。 

 

 

置換前部門選択の上部（上記では「統合本部選択」）で部門名を選択すると、下部

でその部門の下位部門を選択できます。 

「閲覧可能部門追加」ボタンをクリックすると、選択した部門を閲覧可能部門とし

て登録されます。 
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パスワード再発行 

パスワードの再発行を行います。 

マスタ管理メニューの「パスワード再発行」をクリックすると、次のような画面が表

示され、パスワードの再発行を行う、ユーザーを検索することができます。 

 

「社員検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、社員の一覧を閲

覧することができます。 

 

パスワードの再発行を行うユーザーをチェックし、「チェックしたユーザーのパスワ

ードを再発行」ボタンをクリックすると、チェックしたユーザーのパスワードが再発

行されます。（次ページ参照） 
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パスワード再発行 

パスワードが再発行されます。 
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組織情報編集 

組織情報の登録・変更・削除（論理削除）を行います。 

マスタ管理メニューの「組織情報編集」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、組織情報を設定することができます。 

 

「組織情報更新」ボタンをクリックすると、入力した内容で組織情報が更新されま

す。「組織追加」ボタンをクリックすると、入力した内容で組織が登録されます。 

無効になった組織は「無効項目を表示」をチェックし、「再表示」ボタンをクリッ

クすると確認・編集が行えます。 

注意 

組織情報の登録を行わなければ部門情報の設定が行えません。そのため、組織情

報の登録を先に行ってください。 
また、有効な組織を削除（無効）する場合、ユーザーが所属している組織、または

その組織の下位階層で所属しているユーザーが存在する組織の削除（無効）は行え

ません。上部画面例では1階層もしくは2階層は削除（無効）にはできません。 
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部門情報編集 

部門情報の登録・変更・削除（論理削除）を行います。 

マスタ管理メニューの「部門情報編集」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、各組織の部門を設定することができます。 

 

「○○追加」ボタンをクリックすると、入力した内容で部門情報が登録されます。 

内容を変更する場合は「○○更新」ボタンをクリックします。但し、ユーザーが所

属している部門、またはその部門の下位部門で所属しているユーザーが存在する部

門の削除（無効）は行えません。 

無効になった部門は「無効項目を表示」をチェックし、「再表示」ボタンをクリッ

クすると確認・編集が行えます。 

「○○編集」をクリックすると、次のような画面が表示され、選択した部門の下位

部門の設定を行えます。 
（以下、組織階層の数だけ下位部門編集が行えます。） 
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「上位組織に戻る」ボタンをクリックすると、上位組織の編集画面に遷移します。 

その他の操作は、前頁の部門編集と同じです。 

部門一括置換 

選択した部門に所属しているユーザー全員を他の部門に一括置換します。 

 

置換前部門選択の上部（上記では「本部選択」）で部門名を選択すると、下部でそ

の部門の下位部門を選択できます。 

同様に、置換後部門選択も選択します。選択後「一括置換」をクリックで部門の一

括置換が行われます。 
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＜置換例＞ 

 

例）「一括置換」をクリックされた場合、「C本部－C-1部門」に所属しているユー

ザーの所属部門が「D本部」に置換されます。 
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各種タスク設定 

各種タスクルの登録・変更・削除を行います。 

マスタ管理メニューの「各種タスクル設定」をクリックすると、次のような画面が

表示され、設定するタスクを選択するすることができます。 
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タスク中分類設定 

タスク中分類情報の登録・修正・削除を行います。 

 

新規にタスクを登録する場合は「タスク中分類追加」をクリックします。   「タ

スク中分類更新」をクリックすると、画面で設定した内容でデータが更新されます。 

「タスク評価項目編集」リンクをクリックすると、タスク評価項目設定画面が表示

されます。※操作は当画面と同様（タスク評価項目設定画面、詳細情報設定画面） 

※標準搭載のタスクは編集できません。 
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回答ランクパターン設定 

回答ランクパターンの設定を行います。 

マスタ管理メニューの「回答ランクパターン設定」をクリックすると、次のような

画面が表示され、回答ランクパターン情報を設定することができます。 

 

「更新」ボタンをクリックすると、入力した内容で回答ランク情報が更新されます。

「追加」ボタンをクリックすると、入力した内容で回答ランクが登録されます。 

 

注意 

※ 初期設定回答ランクは閲覧のみ可能です。 

※ また、現在使用中の回答ランクパターンを無効状態とすることはできません。
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回答ランク設定画面 

選択した回答ランクパターンの回答ランク設定を行います。 

回答ランクパターン一覧画面で「編集」ボタンをクリックすると、次のような画面

が表示され、回答ランクパターンの詳細設定を行えます。 

 

「更新」をクリックすると、画面で設定した内容でデータが更新されます。 

注意 

現在使用中の回答ランクは、有効／無効の設定変更をすることはできません。
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タスクと回答ランクパターン設定 

タスクと回答ランクパターンの紐付け設定を行います。 

マスタ管理メニューの「タスクと回答ランクパターン設定」をクリックすると、次

のような画面が表示され、タスクと回答ランクパターンの紐付けを設定することが

できます。 

 

「更新」ボタンをクリックすると、入力した内容でタスクと回答ランクパターンの

紐付け情報が更新されます。 
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スキルディクショナリ編集 

スキルの編集を行います。 
 

マスタ管理メニューの「スキルディクショナリ編集」をクリックすると、次のような

画面が表示され、スキル項目を編集することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキルカテゴリを更新する場合、「順序」、「スキルカテゴリ名称」、「有効／無効」

を変更し、「スキルカテゴリ更新」をクリックします。 

 

スキルカテゴリを追加する場合、「スキルカテゴリ名称」に入力し、「スキルカテゴ

リ追加」をクリックします。 

 

スキル分類の編集を行う場合、「スキルカテゴリ」のリンクをクリックします。 

スキル項目の編集を行う場合、「スキル項目」のリンクをクリックします。 
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「スキルカテゴリ」リンクをクリックすると、次のような画面が表示され、スキルカ

テゴリの編集を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキル分類を更新する場合、「順序」、「スキル分類名称」、「有効／無効」を変更

し、「スキル分類更新」をクリックします。 

 

スキル分類を追加する場合、「スキル分類名称」に入力し、「スキル分類追加」をク

リックします。 

 

「スキル一覧に戻る」をクリックすると、スキルディクショナリ一覧画面に戻ります。 
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「スキル項目」リンクをクリックすると、次のような画面が表示され、スキル項目の

編集を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキル項目を更新する場合、「順序」、「スキル項目名称」、「有効／無効」を変更

し、「スキル項目更新」をクリックします。 

 

スキル項目を追加する場合、「スキル項目名称」に入力し、「スキル項目追加」をク

リックします。 

 

「スキル一覧に戻る」をクリックすると、スキルディクショナリ一覧画面に戻ります。 

 

知識項目を編集する場合、「知識項目編集」をクリックします。 
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「知識項目編集」リンクをクリックすると、次のような画面が表示され、知識項目の

編集を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識項目を更新する場合、「順序」、「知識項目名称」、「有効／無効」を変更し、

「知識項目更新」をクリックします。 

 

知識項目を追加する場合、「知識項目名称」に入力し、「知識項目追加」をクリック

します。 

 

「スキル項目に戻る」をクリックすると、スキル項目編集画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 73

 

 

タスクとスキルの紐付編集 

タスクとスキルの紐付けを行います。 
 

マスタ管理メニューの「タスクとスキルの紐付編集」をクリックすると、次のような

画面が表示され、タスクを選択することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「タスク」リンクをクリックすると、次のような画面が表示され、スキルとの紐付け

を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右側のスキルディクショナリから、スキルカテゴリ、スキル分類を選択すると、スキ

ル項目の一覧が表示されます。 

 

スキル項目一覧のうち、タスクと紐付けるスキル項目にチェックを入れて「←」をク

リックすることで設定済みスキルに設定することができます。 
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タスクとの紐付けを解除するスキルがある場合、左側の設定済みスキルに登録されて

いるスキルをチェックし、「チェックしたスキルを外す」をクリックすると外れます。 

 

紐付けの設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。取り消しの場合は「キ

ャンセル」をクリックします。 
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研修情報編集 

研修情報の編集を行います。 
 

マスタ管理メニューの「研修情報編集」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、研修情報の検索を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

研修情報を追加する場合、「新規研修登録」ボタンをクリックします。 

 

登録されている研修情報を検索する場合、「研修検索」ボタンをクリックします。 

検索には、「研修主管」「研修カテゴリ」「研修ID」「研修コース名」で絞り込み検

索を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集する場合、検索結果の結果の「編集」ボタンをクリックします。 

削除する場合、検索結果の結果の「削除」ボタンをクリックします。 

研修とスキルを紐付けする場合、検索結果の結果の「スキル紐付け」ボタンをクリッ

クします。 
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「新規研修登録」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、研修情報の

新規登録を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研修ID」は任意の文字列です。 

「研修主管」「研修カテゴリ」は、該当するものを選択します。 

「研修コース名」「研修場所」は文字列で入力します。 

「研修日数」は数値で入力します。 

「研修受講可能期間」は日付形式で入力します。 

 

スキルとの紐付けを行う場合、「スキル紐付け」をクリックします。 

登録を行う場合、「保存」をクリックします。 

キャンセルする場合、「キャンセル」をクリックします。 
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「スキル紐付け」をクリックすると、次のような画面が表示され、スキルとの紐付け

を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右側のスキルディクショナリから、スキルカテゴリ、スキル分類を選択すると、スキ

ル項目の一覧が表示されます。 

 

スキル項目一覧のうち、タスクと紐付けるスキル項目にチェックを入れて「←」をク

リックすることで設定済みスキルに設定することができます。 

 

タスクとの紐付けを解除する場合、左側の設定済みスキルに登録されているスキルを

チェックし、「チェックしたスキルを外す」をクリックすると外れます。 

 

紐付けの設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。取り消しの場合は「キ

ャンセル」をクリックします。 
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「編集」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、研修情報の編集を行

うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研修ID」以外の項目は、変更することができます。 
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フレームワーク設定 

フレームワークタイトル設定 

フレームワーク情報の設定を行います。 

マスタ管理メニューの「フレームワーク設定」をクリックすると、次のような画面

が表示され、フレームワークタイトル情報の設定をすることができます。 

 

                                                                   

新規にフレームワークタイトルを登録する場合は「フレームワークタイトル追加」

ボタンをクリックすると次のような画面が表示され、役割タイトルが登録されます。 

 

登録する 
フレームワークタイトル情報 
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役割設定 

フレームワーク選択画面で「編集」クリックで、次のような画面が表示され、該当

フレームワークの各情報を設定することができます。 

 

 新規に役割を登録する場合は「役割追加」ボタンをクリックすると次のような画面

が表示され、役割が登録されます。 

登録する 
役割情報 
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専門分野設定 

専門分野の設定を行います。 

  

新規に専門分野を登録する場合は「専門分野追加」ボタンをクリックすると次のよ

うな画面が表示され、専門分野が登録されます。

追加された 
役割 

登録する 
役割専門分野情報 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 82

 

フレームワーク情報・有効レベル設定 

フレームワーク情報・有効レベルの設定を行います。 

 

「フレームワーク更新」ボタンをクリックすると役割情報が更新されます。 

備考 

・レベルを有効にする場合は、有効にしたいレベルにチェックを入れ、「フレーム

ワーク更新」ボタンをクリックします。 
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また、レベル概要登録リンクをクリックすると、次のような画面が表示され、レベ

ル定義情報の登録がを行えます、 

 

「更新」をクリックすると、画面で設定した内容でデータが更新されます。 
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フレームワークコピー 

フレームワークコピー 

既存のフレームワークをコピーして、新たなフレームワークを作成します。 

マスタ管理メニューの「フレームワークコピー」をクリックすると、次のような画

面が表示され、コピー元のフレームワーク、作成するフレームワークのタイトル、

タイトル略称を設定することができます。 

 

備考 

・標準搭載のフレームワークを条件編集する場合は、本機能で作成したフレームワ

ークに対して実施してください。 

・レベル判定結果はコピーされませんので、コピー後は、必ずフレームワーク再認

定を実施してください。 

・フレームワークが多くなると、システムのレスポンスが悪化する可能性が 

あるため、ご注意ください。 
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フレームワーク閲覧設定 

フレームワーク閲覧設定 

フレームワーク表示設定を行います。 

マスタ管理メニューの「フレームワーク閲覧設定」をクリックすると、次のような

画面が表示され、フレームワークのユーザー権限毎の閲覧可能・不可、表示マネー

ジメントレベル番号の条件を設定することができます。 

 

 

各フレームワークのユーザー区分に閲覧可能部門を設定したい場合、権限リンクを

クリックすると次のような画面が表示され閲覧部門権限を設定することができま

す。 

登録する 
フレームワークタイトル情報 
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フレームワーク閲覧設定（閲覧可能部門設定） 

閲覧可能部門設定を行います。 

フレームワーク閲覧設定画面の権限リンクをクリックすると、次のような画面が表

示され、閲覧可能部門設定することができます。 

 

 上位部門設定：設定を行うと設定を行った上位の部門に所属して

いるユーザーも閲覧可能となります。 
下位部門設定：設定を行うと設定を行った下位の部門に所属して

いるユーザーも閲覧可能となります。 
 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 87

 

 

キャリアパス設定 

キャリアパスの設定を行います。 

マスタ管理メニューの「キャリアパス設定」をクリックすると、次のような画面が

表示され、設定を行うフレームワークを選択することができます。 

 

「フレームワーク選択」ボタンをクリック、もしくはリストボックスを変更すると、

次のような画面が表示され、選択したフレームワークのキャリアパスを設定するこ

とができます。 

 

削除する場合は削除するキャリアパスをリストボックスから選択し「削除」ボタン

をクリックします 
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キャリアパス設定の「新規登録」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示

され、キャリアパスを登録することができます。 

 

「キャリアパス登録」ボタンをクリックすると、入力した内容でキャリアパスが登

録されます。 



SSI-iCD◆操作マニュアル[管理者用]_Ver1.0.doc 89

 

編集したいキャリアパスを選択すると、次のような画面が表示され、選択したキャ

リアパスを閲覧することができます。 

 

          

 

「編集」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、キャリアパスを編

集することができます。 

 

「キャリアパス更新」ボタンをクリックすると、入力した内容でキャリアパスが更

新されます。 
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フレームワーク再認定 

フレームワーク条件の再認定を行います。 

マスタ管理メニューの「フレームワーク再認定」をクリックすると、次のような画

面が表示され、選択したフレームワーク条件を再認定することができます。 

 

 

「再認定実行」ボタンをクリックすると、選択したフレームワークの条件が再認定

されます。 

一般ユーザーの

SURVEY提出機能を一

時的に非表示にするこ

とができます 
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回答ランクパターン作成：タスク項目 

タスク項目レベル判定条件に利用する回答ランクパターンの雛形の作成を行いま

す。 

マスタ管理メニューの「回答ランクパターン作成：タスク項目」をクリックすると、

次のような画面が表示され、回答ランクパターンの編集が行えます。 

 

「編集」ボタンをクリックすると、選択した回答ランクパターンの条件設定画面に

遷移します。 

 

「比率設定」ボタンをクリックで、次のような画面に遷移し、各条件の比率（%）

を設定することができます。 

 

既存ランクパターンは

編集できません。 

名称に回答ランクパタ

ーン名を入力し、追加

ボタンを押下すること

で、新たに回答ランク

パターンを登録可能。 
 

条件として使用する箇所を

選択する。 

同一レベルにて複数チェッ

クした場合、OR条件とする。 
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回答ランクパターン設定：タスク項目 

フレームワーク毎のタスク項目条件の設定を行います。 

マスタ管理メニューの「回答ランクパターン設定：タスク項目」をクリックすると、

次のような画面が表示され、設定を行うフレームワーク選択が行えます。 

 

「編集」ボタンをクリックすると、選択したフレームワークの条件設定画面に遷移

します。 

 

 

 

 

 

何％のスキルを、該当ランク条件

として満たしている必要がある

かを設定する。 

設定は、5％刻みで5～100で設定

可能 

標準搭載のフレームワークは

編集できません。 

設定した内容にて実際

のタスク項目条件を作

成する。 

スキル大分類（中分類

の一階層上位）に対し

て、回答ランクパター

ンを設定する。 
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初期情報設定編集 

システム初期情報を編集します。 

マスタ管理メニューの「初期情報設定編集」クリックすると、次のような画面が表

示され、システム初期情報を設定することができます。 

 

 

「初期設定情報更新」ボタンをクリックすると、その内容で設定更新されます。 

初期情報を更新するため、更新

後にログアウト処理を行いま

す。 
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SURVEY管理 

マスタ管理メニューの「SURVEY管理」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、SURVEY情報の設定を行います。 

 

「SURVEY情報更新」ボタンをクリックすると、入力した内容でSURVEY情報が更

新されます。「SURVEY情報追加」ボタンをクリックすると、入力した内容でSURVEY
情報が登録されます。 
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SURVEY情報設定 提出ステータス一覧画面 

SURVEY提出状況の閲覧を行います。 

SURVEY情報設定画面で「結果一覧」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、SURVEY提出状況を閲覧することができます。 

 

提出済みのユーザーは「提出済みユーザーを表示チェックボックス」をチェックし、

「再表示」ボタンをクリックすると確認することができます。 

空欄：未提出の状態です。 
SURVEY提出済：SURVEY提出済の状態です。 
設定中：タスクを登録中の状態です。 
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アナウンス編集 

アナウンス設定 

アナウンスの設定を行います。 

マスタ管理メニューの「アナウンス編集」をクリックすると、次のような画面が表

示され、アナウンスを登録・編集することができます。 

 

アナウンスを登録する場合は、アナウンス情報を登録後（掲載期間、表示箇所、表示

権限、有効／無効）「アナウンス新規登録」ボタンをクリックすると、次のような画

面が表示され、アナウンス情報が登録されます。 

※確定を行なわなければアナウンスが実際の画面に反映されません。 

登録する 
アナウンス情報 
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アナウンスプレビュー表示 

設定中のアナウンスのプレビュー表示を行います。 

 

「プレビュー表示」ボタンをクリックすると次のような画面が表示され、設定状況で

の画面プレビューを閲覧することが行えます。 
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「再表示」をクリックすると、表示条件設定で設定した内容で、再表示されます。 

 

 

各種CSV出力 

CSVファイルの出力を行います。 

※本機能は、デフォルトOFFになっています。 

メニューの「その他」→「各種CSV出力」をクリックすると、次のような画面が表

示され、CSVファイルを出力することができます。 

 

出力する表をクリックすると、次のような確認ダイアログが表示されます。 

表示条件の設定 
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ファイルを直接開く場合は「開く」ボタンをクリックします。ファイルを保存する

場合は「保存」ボタンをクリックし、ファイルの出力先を指定します。出力を取り

止める場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。 

使用方法 

・ MENU_MST. SAMPLE = ‘1’をセットしてください。 

 

 

 

 

翻訳辞書編集 

翻訳辞書情報の登録・変更をを行います。 
※本機能は、多言語機能ON時のみの機能になります。 

マスタ管理メニューの「翻訳辞書編集」をクリックすると、次のような画面が表示さ

れ、翻訳辞書情報を検索することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

「OK」ボタンをクリックす

ると、下記のダイアログが

表示されます 
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「検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示され、翻訳辞書情報の一覧

を閲覧することができます。 
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新規に登録する場合は「翻訳辞書新規登録」ボタンをクリックします。内容を変更す

る場合は「変更」ボタン、削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。 

削除済みの翻訳辞書情報は「変更」ボタンのみ表示されます。 

翻訳辞書編集の「翻訳辞書新規登録」ボタンをクリックすると、次のような画面が表

示され、翻訳辞書を新規登録することができます。 

 

翻訳辞書編集で「翻訳辞書情報登録」をクリックすると、入力した内容で翻訳辞書

情報が登録されます。 

 

 

 


