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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フレームワーク（※）上で判定 

・ エンジニアのタスク遂行力・スキル情報の管理 

・ 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-iCDシステムの一般ユーザー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。 

注意 

・ パスワードは大文字小文字が区別されます。 

 

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。 

管理者権限、マネージャー

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。 

 

個人プロフィール 

ユーザー本人のプロフィールを閲覧します。 

メニューの「その他」→「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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業務経歴登録・変更・削除 

業務経歴の登録・変更・削除を行います。 

メニューの「タスク・スキル・経歴」→「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。 

 

新規に登録する場合は「業務経歴新規登録」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。 

 

「業務経歴登録」ボタンをクリックすると、入力した内容で業務経歴情報が登録さ

れます。 
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プロジェクト経歴登録・変更・削除 

プロジェクト経歴の登録・変更・削除を行います。 

メニューの「タスク・スキル・経歴」→「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。 

 

新規に登録する場合は「プロジェクト経歴新規登録」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。 
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「プロジェクト経歴登録」ボタンをクリックすると、入力した内容でプロジェクト

経歴情報が登録されます。 

新規にタスク評価項目を登録する場合は「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、タスク評価項目を選択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） 

 

チェックを付けると、

登録時にタスク評価項

目へ反映します。 
タスク評価項目 
削除 

タスク評価項目 
追加 

選択すると、該当するタ

スク評価項目が表示さ

れる。 
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セミナー受講履歴登録・変更・削除 

セミナー受講履歴の登録・変更・削除を行います。 

メニューの「タスク・スキル・経歴」→「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。 

 

新規に登録する場合は「セミナー受講履歴新規登録」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。 

 

「セミナー受講履歴登録」ボタンをクリックすると、入力した内容でセミナー受講

履歴情報が登録されます。 
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タスク評価項目 

タスク評価項目の入力を行います。 

メニューの「タスク・スキル・経歴」→「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。 
「無効タスクのみを表示」にチェックを付けると無効タスクのタスクを表示し、無

効タスクの登録が行えます。 

備考 

更新旗は、「タスク評価項目：更新旗設定」によって表示条件が変わります。 

 

 

 

「 

 

 

 
入力するタスクをクリックします。 

モード モード概要 

１ 最後に更新を行ったタスクに旗が立つ 

２ 「設定」を実施したタスク全てに旗が立つ 
（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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タスク評価項目入力 

タスク評価項目の入力を行います。 

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

価項目を入力することができます。 

タスク評価項目入力画面の背景色が赤字で表示されているものは、管理者もしくは

マネージャーが入力したものです。内容を確認し、「設定」を行ってください。 

 

各タスク評価項目に対する回答ランクを選択し、「設定」ボタンをクリックすると、

入力した内容で回答情報が登録されます。 

回答ランクには下記のような種類があります。（抜粋） 

・ 知識あり 

・ サポートがあれば実施可能 

・ プロジェクトでの適応経験がある 

・ 後進の育成・指導が可能 
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注意点 

タスク評価項目を新たに登録しても、レベル判定結果は更新されません。タスク評

価項目登録後、Survey提出処理を行うことによって判定結果に反映されます。 

備考 

詳細情報の登録を行う場合「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 回答ランクの登録を行う。 

２ 参照情報として活用 

３ 使用しない。 

詳細情報入力（モード１） 

詳細情報の入力を行います。 

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、詳細情報を入力することができます。 

 

「設定」ボタンをクリックすると、入力した内容で詳細情報が登録されます。 
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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。 
マネージャー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。 
※本機能は、モード１の場合のみ発生します。 

 

詳細情報についても、ロック中は閲覧のみが可能になります。 

 

注意点 

タスク評価項目入力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」をクリ

ックしてください。 
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詳細情報（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タスク評価項目（役割指定） 

タスク評価項目の入力を行います。 

メニューの「タスク・スキル・経歴」→「タスク評価項目チェック役割」をクリッ

クすると、次のような画面が表示され、入力を行うフレームワークを指定すること

ができます。 

 

入力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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入力を行う役割を選択し、「選択」をクリックすると次のような画面が表示され、

その役割に条件として設定されているタスク一覧を閲覧することができます。 

 

入力するタスクをクリックすると、タスク評価項目を入力することができます。 

※選択した役割以外のレベル判定条件になっているタスクは選択できません。 

タスク評価項目、詳細情報の登録については「タスク評価項目」のタスク評価項目

入力と同様。 
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スキル 

スキルの入力を行います。 

メニューの「タスク・スキル・経歴」→「スキル」をクリックすると、次のような

画面が表示され、スキルの一覧を閲覧することができます。 
 

備考 

更新旗は、「スキル：更新旗設定」によって表示条件が変わります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力するスキルをクリックします。 

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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スキル入力 

スキルの入力を行います。 

スキルディクショナリ画面の「スキル」をクリックすると、次のような画面が表示

され、スキルを入力することができます。 

スキル入力画面の背景色が赤で表示されているものは、管理者もしくはマネージャ

ーが入力したものです。内容を確認し、「設定」を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各スキルに対する回答レベルを選択し、「設定」ボタンをクリックすると、入力し

た内容でスキル情報が登録されます。 

  

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。 
 

最後に更新をしたスキルに

表示されます。 
更新旗のモードによっては

表示されません 
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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

識項目を確認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。 
マネージャー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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SURVEY提出 

提出処理を行います。 

タスク評価項目を新たに登録しても、レベル判定結果は更新されません。タスク評

価項目設定後、このSurvey提出処理を行うことによって判定結果に反映されます。 

メニューの「提出」→「SURVEY提出」をクリックします。 

 

フレームワーク毎SURVEY提出機能 

SURVEY提出を行う際に、各レベルの再認定処理を行う、フレームワークを選択し

ます。 

※本機能は、デフォルトOFFになっています。 
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SURVEY提出（タスク項目） 

※本機能は、デフォルトOFFになっています。 
提出処理を行います。 

タスク評価項目を新たに登録しても、タスク項目レベルは更新されません。タスク

入力後、この提出処理を行うことによって各タスク項目レベルの再認定処理が行な

われます。 

メニューの「SURVEY提出（タスク項目）」をクリックします。 

フレームワーク毎SURVEY提出(タスク項目)機能 

SURVEY提出を行う際に、各レベルの再認定処理を行う、フレームワークを選択し

ます。 

※本機能は、デフォルトOFFになっています。 
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目標キャリアパス設定 

フレームワーク上に、キャリアパスマークを表示させます。 

メニューの「提出」→「目標キャリアパス設定」をクリックすると、次のような画

面が表示され、目標キャリアパスを設定する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」をクリックすると、次のような画面が表示され、目標キャ

リアパスを設定することができます。 

 

 

新規に目標キャリアパスを登録する場合は、キャリアパスを選択し、「このキャリ

アパスを目標に設定」ボタンをクリックします。 
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フレームワーク上にある「キャリアパス選択」のリストボックスで、表示させたい

キャリアパスを選択します。 

旗のマークが並んだレベルが、キャリアパスのルートとなります。
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フレームワーク閲覧 

ユーザー本人のフレームワークを閲覧します。 

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することができます。 

 

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。 

レベル判定条件 

レベル判定条件の閲覧を行います。 

 

緑字で表示されている項目は、現在表示中のユーザーが習得しているタスクです。

赤字で表示されている項目は、現在表示中のユーザーが未習得のタスクです。 
条件なしと表示されている項目は、条件が登録されていない項目です。 

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

と条件となるタスクを一覧で閲覧することができます。 
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緑字で表示されている項目は、現在表示中のユーザーが習得しているタスクです。

赤字で表示されている項目は、現在表示中のユーザーが未習得のタスクです。 

各タスク名へのリンク表示名左側にある、◆または、□は次のような意味を表してい

ます。 

・ ◆：タスク評価項目に回答している場合に表示されます。 

・ □：タスク評価項目に回答していない場合に表示されます。 

「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、タスク評価項目単位

での習得状況を確認することができます。 

 

緑字で表示されている項目は、習得しているタスクです。赤字で表示されている項

目は、未習得のタスクです。 
 

回答ランクには登録している回答ランクが表示されています。登録がされていない

場合は「なし」または「未回答」が表示されます。 

タスク評価項目にはその回答ランクが複数存在するものがあります。（R1: 実行で

きていないが、理解し意識している、R2: 実行しているが、結果には満足できない、

R3:実行しており、その経験や成果を説明できる、R4: 他者の育成・指導ができるな

ど）これらには内部的に上下関係が定められており、上記の場合は上にある項目ほ

ど上位となります。レベル判定条件で定められている回答ランクよりも上位の回答

ランクでタスク評価項目を習得している場合は、その条件を満たしていることにな

ります。上記の例の場合、あるレベルで「R3: 実行しており、その経験や成果を説

明できる」が判定条件となっていれば、「R4: 他者の育成・指導ができる」、「R3: 

マウスを合わせると 
回答ランクが表示され

ます。 



SSI-iCD◆操作マニュアル[一般ユーザー用]_Ver1.0.doc 28

実行しており、その経験や成果を説明できる」の回答ランクで習得している場合ー

はこの条件を満たすことになります。 

 

レベル判定条件（全表示） 

レベル判定条件を一覧で閲覧を行います。 

レベル判定条件画面の「全表示」をクリックすると、次のような画面が表示され、

レベル判定条件を一覧で閲覧することができます。 

 

緑字で表示されている項目は、習得しているタスクです。赤字で表示されている項

目は、未習得のタスクです。 

回答ランクには登録している回答ランクが表示されています。登録がされていない

場合は「なし」または「未回答」が表示されます。 
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タスク項目レベル 

※本機能は、デフォルトOFFになっています。 
タスク項目レベルの閲覧を行います。 

メニューの「タスク項目レベル」をクリックすると、次のような画面が表示され、

閲覧したい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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閲覧を行う役割/専門分野を選択し、「役割/専門分野選択」をクリックすると次の

ような画面が表示され、タスク一覧を閲覧することができます。 

 

※選択した、役割/専門分野のレベル条件になっているタスク以外は選択できませ

ん。 

閲覧するタスク分類をクリックすると、以下の画面が表示され、タスク項目レベル

を閲覧することができます。 
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各タスク項目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。 

 

確認を行いたい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。 

 

「設定」ボタンをクリックすると、タスク評価項目に対する回答ランクを変更する

ことができます。 
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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。 

メニューの「提出」→「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、個人情報プリントアウトを閲覧することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ファイル出力はこちら」をクリックすると以下のようなExcelファイルを出力する

ことが出来ます。 
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履歴差分表示 

ユーザー本人のフレームワークのレベルやタスク評価項目回答ランクの差分を過去

の履歴を使用し、表示します。 
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。 

    

 

 

 

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。） 
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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は、レベル２として表示されます。 

また、各情報（役割など）の名称は全て現在のものを使用します。 


