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はじめに
独立行政法人 情報処理推進機構（ＩＰＡ） ＩＴ人材育成本部 ＩＴスキル標準センターでは、第一
線で活躍しているハイレベルのスキルを持つ者同士が、社内や組織の論理に捕らわれずに建設的に情
報交換や議論が行えるような場を通じて、ＩＴスキル標準の改版、人材育成のあり方等、次世代ＩＴ
サービスビジネスを担う後進人材のスキルアップに貢献するための諸活動を行う、「ＩＴスキル標準
プロフェッショナルコミュニティ」を創設しました。
エデュケーションのプロフェッショナルコミュニティである「エデュケーション委員会」は第 7 番
目の委員会として、2007 年 8 月より活動を開始しました。
本書は、下記に示される委員会メンバにて行った、2007 年度の活動内容をまとめたものです。

・エデュケーション委員会メンバ：2008 年 7 月現在におけるメンバ及び所属は以下の通りです。
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1. 2007 年度の活動について
IT スキル標準の活用を機に、企業においては研修に関する制度や実施体制，研修体系の見直しや再構築へ
の取り組みが進められています。この取り組みの中では、研修コンテンツ作成のスペシャリティだけでなく、
人材育成の全体構想、制度設計、育成ロードマップ全体を整備・維持する能力が求められます。エデュケー
ション職種はすべての IT 人材の育成を担うプロフェッショナルと定義されており、この分野でのエデュケー
ション職種の果たすべき役割が改めて問われていると認識しています。しかし、現在のエデュケーション職
種の責務（V2

2006 での定義）は、スキル開発のための研修企画および実施に限定されており、この要

求には応えられません。そこで、活動初年度の今年度は、エデュケーション職種に求められている責務にフ
ォーカスし、それを実現するための専門分野と知識，スキルを見直し、再定義することを活動目標としまし
た。
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2. エデュケーションについての問題意識
2.1

Education, Training 及び Learning

エデュケーション職種のＩＴスキル標準の見直しに際し、最近の企業内における人材育成に対する方針
の変化について、議論をおこないました。
ISO/IEC JTC1/SC36 という委員会で e ラーニングに関連する国際規格を策定していますが、その
委員会の名称は、「Information technology for learning, education and training」となっており、
邦訳としては「教育、訓練及び学習のための情報技術」ということになります。このように、国際的には、
教育、訓練、学習を使い分けているのですが、これらの特徴をまとめると以下のようになります。

表 教育、訓練および学習の特徴

Education

Training

Learning

評価サイクル

長い

短い

短い

効果測定

難

易

易

視点

指導者

指導者

学習者

・Education
これは、人が知識を身につけるにいたる過程を意味します。評価サイクルは、長期的であり、効果測定
はしにくいという特徴があります。主に、学校教育などで使われ、体系化された知識の習得などが対象に
なります。
・Training
これは、一定期間にある目的をもって行なわれる特定の分野での実際的な教育を意味します。評価サイ
クルは短期的で、効果評価は比較的やりやすいという特徴があります。企業内や職業訓練などで使われ、
スキル（技能）習得などが主たる対象となります。
・Learning
これは、学習者が自ら学ぶことを指し、評価サイクルは比較的短期で、効果も測定しやすいという特徴
があります。
Education、Training と Learning の違いは、それぞれ指導者と学習者という行為の視点の違いがあり
ます。他動詞、自動詞の違いともいえます。
このように、これらの名称については、明確に意味を持たせていくことが求められます。
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『自ら学習する』個人、組織

（１）学習は本人しかできない
教育、訓練及び学習で共通しているのは、学んで

「学ぶのは自分（本人）で、学びを他人に代わっても
らうことはできない。また学ばずして習得することは
できない」

いるのは学習者自身であることです。
そして、教える側は決して代わりに学習してあげ
ることはできないのであり、本人以外に学ぶことは

いかに学ぶ環境を提供し、学びが継続する仕組みを提
いかに学ぶ環境を提供し、学びが継続する仕組みを提
供することが重要である
供することが重要である

できません。重要なことは、この原理は変更不能で
あるというところから、人材育成目標を達成するた
めにどうするかという視点です。
つまり、学習者の学びの意欲や目的、理解度は一

一人一人の「学びの意欲」,「学びの目的の違い」に、
いかに適合させて、それぞれの目的を達成するかが
問題である

図 学習の本質

人一人すべて違っているという事実に対し、どのよ
うに対応し、そして学習結果としての効果に対し説明責任を果たせばよいのかが、この専門職種のスキル
として重視すべき課題となります。

（２）学ぶ組織（Learning Organization）の実現
そのために、できることは、学びの環境を整え、そして学習意欲を常に引き出し、維持し、結果として
目標に達成する仕組みを提供することになります。
そうなってくると、学習支援に必要なことは、学習者の現在の状況を自己評価する力とそれを共有しな
がら導いていく支援です。学習評価はまず、学習者自身が、自分でわかることが重要です。それなしに学
習継続をさせることは非常に難しいことです。
企業内の人材育成としても、すべてのことを体系化して教育、訓練するということが不可能になりつつ
ある中で、環境変化に対する柔軟な対応をしながら、経営目標を達成していくためには、教育訓練という
視点から、社員自らが変化に合わせて必要なものを学習し続ける方向に転換しつつあります。組織的には、
本人の学習動機を促進することと、企業における人事制度等の連携などを合わせて実現していくことが求
められてきています。学習を行える環境を整えていくことが企業としての役割となっていきます。このよ
うに、組織的に学習し続けていけるような組織を「Learning Organization(学ぶ組織)」と呼んでいます。
これらの動向から、今後目指していく「education→Learning」という目標に合わせて、職種の名称も
Learning を実現していくことを支援するサービス提供者としての名称に変更してく必要があります。
また、従来、講師、インストラクタ、トレーナなどと呼ばれていた指導者としての専門職種も、上記で
述べた学びを支援していくという考え方から名称を考える必要があります。
新たな指導者としての活動は、ファシリテーションという概念に近い活動です。
「Facilitation」は、facile
ラテン語で「実行できる」の意味で、促進させることという意味になります。ファシリテータは促進役と
いう意味で、新たな学習支援者ということになります。ただし、様々な分野でファシリテータという言葉
が使われますので、ここでは、「ラーニングファシリテータ」と呼びます。
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人材育成戦略領域の重要性

IT スキル標準が対象とする産業領域、すなわち知的集約型産業において、最大の経営資本は人材といえ
ます。よって元来経営戦略がこの経営資本の最大化が目的だとすると、有効な投資により、人材を保全し、
その価値を最大化することが第一の目的になります。このための人材戦略は、単に育成だけでなく、広範
囲な捉え方が必要との認識が高まりつつあると思います。

このような現状において、前項に続くもうひとつの課題認識は、現エデュケーション職種が課題形成の
プロセスに関与せずに、課題形成がなされた後の具体化、すなわち研修企画とインストラクションに限定
されていてよいのかと言う点でした。一般的には経営戦略→人材戦略→人材育成戦略→人材育成戦略の具
体化→実施→検証と続くプロセスがありますが、従来の考え方では、人材戦略及び人材育成戦略のプロセ
スはだれが担当するのかはっきりしません。しかしながらこの部分は実際に存在するプロセスであり、人
材育成戦略の具体化にとって非常に重要なプロセスです。なぜ重要かと言いますと、

①外部環境の急激な変化や技術革新のスピードに対応するために、経営戦略に合致した機動的・戦略的な
人材育成の必要性が非常に高まっていること。
②従来の知識修得型のプログラムは、Web 上の知識データベース充実により大きな影響を受けつつあり、
IT 人材育成の方向性は、知識修得型だけではなく、むしろ「自ら学ぶ」ことへの転換とあいまって、コ
ンピテンシー開発（行動特性変革など）やキャリア開発（知識だけでなく知識をどう顕在化するか）も
含めた広範囲なものに変容しつつある。この中で企業は総資本管理の観点から、戦略的に集中と選択を
図る必要がある。
などが挙げられます。必要な知識を身につけたり、有益な資格を取得することだけが目的でなく、個人
から見れば、自分の望むキャリアをいかに手に入れるかであり、企業から見れば、価値観が多様化する個
人といかにベクトルをあわせて経営成果に結びつけるかが重要視され始めています。これにより企業理念
を体現する人材戦略が必要となり、人材育成に具現化するために人材育成戦略が必要となります。又業界
の人材流動化の観点から見ても、経営資本である人材をいかに保全し、その価値の最大化を図るべきかが、
人材戦略を立案する上で重要なテーマになっています。もはや人材育成戦略とは、研修を企画し、教育を
行うことだけでは成立しなくなっていると言えます。

委員会としては、今まで IT スキル標準でフォーカスされていなかったこの重要なプロセスをだれが担当
しているかと考えました。高度 IT 人材育成の観点から考えると、IT 技術に精通し、人材育成戦略の具体
化に実績をもつ人材が、人材戦略立案から関与することが、より実際的で機動的と判断し、現エデュケー
ション職種が積極的に関わるべきプロセスであると考えました。

一方、企業経営の側から見ると、高度 IT 人材育成に対して、戦略立案から携わる力のある人材の存在は、
社内にこのような高度な知識･経験を有する人材が育成されていないケースが多いことから、有償でも望
まれるものであると判断しました。ビジネスとしても成立しつつあるこの領域は、IT スキル標準の職種を
見るに、IT のプロ育成を任ずる現エデュケーション職種が担当することが自然だと判断しました。
むしろ積極的にこの領域を定義し、プロを育成することが、ひいては日本の高度 IT 人材育成に寄与する
ものと考えています。
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高度ＩＴ人材の育成と解決の方向性

高度 IT 人材はどのようにして高度 IT 人材になるのか、高度 IT 人材が育成可能だとしたら、誰がどのよ
うにして育成すべきか、あるいは育成することができるのか、どう育成すると効果的、効率的なのか、こ
ういった課題に対して、我々の現時点での検討結果を提示します。

「教育」に関して、我々は長年、「教える者」と「教えてもらう者」の関係を暗黙のうちに前提とした
人材育成を行ってきました。実施ボリュームが一番大きいと思われる、知識付与を主体とする教育では、
確かにその方法が適しているでしょう。管理者になった人に「部下の育成も仕事である」と言った場合、
言った側も言われた側も、何かを教えなければならないといった強迫的観念になっていたのではないでし
ょうか。新人に対してはその通りでしょう。しかし、相手のレベルが上位になるにしたがって、教えるこ
とは難しく、教えるより自分でやった方が早いという思いになり、人材育成がストレスになっていたよう
にも思います。苦労して教えたとしても、ある人の教え方が本当にその人にとって役立っていたのでしょ
うか。

そもそも、教育とは、学習を支援する活動の総体です。学習とは、その人が成長するために必要な仕事
人生における全ての心身活動であるととらえることができます。したがって、教育は、学習の環境を整え、
動機を維持し、様々なかかわりをもち、目標とするところに到達できるように支援することです。

さて、高度 IT 人材の育成を考えたときに基本的な知識以外に何を教えることができるでしょうか。
例えば、プロジェクトマネージメントで考えてみます。プロジェクトの環境や制約条件はそれぞれであ
り、プロジェクトのメンバも固定しないことが多いものです。どのプロジェクトも、ゴールは、所定の期
日までに、所期の機能を予定された予算内で実現することです。しかし、可変パラメータは膨大ですから、
一意の解はあり得ません。そこで、Off JT では、ケースメソッド的な演習をしたり、上級者との議論等
を通じて、経験とそこで得られた暗黙知を形式知化する（表出化）試みがなされたりします。一部はメソ
ドロジ化されるでしょう。また、OJT と称してあるプロジェクトに参加させ、何らかのかかわりをすると
思われます。それは先輩としてのその人独自のやり方かもしれません。実際の現場での活動は、個々人の
価値観や思考行動様式、性格まで反映された、人それぞれの持ち味やチームカラーといった面が色濃く出
る場合があります。
モノ作りの事例ですが、宮大工という高度なプロフェッショナルの人材育成に関して、「基本は教えな
いこと」、「必要なのは本人が悟ること。体の記憶として自分で身につけること」、「わからないことが
あっても、悩み抜いた末の質問でなければ、答えを深く聞くことはできない」と言われています。高度 IT
人材も、上位になるほど、同様なことが言えるのではないでしょうか。上記に関連すると思われる理論的
モデルとしては、「認知的徒弟制」というものがあります。また「正統的周辺参加」という概念がありま
す。

以上のような背景や議論を踏まえると、高度 IT 人材育成には、場や状況、個々人を良く見た上でのかか
わりが必須であり、教育に関するスキル（知識・理論、経験・実績）の有無が重要な要素になることがわ
かります。
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したがって、高度 IT 人材育成は、教育に関するスキルを身に付けたその分野の専門家が教育する場合と、
教育に関するスキルをもった教育の専門家が、その分野の専門家と組んで、あるいは役割分担をして実施
する場合があると考えます。前者の場合、教育の専門家の主な役割は、「TTT（Teach The Teacher）」
というものです。後者の場合、教育の専門家の役割は一種の「ファシリテーション」です。（「ファシリ
テーション」に関してはさまざまな使われ方があるので、ここでは触れません）

今まで述べたことは、主に「実施過程」に関する教育の専門家の役割ですが、実は、その前段としては、
何のための教育なのか（コンサル過程）、どういう教育体系を開発するのか（デザイン過程）、そしてそ
れぞれの過程に対する専門的な評価手法に基づく評価結果を明らかにする必要があります。評価に関して
も「カークパトリックの 4 段階評価」等、種々の概念・理論が必要になります。
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2.5

改善提案報告書（中間報告）

エデュケーションの専門性

ＩＴスキル標準公開後、ＩＴに携わる職種のスキル標準が可視化され育成を中心に推進されてきました。
エデュケーション職種は、それらの職種を育成する役割を担うわけですが、現在の職種の定義にあるよ
うに、ニーズに合わせた研修を企画し開発、実施、評価することだけでは育成できないことは前章までに
記述してきました。
下図にあるように、専門領域の下位レベルであれば、知識スキル醸成の研修で育成可能ですが、上位に
なると、知識伝達よりは、より実践的な研修が要求され、業務経験やファシリテーションスキルが必要と
なり、現場経験の無いインストラクタは現場のプロからの知財を吸収し研修しているのが現状です。
それであれば、上位レベルの育成は該当する職種のプロが担うことが望ましく、その際エデュケーショ
ン職種のプロは専門性を活かし、教授法を伝授し研修に活かしてもらうことでＩＴスキル標準に定義され
ている「プロがプロを育てる」に繋がると考えられます。
教授法に関する知識，スキルレベ
ルを修得する。レベル４以上のIT
プロフェッショナルには必須。

教授内容（専門領域）に
関する知識・ｽｷﾙﾚﾍﾞﾙ

7
6

PM

5

PM

PM
育成のプロフェッショナルとして、
ITプロフェッショナルへ教授法
を教授する

4
教授法を修得した上位レ
ベルのITプロフェッショナ
3
ルが育成する
2

人材戦略策定から実施まで高
度ＩＴ人材の継続的な育成をサ
ポートする

ラーニング
プロフェショナル

1
1

2

図

3

4

5

6

7

エデュケーション職種の役割

教授法に関する
知識・ｽｷﾙﾚﾍﾞﾙ

エデュケーション職種の専門性を可視化するために、専門領域で必要な知識を洗い出しました。このこ
とにより、他職種の専門分野の人材育成にエデュケーションが関与する部分と知識が明確になりました。
下記の知識体系は今後も改訂を続け拡充させていきます。

図 エデュケーション職種の知識体系（案）
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改善提案報告書（中間報告）

3. 検討プロセスと検討結果
3.1

現状のＩＴスキル標準の確認、教育研修活動に関する課題の明確化

本委員会で検討を始めるにあたり、今回新たに集まったメンバにより現状のＩＴスキル標準の確認から
行いました。

エデュケーションの概要
職種

担当分野の専門技術と研修に関連する専門技術を活用し、ユ
ーザのスキル開発要件に合致した研修カリキュラムや研修コー
スのニーズの分析、設計、開発、運営、評価を実施する。

インストラクション

研修企画

専門分野

職種の説明

エデュケーション

●研修企画
ニーズに対応した研修の企画設計、カリキュラム、コース、
教材作成及び実施形態(集合研修、eラーニング)を設計する
とともに、カリキュラム開発のリード、研修の実績評価及び管
理を行う。
●インストラクション
個別の研修コースにおける開発及びインストラクションを行う
とともに、運営管理及び実績評価を行う。

レベル７

＜想定条件＞
※研修講座：同一の研修テーマを持つ複数の研修コースのまとまり
※１講座の研修コース数：標準的に５～１０コース程度から構成される

レベル６
レベル５
レベル４
レベル３
レベル２
レベル 1

エデュケーション職種は他の職種を育成する人材である一方で、プロはプロが育てるとも言われており、
各職種のプロフェッショナルコミュニティがそれぞれに育成ハンドブックを作成している現状がありま
す。
また、実際の教育研修活動の状況を確認する中で以下のような課題が挙げられました。
・ 人材育成戦略の重要性が高まっており、どのような人材が必要で、どのような育成戦略をとる必要があ
るのか考える部分が、現在の定義では欠落している。
・ 研修実施だけではなく、実施後の評価、結果も求められている。
・ エデュケーション職種が社会の中で自立した専門家として成り立つのかどうか、はっきりさせたい。
・ 専門分野において高いスキルを持った人が必ずしも高い育成スキルを持っているわけではない。

以上から、
現状の定義にとらわれず、あるべき人材像を確認することから検討を進めることとしました。
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3.2

改善提案報告書（中間報告）

あるべき人材像・役割の検討

エデュケーション職種に求められる役割について、以下のような検討を行いました。
・ エデュケーション職種が関わる活動領域としては人材育成戦略から始まって、研修企画、研修開発、研
修実施である。
・ 高度ＩＴ人材（レベル 4 以上）の育成では、知識を付与するだけでの育成ではなく、OJT トレーナや
メンター、ファシリテータなどが必要と思われる。
・ ある一定規模のシステム導入時にマニュアル開発からエンドユーザへの操作教育までの専門家を切り出
す必要があるのではなか。
・ 人を成長させるために必要なラーニングスキルやラーニングテクニック、学習者のモチベーションを維
持し、学習者のレベルに併せて臨機応変に対応できるスキル（ファシリテーションスキル）などが必要
となる。

以上から、次の５つの専門分野を仮置きして検討していくこととしました。
－エデュケーションコンサル＆メトリシャン
－エデュケーションプランナー＆コーディネータ
－エデュケーションファシリテータ
－プロフェッショナルインストラクタ
－システム導入時対応
（名称は検討過程のもの）
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3.3

改善提案報告書（中間報告）

活動領域と概要の検討

エデュケーション職種の人材像や役割の検討を通じて職種の輪郭が見えてきましたが、さらに専門分野
をどのように構成すべきかを判断するためにも、そもそも職種として専門性が要求される、どのような活
動領域があるかについて議論を重ね詳細の詰めを行いました。
活動領域については、人材戦略策定を起点にして人材育成活動のコース実施に至るプロセスを分解して、
当初は、評価を除く 8 ステップで定義しました。最終的には、評価を実施のステップから独立させ下記の
ように９ステップにしました。
① 人材戦略策定
② 人材育成戦略立案
③ 育成構想立案
④ 育成要件定義
⑤ コース企画／計画
⑥ コース設計、教案策定
⑦ コース開発／トライアル実施
⑧ 実施
⑨ 評価
活動領域の検討にあたっては、ＩＴスキル標準のキャリア編に定義されている「ＩＴ投資の局面と活動
領域」にあるシステムライフサイクルモデルの戦略策定・情報化企画・開発・運用保守のプロセスを参照
して、これを人材育成のプロセスに置き換えるアプローチをしました。
次に、それぞれのスッテップの検討内容について紹介します。

①

人材戦略策定

この内容としては、下記のようにまとめました。
・中期（3 年程度）事業戦略を基に人材リソースの現状を分析してギャップを明らかにし、人材戦略
（どんな能力を持った人材をいつまでに必要か）を策定する。（ただし、調達は人事マター）

活動領域の起点としては、事業戦略策定まで含めるか否かが議論になりましたが、結論としては、人材
育成の面から事業戦略策定に関わっているケースはありますが、主たる職務ではないとしました。そこで、
事業戦略は、人材戦略策定のインプット情報として位置づけることにしました。
人材戦略策定にあたっては、事業戦略を実現するために必要な人材のあるべき姿を策定し、これと照ら
し合わせて現状の人材の姿を現状分析して、明らかになったギャップを埋めるための戦略を立てることが
必要になります。
なお、人材戦略の中には、人材を育成するか、調達するかの２面がありますが調達については、職務外
であるとの共通認識から検討対象からはずしました。
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②

改善提案報告書（中間報告）

人材育成戦略立案

この内容としては、下記のようにまとめました。
・人材ポートフォリオを基に優先順位を決めて KPI を決める（対象期間は 3 年程度）
・キャリアパスモデル
・評価設計
人材育成の具体的な策を検討する前に、基本方針を明確にすることが大切との認識のもとに、また、育
成できているか否かの判断基準をどうするか決めることが重要とのことからキャリアパスモデルと評価
基準の２つのキーワードが抽出されました。
このときに人材育成は投資であるとの認識から事業戦略・人材戦略と合致するように育成の優先順位付
けを考えることが大切としました。

③

育成構想立案

この内容としては、下記のようにまとめました。
・育成方法（研修、ローテーション、OJＴ）
・教育体系の作成
・プロセス改善
・対象者の確定

このプロセスは、基本設計、方式設計の段階にあたり具体的な構想策定のステップとして内容を洗い出
しました。
人材の育成には、研修のみならず実務の中での指導（ＯＪＴ）や多様な実務経験（ローテーション）を
組み合わせてキャリアを積ませることが重要ですが、特に、エデュケーションの職務としては研修が主務
になるとの認識から、研修にフォーカスを当てて検討しました。

④

育成要件定義

この内容としては、下記のようにまとめました。
・研修ロードマップ
・研修コース体系

育成要件定義のポイントは、いつまでにどのような職務（タスク）ができるようにするために、どのよ
うなスキルを身に付けさせるべきかを明確にし、さらに、それに必要な知識項目を習得できる研修として
は何が必要かを明らかにして研修ロードマップを策定することになります。
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⑤

改善提案報告書（中間報告）

コース企画／計画

この内容としては、下記のようにまとめました。
・いつまでに何のコースを誰が作るか、調達するのかを決める
・インストラクショナルデザイン（ＩＤ）

研修コースの体系が策定できましたら、それぞれの研修コースの実装をどうするかを企画・計画するス
テップが、ここになります。
自社でのコース開発をするか、外部から調達をするかを決めるのもこのステップになりますがいずれに
しても研修で得られる成果を明確に設定して、それが実現できる研修コースを構成する必要があります。
そのときに重要なメソドロジがインストラクショナルデザインになります。

⑥

コース設計、教案策定

この内容としては、下記のようにまとめました。
・教育環境要件
・コース評価設計

ここは研修コースの内容について詳細設計をするステップです。知識項目を基に時間割や研修方法など
について詰めていきます。また、研修実施に必要な設備要件やその調達についても具体化します。そして、
実施結果が所定の成果を出しているかを評価するための基準や方法も明確にします。

⑦

コース開発／トライアル実施

この内容としては、下記のようにまとめました。
・教材開発
・インストラクションマニュアル
・Ｔ３（Teach The Teacher）

ここでは、コース開発と初回のトライアル実施のポイントについてまとめました。
コース開発を自社で行う場合、テキストや演習問題、プレゼンテーションのためのスライド作成などの
教材開発が必要です。また、コースの開発者が実施するとは限らないため、実施担当者がコースを実施で
きるようにするためのマニュアル作り（指導のための手引書）や講師の指導・育成（Ｔ３）でコース実施
の段取りが完了します。
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⑧

改善提案報告書（中間報告）

実施

この内容としては、下記のようにまとめました。
・ファシリテーション（インストラクションを含む）

初級技術者を育成する場合は、知識項目の習得や実技習得のトレーニングが中心になりますので教える
人と教わる人が明確に分かれ、これを効果的に実施するのがインストラクション技術になります。そこで、
従来はこの技術者をインストラクタと呼称し、一般に馴染みのあるものとして、今日に至っているといえ
ます。
一方、今日の事業戦略を実現するために求められている人材は、高度な技術者です。これをいかに育成
するかが最大の課題であるとの認識から、従来のインストラクションではなく、プロがプロとしての技術
をさらに磨くためのサポートをするための方法論としてファシリテーションを挙げました。
なお、社会人の研修において重要なことは、初級技術者が対象といえども、教える、教わるという姿勢
では駄目であり、最初から自ら学べる力を身に付けるとこができるように指導すべきとのメーセージを込
めていることも特筆すべきことです。

⑨

評価

この内容としては、下記のようにまとめました。
・活動領域のステップごとの計画に対する実施結果の評価

人材育成のプロセスも評価・改善のステップが抜けては、成り立ちません。評価は、それぞれの活動領
域に対になり必要になり、不備があれば改善することが重要であることを強調しました。
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3.4

改善提案報告書（中間報告）

知識体系の整理・検討、活動領域と知識体系のマッピング

エデュケーション職の専門性を明らかにするために知識体系（ＢＯＫ：Body of knowledge）を詳細
に洗い出しました。洗い出しにあたっては、専門知識・スキルと共通知識・理論に分けて知識項目の詳細
を抽出し、さらに、結果のまとめとしては、前節の活動領域を意識して中分類レベルにグループ分けしま
した。
以下に、中分類レベルの知識項目を示します。
① 専門知識・スキル
・ 企画コンサルティング基礎
・ 研修プログラム設計
・ 教材開発基礎
・ 教授法
・ 指導者育成
・ 学習評価
② 共通知識・理論
・エデュケーション基礎知識
・ＩＴ基礎知識
なお、小項目レベルの知識項目のまとめについては、今後の課題として詰をする予定です。
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改善提案報告書（中間報告）

活動領域と専門分野の検討、スキル項目の抽出と検討

3.5

企業に於ける研修の役割を、全社の目的達成のために経営的視点に立ち、人的資源の育成指針の立案、
実施計画策定、育成手段の提供、評価までをその活動領域とします。
また、育成の実施に当っては、知識教育の提供に留まらず、経験を重ねる事による成長の支援、自らが
学習し向上するためのファシリテーションも含めレベル４以上のスキル育成を行う必要があると考えま
す。
次の専門分野
• デュケーションコンサル＆メトリシャン
• エデュケーションプランナー＆コーディネータ
• エデュケーションファシリテータ
• プロフェッショナルインストラクタ
• システム導入時対応
を下記３つの専門分野にまとめました。
• デュケーションコンサルタント：
人材戦略の立案とその戦略に基づく研修体系の立案
• エデュケーションデザイナ：
人材育成の要件定義の実施，研修体系・コースの開発の立案･コーディネート・実施
• IT ファシリテータ：
教授の専門家としてファシリテーションを含む研修の実施，育成支援の実施
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3.6

改善提案報告書（中間報告）

職種名

（１）職種名の変更について
職種名は「ラーニングプロフェッショナル」とします。
職種名を上記としたのは以下のような議論から決まりました。
・共に育つ、教えることは学ぶこと、教え導くという思いをこめたい。
・「ラーニング」という言葉には「主体的に学ぶ」という意味があり、これを支援する職種である。
・教えるというより、学習を支援する。
・教える、教えられるというより、「学習を支援する」という意味を出せる職種名にしたい。

（２）職種の定義
新たな「ラーニングプロフェッショナル」職種の定義
企業の経営戦略／事業戦略に基づく人材育成要求を分析し、人材育成戦略や研修体系を策定する。また、担
当分野の専門技術と研修に関する専門技術を活用し、ユーザのスキル開発要件に合致した研修カリキュラム
や研修コースの設計，開発，実施，評価を行う。
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改善提案報告書（中間報告）

専門分野ごとのスキル項目整理と知識体系のマッピング

3.7

各専門分野と活動領域区分の対応を以下にあらわします。
活動領域
区分

人材戦略
策定

人材育成
戦略立案

人材育成 人材育成
コース企画
構想立案 要件定義

コース設 コース開発
計、
/トライアル
教案策定
実施

実施

評価
(評価対象は
異なる）

ラーニングコンサルタント
ラーニングデザイナ
ラーニングファシリテータ

図 専門分野と活動領域区分の対応

主たる活動領域

上記活動区分には，それぞれの結果に対する評価活動が含まれるものとします。
当該活動領域で必要となるスキル・知識に関しては｢スキル項目・知識項目の整理｣として取りまとめま
した。

また、自ら学習し、成長・育成する事を支援することを目指し、 専門分野名を
• ラーニングコンサルタント
• ラーニングデザイナ
• ラーニングファシリテータ
としました。

専門分野の定義は次のとおりです。
●ラーニングコンサルタント
企業の経営戦略／事業戦略に基づく人材育成要求を分析し、人材育成戦略（人材ポートフォリオ分析，人材
モデル／キャリアパス定義，人材育成諸施策）の策定や研修ロードマップ・研修コース体系の企画を行う。

●ラーニングデザイナ
ニーズに対応した研修の企画設計、研修コース体系、コース、教材作成及び実施形態(集合研修、e ラーニン
グ)を設計するとともに、コース開発のリード、研修の評価基準の設計、実績評価及び管理を行う。

●ラーニングファシリテータ
個別の研修コースにおけるファシリテーション（インストラクションを含む）を行うとともに、運営管理及
び実績評価を行う。
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各専門分野とレベルとの対応は次のとおりとしました。
職種

ラーニング
ファシリテータ

ラーニングデザイナ

ラーニング
コンサルタント

専門分野

ラーニングプロフェッショナル

レベル７
レベル６
レベル５
レベル４
レベル３
レベル２
レベル1
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専門分野の概要

専門分野ごとに人材像、責任と役割、技術水準、および成果物を整理すると次のようになります。
人材像

責任と役割

技術水準

成果物

ラーニング

企業の経営戦略／事業戦略に基づ

・ビジネスニーズに基づく人材戦略

・顧客の業種業務の理解，IT の技術マップについての理

・人材育成戦略（人材ポートフォリオ，人

コンサルタント

く人材育成要求を分析し、人材育成

上の課題の特定と分析

解

材マップ）

戦略（人材ポートフォリオ分析，人材

・人材育成戦略の立案

・スキル標準に関する知識，導入事例に精通

・人材育成ポリシーガイドライン

モデル／キャリアパス定義，人材育

・人材育成要件定義

・コンサルスキル（情報収集力，問題解決力，ファシリテー

・育成プログラム企画書，研修ロードマ

成諸施策）の策定や研修ロードマッ

ション，論理思考力・・・）

ップ

プ・研修コース体系の企画を行う。

・人材育成，キャリア開発，スキル向上に関する業界トレ
ンドの把握
・人材をとりまく環境に関する見識
・教育研修に関する原理や多様な手法の知識と実戦経験

ラーニング

ニーズに対応した研修の企画設計、

・研修コース企画

・ラーニングアーキテクチャデザイン、インストラクショナル

・研修体系（教育体系図，研修コース体

デザイナ

研修コース体系、コース、教材作成

・研修コース設計

デザインを駆使したコース設計・開発

系，研修プログラム全体体系）

及び実施形態(集合研修、e ラーニン

・研修コース開発／トライアルコース

・教育研修に関する原理や多様な手法の知識と実践経験

・研修コース設計書，研修教材，テキス

グ)を設計するとともに、コース開発

実施

（教案設計技術、成人学習学、教育評価法の理解等）

ト

のリード、研修の評価基準の設計、

・標準化技法（SCORM)に基づくコンテンツ設計・開発

・インストラクションマニュアル

実績評価及び管理を行う。

・コース実施のためのファシリテータの指導

ラーニング

個別の研修コースにおけるファシリ

・研修コース実施

・受講者レベルや人数をみてインストラクションのやり方を

・コース設計書，レッスン設計書

ファシリテータ

テーション（インストラクションを含む）

・研修コース評価

適切に変更できる

・指導マニュアル

を行うとともに、運営管理及び実績

学習ファシリテーションに関する知識，スキル

・受講者満足度，受講者のスキル向上

評価を行う。

・受講者への動機付けを行い、受講者と共に目標に向か

・実施報告レポート（実施報告書，教育

い合うインストラクション実践力

報告レポート）

・教育システムの運用，活用能力

・研修評価レポート

・Teach The Teacher を実施する能力
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達成度指標の検討

ＩＴスキル標準では職種と専門分野ごとに、実務能力のレベルを経験と実績に基づき客観的に評価する
指標として達成度指標を定義しています。レベルの評価自体は、あくまでも経験や実績に基づく達成度指
標によって行うのがＩＴスキル標準の特色です。
以下にＩＴスキル標準の考え方をし、達成度指標を検討するためのベースを示します。

達成度指標には、個人の直接的なビジネスへの貢献と、社内あるいは情報サービス産業の成長へのプロ
フェッショナルとしての貢献の度合いを定義しています。上位レベルではプロフェッショナルとしての貢
献に後進の育成（同じ職種のプロフェッショナル育成）が含まれます。実際に人材のレベルを評価する際
には、双方の貢献度合いを総合的に判断することになります。達成度指標では、職種・専門分野の各「実
務能力」レベルのプロフェッショナルとして認められるために必要となる、成功裡に完了した経験と実績
の要件を定義しています。

＜ビジネス貢献＞
現在のビジネスに対する評価指標です。責任性、複雑性、サイズの各指標の組み合わせで評価します。
•責任性：顧客に対する責任の重さを表す要素で、対応すべき立場の責任性をレベル毎に設定します。
•複雑性：プロジェクトの難易度を表す要素で、新規性、ミッションクリティカル性、国際性等の難
易度をレベル毎に設定します。
•サイズ：プロジェクトの規模を表す要素で、プロジェクト規模、あるいはビジネス規模をレベル毎
に設定します。複雑性要件が高い場合のサイズ要件を併記し、小さいサイズでも複雑性で
の難易度が高ければ、上位レベルの責任性と同等と評価します。
＜プロフェッショナル貢献＞
将来の発展に対する評価指標です。専門技術の向上や普及に代表される専門価値の創造と技術の継承、
後進育成に関する貢献活動を評価します

【ビジネス貢献】

ビジネス貢献

要素
ﾚﾍﾞﾙ

難易度

責任性

責任性
７

責任分野と役割
（ﾋﾞｼﾞﾈｽ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの難易性）

複雑性

６

チームの責任者
として他をリード

サイズ
５

ビジネスへの直接の成果
(組織の存続）
４

チームのリーダ

【プロフェッショナル貢献】
専門分野でのリーダーシップ
人材の育成
（組織、業界の継続的成長）

専門性の発揮度

技術の継承実績

中度複雑性要件かつレベル７相当のサイズ要件 ３回以上、 専門領域に関して他を指導で
または
成功裡に遂 きる高度な専門性保有し、業
界をリードしている
高度複雑性要件かつレベル６相当のサイズ条件 行・達成

５項
以上

中度複雑性要件かつレベル６相当のサイズ要件 ３回以上、 専門領域に関して他を指導で
または
成功裡に遂 きる高度な専門性保有し、業
高度複雑性要件かつレベル５相当のサイズ条件 行・達成 界に貢献している

４項
以上

中度複雑性要件かつレベル５相当のサイズ要件 ３回以上、 専門領域に関して他を指導で
または
成功裡に遂 きる高度の専門性保有し、社
高度複雑性要件かつレベル４相当のサイズ条件 行・達成 内に貢献している

３項
以上

中度複雑性要件かつレベル４相当のサイズ要件 ２回以上、 専門領域に関して高度の専
成功裡に遂 門性保有し、後進を指導して
または
高度複雑性要件かつレベル３相当のサイズ条件 行・達成 いる

１項
以上

１回以上の
参画経験

メンバ

□学会、委員会等
プロフェッショナル
コミュニティ活動
□著書
□社外論文掲載
□社内論文掲載
□社外講師
□社内講師
□特許出願

後進
育成

必須

専門領域に関して専門性を保
有し、独力で実践している

中度複雑性要件かつレベル３のサイズ要件

３
２

プロフェッショナル貢献
経験、実績

低複雑度要件

－

－

専門性を踏まえて活動を実施

１

図 達成度指標の考え方

「ＩＴスキル標準 概要編」より引用

図は、全職種で共通の評価指標設定の考え方を示しています。これを踏まえて、当委員会において新た
なエデュケーション職種の各専門分野における達成度指標を検討しました。
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□ラーニングコンサルタントについての検討内容
＜サイズについて＞
• 人員数とコース数による規模感が指標として妥当である。
• 人員数について、研修をデリバリする量と母集団の量は必ずしも同じではないが、企業規模より IT 対
象者数とするのが妥当である。（レベル感については JISA 統計資料を参考に決定）
• コース数のレベル感は、メンバの所属している企業毎に適切な人数規模を出して検討。

□ラーニングデザインについての検討内容
＜複雑性について＞
• 評価方法の策定は難しいが、研修に対しての費用対効果についても厳しく求められている現状を考え、
指標を検討する必要がある。
• 評価については、現状において評価をどの程度行っているのかにより「ものさし」が変わってくる。
例えば、初めて評価を取り入れる場合であれば、単純に学習したものを現場で「活用した、しない」
の評価をするだけでも十分意味がある。しかし、次の段階では「どのくらい」ということが問題にな
り、費用対効果も求められるので、評価の「ものさし」を規定することが難しくなっていく。
• e-ラーニングの標準化を進めているような人材は、この分野のレベル 7 に相当する人がおり、協調学
習場の定義をしています（情報処理学会 SC36）。

□ラーニングファシリテータについての検討内容
＜複雑性について＞
• スキルの高い人（プロフェッサー／ラーニングファシリティ領域の専門家 SME(Subject Matter
Expert)）はビジネス貢献（本業）として（IT ファシリテータを専門とする後進以外の）「教える人」
を育てられるはずであり、育てる必要がある。
• ファシリテータは他の専門分野のレベル 2 までは教えられる（レベル 3 を教えるのは難しい）ことを
前提とする。それ以上の人を教えるには各専門分野の人に教授法を教えて指導してもらうことになり、
これを達成度指標に組込みこむ必要がある。
• ＳＭＥで講義を担当する人はファシリテータのレベル 3 を必須とする。また、レベル 4 の複雑性に「Ｓ
ＭＥへの教授法の教授」を追加し、レベル 5 以上ではこの項目を必須とする。
• 役割として、「教える人をさらに教える」という最高レベルの表現を加え、ファシリテータに高い目
標を設定できるようにする。

＜サイズについて＞
• ファシリテータの上位レベルとしては、学習モデルを組み合わせながらゴールに到達する人、国際的
な舞台で教育ができる人、どのようなモチベーションの人が混ざっていても実施ができる人、多人数
を相手にできる人、講師を育てられる人、等が考えられる。
• 受講生の多様性や質を軸にして測ってはどうか。
• チームの規模感を入れてはどうか。
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• 専門分野をたくさんカバーしている人のレベルが高いのではなく、ＳＭＥと協業してコースを作ると
いうことを前提に、レベル 4 から複数講座に跨る必要がある。
• 生涯、一インストラクタとして活躍する人、世界的に活躍する人がいる。
• ファシリテータのレベルが上がってきてレベル 7 になるというより、各専門分野のレベル 7 の人がフ
ァシリテータになり、ファシリテータのレベル 7 になるのが通常のパターンであると思われる。

＜プロフェッショナル貢献について＞
• ＳＭＥとして教えるのはビジネス貢献であるのに対し、ラーニングプロフェショナルを育てるのはプ
ロフェッショナル貢献であると考える。従って社内講師、社外講師に関しては、対象としている IT 分
野の講師をするのではなく、ラーニングファシリテータのプロとして方法論などを講義することを想
定している。
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3.10 達成度指標のレベル記述の違い（案）
達成度指標のレベル記述の違いについて、現段階での案をまとめると以下のようになります。
■達成度指標のレベル記述の違い（ビジネス貢献）

専門分野「ラーニングコンサルタント」
ビジネス貢献

レベル

責任性
活動局面

役割・責任範囲

品質条件

複雑性
実績回数

複雑性要件

必要条
件数
ｎ項目
以上

ＩＴ対象人材像として２０００人以上（２０
００コース以上の研修設定が見込まれる）
の会社の全職種に対する人材育成施策策定
プロジェクトを５名以上のプロジェクトチ
ームを複数運営

9 項目
以上

ＩＴ対象人材像として１０００人以上（１０
００コース以上の研修設定が見込まれる）
の会社の全職種に対する人材育成施策策定
プロジェクト

7

6
人材戦略策定
の局面におけ
る

5

4

（人材育成のス
ペシャリティを
活用した）人材
育成施策作成プ
ロジェクト全体
の責任者として

プロジェクトチーム
をリードし、作成した
人材育成施策がもた
らす価値や効果（従業
員満足度／従業員パ
フォーマンスの向
上）、実現可能性など
に責任を持ち

人材育成施策作成プ
ロジェクトを 3 回以
上（内 1 回以上は該
当レベル、他は該当
レベルより 1 つ下の
レベル以上の複雑
性、サイズ相当）を
成功裡に達成した経
験と実績を有する

□人材育成施策の適用範囲に海外の支
社を含む
□人材育成施策の適用範囲にグループ
会社を含む
下記の要件を含む

ｎ項目
以上

7 項目
以上

□高度な知識、経験を必要
□先進的な領域
□先進的な施策
□先進的な研修体系
□意思決定に関わるステークホルダー
が多数の組織にわたる
□クライアントから厳しいＲＯＩ条件
を負荷されている
人材育成施策作成プ □変革の対象となる業務領域が多く、対
象となる職種が多い
ロジェクトを 2 回以
上（レベル 4 以上の □変革後、従業員に相当な負荷の増大が
見込まれる
複雑性、サイズ相当）
を成功裡に達成した
経験と実績を有する
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サイズ

ｎ項目
以上

ＩＴ対象人材像として１０００人以上（１０
００コース以上の研修設定が見込まれる）
の会社の５つ以上の職種に対する人材育成
施策策定プロジェクトを３名以上のプロジ
ェクトチームを複数運営
ＩＴ対象人材像として３００人以上（３００
コース以上の研修設定が見込まれる）の会
社の５つ以上の職種に対する人材育成施策
策定プロジェクト
ＩＴ対象人材像として３００人以上（３００
コース以上の研修設定が見込まれる）の会
社の２つ以上の職種に対する人材育成施策
策定プロジェクトを２名以上のプロジェク
トチームを複数運営

７項目
以上

ＩＴ対象人材像として３００人未満（１００
コース以上の研修設定が見込まれる）の会社
の２つ以上の職種に対する人材育成施策策定
プロジェクト

n 項目
以上

ＩＴ対象人材像として３００人未満（１００
コース以上の研修設定が見込まれる）の会社
の単一職種に対する２つ以上の人材育成施策
策定プロジェクトを運営

エデュケーション委員会
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■達成度指標のレベル記述の違い（プロフェッショナル貢献）

専門分野「ラーニングコンサルタント」
プロフェッショナル貢献

レベル

技術の継承に対する実績度
専門分野別主要テーマ

他を指導することができる高度
な専門性を保有し、業界をリード
している

7
□人材育成に固有のスペシャリティ
6

□ラーニングコンサルティング事業戦略策定
□ラーニングコンサルティングビジネスの提案活動

5

貢献度合い

□ラーニングコンサルティング方法論策定

他を指導することができる高度
な専門性を保有し、業界に貢献し
ている
他を指導することができる高度
な専門性を保有し、社内に貢献し
ている

後進の育成
活動分野

必要条件数

□学会、委員会等プロフェッ
ショナルコミュニティ活動

５項目以上

必須

４項目以上

必須

３項目以上

必須

１項目以上

必須

□著書
□社外論文掲載
□社内論文掲載
□社外講師
□社内講師

4

高度な専門性を保有し、後進を指
導している
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□特許出願
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■達成度指標のレベル記述の違い（ビジネス貢献）

専門分野「ラーニングデザイナ」
ビジネス貢献

レベル

責任性
活動局面

役割・責任範囲

品質条件

複雑性
実績回数

7

6

研修講座の企
画、設計、開発、
ト ラ イ ア ル 実 全体の責任者
施、評価の局面
における

研修講座の企画設計
について、他のエデュ
ケーション職種をリ
ードし、顧客満足度、
実用性、採算性、目標
とする予算、納期

３回以上（内 1 回以
上は該当レベル、他
は該当レベルより 1
つ下のレベル
以上の複雑性、サイ
ズ相当）成功裡に遂
行した経験と実績を
有する

5

4

研修講座また
は複数講座に
跨る研修コー
スの企画、設
計、開発、トラ
イアル実施、評
価の局面にお
ける

リーダ

研修講座または複数
講座に跨る研修コー
スの企画設計につい
て、顧客満足度、実用
性、採算性

２回以上（レベル４
以上の複雑性、サイ
ズ相当）成功裡に遂
行した経験と実績を
有する

複雑性要件
□業界での先導的な活動
□多様な他プロフェッショナルとの効
果的な協業
□グローバル、多様性への対応
下記の要件を含む

□研修の重要度が高い
□使用実績のない研修形態の使用
□高度な知識、経験を必要
□汎用性の高いコース設定（ラーニング
アーキテクチャの利用）を求められて
いる
□先進的な領域
□実施までの時間的制約が厳しい（緊急
度が高い研修、開発期間が短い）
□多岐にわたる制約条件がある（複数の
研修プラットフォーム、日数、受講生
の地理的条件、前提知識、学習条件等）
□厳しい条件の研修効果を具体的に求
められる
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必要条
件数
左記２
項目と
下位レ
ベル２
項目以
上

サイズ

講座数５講座以上

２項目
以上

講座数５講座以上

４項目
以上

講座数３講座以上

２項目
以上

講座数３講座以上

４項目
以上

講座数１講座以上または複数講座に跨る研修
コース５コース以上

２項目
以上

講座数１講座以上または複数講座に跨る研修
コース５コース以上

エデュケーション委員会

改善提案報告書（中間報告）

■達成度指標のレベル記述の違い（プロフェッショナル貢献）

専門分野「ラーニングデザイナ」
プロフェッショナル貢献

レベル

技術の継承に対する実績度
専門分野別主要テーマ

貢献度合い

後進の育成
活動分野

他を指導することができる高度
な専門性を保有し、業界をリード
している

7

6

□豊富な知識と経験に基づく高度な研修講座の企画、設計、開発
□研修プラン対象の熟知、最適解の選択、複雑、高度な研修講座作成までの責任
□期待される資源と期間内での業務遂行、および担当する複雑、高度な研修講座
作成プロジェクトの管理
□担当講座の収益性管理
□受講者満足度の獲得

5

4

□豊富な知識と経験に基づく高度な研修講座の企画、設計、開発
□研修プラン対象の熟知、最適解の選択、複雑、高度な研修講座作成までの責任
□期待される資源と期間内での業務遂行、および担当する複雑、高度な研修講座
作成プロジェクトの管理
□担当講座の収益諸元の把握
□受講者満足度の獲得

他を指導することができる高度
な専門性を保有し、業界に貢献し
ている

必要条件数
ｎ項目以上

必須

４項目以上

必須

３項目以上

必須

１項目以上

必須

□学会、委員会等プロフェッ
ショナルコミュニティ活動
□著書
□社外論文掲載

他を指導することができる高度
な専門性を保有し、社内に貢献し
ている

□社内論文掲載
□社外講師
□社内講師

高度な専門性を保有し、後進を指
導している
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□特許出願
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■達成度指標のレベル記述の違い（ビジネス貢献）
レベル

責任性
活動局面

役割・責任範囲

7

6

研修講座の
実施、運営、研
実施、運営、
修講座全体の評
評価の局面
価責任者
における

5

４

3

専門分野「ラーニングファシリテータ」
ビジネス貢献

研修講座ま
たは複数講
座に跨る研
修コースの
実施、運営、
評価の局面
における

研修コース
の実施、運
営、評価の局
面における

実施、運営、研
修講座または研
修コース評価の
リーダ

実施、運営、研
修コース評価の
メンバ

品質条件

複雑性
実績内容

国内外での第一人者。
設定された研修講座
の実施に関し、高い顧
客満足度、十分な実用
性、生産性を達成でき
る。また、業界を変革 ３回以上（内１回以
上は該当レベル、他
する力がある。
は該当レベルより 1
つ下のレベル以上の
複雑性、サイズ相当）
他のラーニングプロ
成功裡に遂行した経
フェッショナル職種
験と実績を有する
をリードし、設定され
た研修講座の顧客満
足度、実用性、生産性
を達成できる。

設定された研修講座
または複数講座に跨
る研修コースの顧客
満足度、実用性、生産
性を達成できる。

設定された研修コー
スの顧客満足度、実用
性、生産性を達成でき
る。

複雑性要件

□業界での先導的な活動
□多様な他プロフェッショナルとの
効果的な協業
□グローバルア多様性への対応
下記の要件を含む

□ＳＭＥへの教授法の教授
（レベル 5 以上必須）
下記の要件を含む

必要条
件数

サイズ

左記２
項目と
下位レ
ベル項
目２項
目以上

研修講座数５講座以上

４項目
以上

研修講座数５講座以上

２項目
以上

研修講座数５講座以上

４項目
以上

講座数３講座以上または複数講座に跨る研修
コース５コース以上

２回以上（内１回以
上はレベル４、他は
レベル３以上の複雑
性、サイズ相当）成
功裡に遂行した経験
と実績を有する

□他プロフェショナルとの協業
下記の要件を含む

２項目
以上

講座数３講座以上または複数講座に跨る研修
コース５コース以上

１回以上（レベル３
以上の複雑性、サイ
ズ相当）成功裡に遂
行した経験と実績を
有する

□重要度が高い研修
□使用実績のない研修プラットフォー
ムの使用
□対象分野についての先進的または
高度な領域、知識、経験
□先進的または高度な教授法（研修に
限らない）
□先進的または高度な研修手法□受講
者のレベルが高度
□学習者のモデリングとそれに合わせ
た対応
□複数コースの同時運営（複数ファシ
リテータのマネジメント）

いずれ
かの

講座数１講座以上または複数講座に跨る研修
コース５コース以上
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■達成度指標のレベル記述の違い（プロフェッショナル貢献）

専門分野「ラーニングファシリテータ」
プロフェッショナル貢献

レベル

技術の継承に対する実績度
専門分野別主要テーマ

貢献度合い

後進の育成
活動分野

他を指導することができる高度
な専門性を保有し、業界をリード
している

7

6

□インストラクションおよびコーチングにおける方法論に熟知し、効果的、効率
的に複雑、高度な研修を実施
□受講者満足度の獲得

5

□教授法
□研修手法

他を指導することができる高度
な専門性を保有し、業界に貢献し
ている
他を指導することができる高度
な専門性を保有し、社内に貢献し
ている

4

高度な専門性を保有し、後進を指
導している

3

専門性を保有し、独力で実践して
いる
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□学会、委員会等プロフ
ェッショナルコミュニ
ティ活動
□著書
□社外論文掲載
□社内論文掲載
□社外講師
□社内講師
□特許出願

－

必要条件数

ｎ項目以上

必須

４項目以上

必須

３項目以上

必須

１項目以上

必須

－

－

エデュケーション委員会

改善提案報告書（中間報告）

4. 今後の活動予定
これまでに、エデュケーション委員会の活動及び提案事項をまとめましたが、これから他の職種との調整
や IT スキル標準のドキュメントおよび附属書の整備をしていく必要があると考えています。具体的には以下
のような活動を考えています。

（１）他の職種との調整
従来のエデュケーション職種が研修中心の「スキル開発」にフォーカスされていたのに対して、エデュ
ケーション職種は IT スキル標準におけるエデュケーション以外の 10 職種に対する人材育成を行うという
役割を担っているとの考えの下に、キャリアパスやジョブローテーションなどの「キャリア開発」や「人
材戦略の策定」を活動領域とする新しい専門分野「ラーニングコンサルタント」の追加を提案しました。
この「ラーニングコンサルタント」の活動領域について、今後、職種間で整合がとれるよう調整をしてい
く必要があると考えています。

また、IT スキル標準の達成度指標では全職種共通で、各専門分野のレベル 4 以上に対して「後進の育成
の実績を有する」と記載され、プロフェッショナル貢献の必須要件となっています。
各専門領域の「プロがプロを育てる」場面においては、高い専門性と豊富な経験が欠かせませんが、そ
れらをより効果的に伝えるためのスキルとして「教授法」も重要であり、各専門領域のプロフェショナル
にこれら教授法を伝える役割はエデュケーション職種が担っていると考えています。各職種の人材育成担
当の方と協力して高度 IT 人材の育成を促進するために、後進の育成に必要な「教授法」をまとめると共に、
各職種で作成している育成ハンドブックに教授法を盛込む支援を行いたいと考えています。

（２）研修ロードマップの改善
今年度の提案が IT スキル標準へ反映された後、必要に応じて研修ロードマップを見直し、改善の提案を
する予定です。
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（３）育成ハンドブックの作成
IT サービス産業において、これからエデュケーションのプロフェッショナルを目指そうとしている方や
エデュケーションのプロフェショナルとしてのキャリアアップを目指す方を対象に、エデュケーション職
種の業務や活動プロセスを明確にすると共に、育成やキャリアパスについてのガイドラインとしての「育
成ハンドブック」を作成、公開する予定です。

（４）知識体系の公開
今年度の委員会活動の中で、エデュケーション職種で必要と思われる知識を洗い出して知識体系案を作
成しました。基本的にこれらの知識項目は今回の改善提案で IT スキル標準のドキュメントに取込みました
が、今後、知識体系案を精査すると共に、効果的に活用いただけるような形式で公開することを目指して
います。
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