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®

●
本報告書に記載されている「ＩＴスキル標準 」および「プロフェッショナルコミュニティ 」は、独
立行政法人 情報処理推進機構（ＩＰＡ）の登録商標です。また、社名および製品名は、それぞれの会社の
ＴＭ

®

商標です。なお、本文中では「 」、「 」は省略しています。

●
本報告書に記載されているＷｅｂページに関する情報（ＵＲＬ等）については、予告なく変更、追
加、削除（閉鎖）等される場合があります。あらかじめご了承願います。
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はじめに
独立行政法人 情報処理推進機構（以下、ＩＰＡ）ＩＴスキル標準センターでは、ＩＴスキル標準を基盤とした
人材育成の支援事業を進めており、ＩＴスキル標準の改版や、企業などでの活用事例の収集と分析、プロ
フェッショナルの育成に有益な情報発信などを行っている。
この一環として、ＩＴスキル標準センターにプロフェッショナルコミュニティを創設し、後進人材のスキルアッ
プに貢献するため、次のような活動を継続している。
•後進人材育成のためのガイドライン作成
•ＩＴスキル標準／研修ロードマップに対する改善事項の指摘
•ハイレベルなＩＴ人材の育成要素に関する助言 など
アプリケーションスペシャリスト（以降ＡＰＳ）委員会では、2004年４月に設立されて以後、ＩＴスキル標準の改
善やＡＰＳの育成や評価のあり方に関する検討を行ってきた。

2004年 4月の活動開始からＡＰＳ委員会は、ＡＰＳに関する人材像の明確化、ＩＴスキル標準および研修ロ
ードマップの改善指摘、研修コースのレビュー、および各種情報調査とその公開を行っており、以下の活
動成果を報告している。
①「アプリケーションスペシャリスト育成ハンドブック」（2004、2005）
②「ITスキル標準改善提案報告書」（2004）
③「アプリケーションスペシャリスト・スキルアップ・クイックガイド」（2005）
④「アプリケーションスペシャリスト評価ガイドライン」（2005）
⑤「ITスキル標準改善提案報告書2006年度版」（2006）

これらの活動成果は、ＡＰＳ委員会のＷｅｂページから参照可能である。 （ＡＰＳ委員
会のページ http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/APS_com.html）
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本書は、ＩＴスキル標準の普及と活用促進を支援することを目的として、ＩＴスキル標準の理解を深める資料
の作成と、ＩＴスキル標準のＡＰＳ定義への改善を指摘することを行うことを目的に、次のメンバーによる検討
を重ね、「2007年度版ＩＴスキル標準への改善指摘報告書」としてとりまとめたものである。

＜検討メンバー＞

氏名

○相田秀司

会社名／団体名

大日本インキ化学工業株式会社（現ＤＩＣ株式会社）

大岩康志

ＳＡＰジャパン株式会社

大塚仁司

日本ユニシス株式会社

◎嶋田圭吾

株式会社クロスフォース

竹内敏明

日本オラクル株式会社

田中伸明

ＪＦＥシステムズ株式会社

引地信寛

ＫＤＤＩ株式会社

（◎主査、○は副主査）
独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
ITスキル標準センター
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１．２００７年度の活動について
１．１

２００７年度活動方針

情報処理技術者試験との同期を念頭に置き、前年より課題となっている専門分野「業務パ
ッケージ」の見直しを含め、職種の概要の確認と達成度指標、スキル領域とスキル熟達度の
ＩＴスキル標準Ｖ３にむけた改訂を行う。
上記改訂に対応する形で、評価ガイドライン、研修ロードマップ、育成ガイドラインの見
直しを行う。
１．２

ＡＰＳの人物像について

これまでＡＰＳ委員会で考えて来たＡＰＳの人材像は、以下のイメージである。
＜ＡＰＳの役割＞
特定の業務知識を有し、業務分析および業務プロセスのモデル化を行い、情報システムの要件定
義、論理設計をリードし、アプリケーションシステムの構築に対して責任を持つ。さらに構築された情
報システムをコンサルタントと共に業務システムとして定着させるチェンジ・マネージメントの一役を担
う。また、業務パッケージにおいては業務パッケージのコンセプトおよび機能を熟知し、パッケージ適
用設計、導入、評価の責任を持つ。
下図のように、一般的に業務システムを人中心の業務処理とそれを支援する情報システムとに分け
た場合、アーキテクトがシステム化計画で描いたＴｏ－Ｂｅモデルを具現化することが、ＡＰＳの役割
と考える。このため、背景情報として経営目標および経営計画の理解、システム化計画で描かれたシ
ステム化領域に対する業務分析と業務プロセス詳細のモデル化、情報システム機能の設計、構築、
導入をプロジェクト・マネージャの下でＩＴスペシャリストなどをコントロールしながら遂行する。
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１．３

討議内容

１．３．１

ＩＴスキル標準Ｖ３にむけた改訂

（１）専門分野「業務パッケージ」に関する改訂
改訂にあたっては、昨年コンサルタント委員会との協議に基づき、以下の点に関し、
議論検討を実施した。
(ア) 「業務パッケージ適用」のＩＴ投資局面での職種間での役割の明確化
(イ) 「業務パッケージ適用」のＩＴ投資局面でのＡＰＳの役割を明確化
（２）「アプリケーション共通基盤」に関するＩＴＳとの合同検討
ＩＴＳ委員会と以下の点について合同検討を実施した。
(ア) 「アプリケーション共通基盤」というネーミング
(イ) 「アプリケーション共通基盤」の人物像の明確化
(ウ) 「アプリケーション共通基盤」に必要なスキル
（３）情報処理技術者試験との整合性に関する検討
ＩＴスキル標準のレベル評価に情報処理技術者試験を活用するための前提として、
試験と標準の整合性について以下の点を検討した。
(ア) レベル１、２の職種共通化と情報処理試験との対応（V3 対応）
(イ) レベル３と情報処理試験との対応（V3 対応）
(ウ) レベル４以上と共通キャリアスキルフレームワークとの整合性
(エ) スキル項目と知識項目による試験との整合性
１．３．２

育成ハンドブック、評価ガイドラインの見直し

ＩＴスキル標準Ｖ３に対応する形で不足部分と修正部分に関する加筆修正のための検討
を実施した。
（１）育成ハンドブックの見直し
(ア) レベル１，２の共通化への対応
(イ) 専門分野「業務パッケージ」の見直し
(ウ) 「コンサルティング技法」「知的資産管理」に関する記述の追加
（２）研修ロードマップの見直し
(ア) 「業務パッケージ」に関する研修に関する見直し
（３）評価ガイドラインの見直し
Ｖ３に対応する形で 2008 年 10 月にむけ現在検討中
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２．ＩＴスキル標準Ｖ３にむけた改訂
２．１

専門分野「業務パッケージ」に関する改訂

(ア) 「業務パッケージ適用」のＩＴ投資局面での職種間での役割の明確化
昨年来からの課題であった、専門分野「業務パッケージ」の定義を見直しにより、ＡＰＳ
の職種の説明を改訂した。見直しにあたっては、コンサルタント委員会と合同で検討し、コ
ンサルタントとＡＰＳで取り扱うＩＴ投資局面での「業務パッケージ適用」に関する役割の
違いを明確にした。（パッケージ選定までがコンサルタントの領域）（図１参照）

［図１］
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また、見直しに伴い、ＡＰＳ職種説明も以下のよう改訂した。
＜改訂前＞
ＩＴ投資の局面においては、開発（コンポネント設計（業務）、ソリューション構築（開
発、実装））及び運用、保守（ソリューション運用（業務）、ソリューション保守（業務））
を主な活動領域として以下を実施する
－開発
・アプリケーションコンポネントの分析、設計
・アプリケーションコンポネントの開発
－運用、保守
・アプリケーションコンポネントの運用
・アプリケーションコンポネントの保守
当該職種は、以下の専門分野に区分される
●業務システム
業務に関するユーザの要望を分析し、業務システムの設計、開発及び導入を行う
●業務パッケージ
業務に関するユーザの要望を分析し、業務パッケージのカスタマイズ、機能追加、導入
及び保守を行なう
＜改訂後＞
●業務システム
業務に関するユーザの要望を分析し、業務システムの設計、開発、運用、保守を行う。
ＩＴ投資局面における活動領域では、当該業務ソリューションに関する以下の作業を実
施する
－開発
・アプリケーションコンポネントの分析、設計
・アプリケーションコンポネントの開発、実装、テスト
－運用、保守
・アプリケーションコンポネントの運用
・アプリケーションコンポネントの保守
●業務パッケージ
適用業務パッケージの機能とそのポータビリティーを十分に理解した上で、業務に関す
るユーザの要望を把握し、パッケージのカスタマイズ（※）、機能追加、導入及び保守を
行う。
ＩＴ投資局面における活動領域では、当該業務パッケージに関する以下の作業を実施す
る
－開発
・詳細フィット＆ギャップ分析設計
・要求仕様に合わせたカスタマイズ設計（追加機能設計を含む）
・追加機能開発（カスタマイズで実現出来ない部分の追加開発）
・パッケージコンポネントの実装、テスト
－運用、保守
・パッケージコンポネントの運用
・パッケージコンポネントの保守
※カスタマイズとは、ここではパッケージの標準機能の範囲でパラメータ設定や各種セ
ットアップ等で業務要件やシステム要件の機能を実現することを言っています。
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(イ) 業務領域「業務パッケージ」の見直しに伴う改訂
コンサルタント委員会との打ち合わせにより明確化したＡＰＳの「業務パッケージ」の定
義に基づき改訂を行った。
全専門分野の改訂も必要という議論もあったが、今回は改訂を目指していることと他職種
との関係で影響度が大きいため、影響度の少なくかつ効率的にできる範囲ということで専門
分野スキル項目の見直すこととした。スキル項目の見直しに伴い、達成度指標、スキル領域、
スキルディクショナリ、スキル熟達度の改訂を行った。ただし、レベル１，２に関しては、
ＩＴＳＳで共通化の方向性があることから、レベル３以上を改訂範囲とした。
①達成度指標の改善提案
達成度指標の改善は、ビジネス貢献度およびプロフェッショナル貢献の改訂を行った。
（前年度からの継続課題の完成。事例参照：図２）
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改訂例＜業務パッケージ・レベル５＞
専門分野

業務パッケージ

レベル５

【ビジネス貢献】
●責任性
業務パッケージを活用した適用導入および関連するアプリケーションの設計、開発、構築、導
入、テスト及び保守における適用および開発チーム責任者として、チームをリードし、全対象
領域の業務課題解決のためのフィット＆ギャップ分析、適用および関連する開発全局面に責任
を持つ。顧客の環境に最適な品質（機能性、回復性、利便性等）を満足する適用導入および関
連するアプリケーションの設計、開発及び導入を３回以上（内１回以上はレベル５、他はレベ
ル４以上の複雑性、サイズ相当）成功裡に達成した経験と実績を有する。

●複雑性
以下の２項目以上の条件に相当する業務パッケージを活用した複雑度の高いアプリケーショ
ン開発プロジェクトを成功裡に遂行した経験と実績を有する。
□業務パッケージ適用導入に係わり調整を必要とするステークホルダーが多岐にわたる
（５業務領域以上）
旧：先進的で使用実績
□複雑な業務要件が多岐に亘り存在し、業務パッケージに含まれない幾つかの特殊な業務
の少ないパッケージ
要件が含まれる
□新製品もしくは事例が見当たらない使用実績の少ないパッケージ
□複数の既存システムとインターフェースが多い（５以上のインターフェース）
□複数のシステム形態が共存(トランザクション処理、クライアントサーバ、Web 等)
□各業種代表的、業種横断的又は国内有数規模のシステム
□２４時間３６５日の連続稼動が要求され、変更、保守、障害回復に高度な設計が必要

●サイズ
以下のいずれかの規模に相当する業務パッケージを活用したアプリケーション開発プロジェ
クトを成功裡に実施した経験と実績を有する。
□適用導入および開発チームのピーク時要員数１０人以上３５人未満
□上記複雑性の４項目以上に該当し、適用導入および開発チームのピーク時要員数３人以上

【プロフェッショナル貢献】
－以下の主要テーマについて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。
□業務パッケージを活用した適用導入および関連するアプリケーション部分のコスト、スケ
ジュール、リスクの管理
－技術の継承に対して次の３項目以上の実績を有する
□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

□社外講師

□社内講師

－後進の育成（メンタリング、コーチング等）

[図２]
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□
□

□

②スキル領域、スキルディクショナリの改訂
コンサルタントの業務領域との整合性を念頭において改訂にあたった。
「業務パッケージ」の見直しに伴い「業務システム」に関しても整合性をとるため改訂
を行った。
スキル領域改善（赤字部分が改訂箇所）
●業務システム構築

業務システム
スキル項目

専門分野固有

業務環境、業務内容、業務最新動向、業務アプリケーション設計

●業務パッケージ適用
業務パッケージ

業務パッケージ最新動向、業務パッケージ適用設計、業務パッケ
ージ稼働環境選定、
業務パッケージ導入、業務パッケージパフォーマンスチューニ
ング、業務パッケージ適用開発手法

スキルディクショナリ改善（赤字部分が改訂箇所）
－業務パッケージ最新動向

－業務パッケージ適用設計

メソドロジ

業務パッケ
ージ適用
－業務パッケージ稼働環境
選定
－業務パッケージ導入
－業務パッケージパフォー
マンスチューニング
－業務パッケージ適用開発
手法

・業務パッケージ最新技術動向の把握
・競合製品状況の把握と活用
・導入事例の把握と活用
・最適業務パッケージ選定方針の理解
・業務パッケージの特性の把握と活用
・業務パッケージ機能及び制約事項の理解
・業務パッケージ機能の適用設計
・業務パッケージ適用可否判定の実践（フ
ィット＆ギャップ）
・業務パッケージ適用開発の工数見積の実
践
・業務パッケージを利用したアプリケーシ
ョン設計の実践
・最適プラットフォーム、ベンダ選定の実
践
・環境設定
・パフォーマンスチューニング手法の活用
と実践(トレース、デバッグ、問題判別、問
題解決、経路最適化手法 etc.)
・業務パッケージ固有適用開発手法
・業務開発固有開発支援ツール
・業務パッケージプログラミング

③スキル熟達度・知識項目の改善
達成度指標、スキル領域、スキルディクショナリの改訂に伴い、スキル熟達度・知識項
目の記載内容を改訂した。
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２．２

「アプリケーション共通基盤」に関するＩＴＳとの合同検討

ＩＴＳにおける専門分野「アプリケーション共通基盤」に関し、以下の点についてＩＴＳ
委員会と合同検討を実施した。
(ア) 「アプリケーション共通基盤」というネーミングに関して
アプリケーションという言葉がＡＰＳと紛らわしいため検討したが、アプリケーショ
ン共通の基盤技術者という定義から、ネーミングはそのままとした。
(イ) 「アプリケーション共通基盤」の人物像の明確化
大規模開発または複数のプロジェクトに関与し、標準化の推進、汎用モジュールや汎
用オブジェクトの提供、新技術の業務アプリケーションへの適用可否判断、共通テスト
環境の提供などを行なう人。ＡＰＳとの違いは、業務知識は持っていないが、開発技術
に関して高度な技術力を持っている人。
（ＡＰＳから見たイメージ。詳細はＩＴＳの活動
報告参照）
(ウ) 「アプリケーション共通基盤」に必要なスキル
必要なスキルを明確化し、ＡＰＳとの違いを確認した。
（必要スキルの詳細については
ＩＴＳの活動報告参照）
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２．３

情報処理技術者試験との整合性に関する検討

(ア) レベル１、２の職種共通化と情報処理試験との対応（V3 対応）
レベル１、２からＡＰＳを目指す人はいるが、この時点で深いスキルや経験を必要とす
る訳ではないので、問題ないことを確認。併せて、ＩＴパスポート試験とレベル１、基本
情報技術者試験とレベル２の対応チェックを行い、問題のないことを確認した。
(イ) レベル３と情報処理試験との対応（V3 対応）
レベル３のエントリーポイントを測るのであれば、情報処理技術者試験で判定可能と判
断した。併せて、応用情報処理試験とレベル３の対応チェックとスキルディクショナリ（試
験との対応表）に関するチェックを実施した。
(ウ) レベル４以上と共通キャリアスキルフレームワークとの整合性
2008 年 10 月（V3 2008）に向けて現在検討中（試験委員との合同検討など）
(エ) 試験とスキル標準との対応
①

スキル項目と知識項目による試験との整合性を確認し、一部項目の修正を行った。
•

•

試験とスキル標準の対応付けをはずした項目は次の通り
•

中項目「ビジネスインダストリ」の「民生機器」「産業機器」

•

中項目「基礎理論」の「計測・制御に関する理論」

新たに対応付けを行った部分は次の通り
•

中項目「ヒューマンインタフェース」の「インタフェース設計」

•

中項目「サービスマネジメント」の「サービスマネジメント」、
「運用
設計・ツール」、「サービスサポート」

•
②

中項目「ソフトウェア開発管理技法」の「構成管理・変更管理」

試験では確認できないと思われるＡＰＳの重要スキルについて、次のような項目が
認識された。
•

知識項目分野で確認できないスキルは次のとおり。
•

業種・業界知識（特性、動向含む）
、業務知識

•

システム設計上不可欠な関連法規（下請代金遅延支払等防止法など）

•

ソフトウェア（業務パッケージ、ミドルウェア等）、ハードウェアな
どのＩＴに関わる製品知識

•

生産技術、管理技術分野で確認できないスキルは次のとおり。
•

コミュニケーションや折衝などのヒューマンスキル

•

見積技法、評価技法など
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３．育成ハンドブック、評価ガイドラインの見直し
ＩＴスキル標準Ｖ３に対応する形で育成ガイドラインと評価ガイドラインの見直しを行っ
た。
３．１

育成ハンドブックの見直し

(ア) レベル１，２の職種共通化に伴い、育成ハンドブックから「ＡＰＳレベル１、２」の育
成に関する記述を削除することも検討したが、育成の観点から考えると、
「レベル１，２」
の時点からＡＰＳを目指す人もいるため、本文については「ＡＰＳレベル１，２」から
「レベル１，２」に表現を変更し、記述はそのまま残した。
また、ＡＰＳスキルの到達点とＡＰＳスキルアップガイドについては、ＡＰＳを目指す
人のためのガイドと位置付け、レベル３からとした。
(イ) Ｖ３における専門分野「業務パッケージ」改訂に即した形で、取り扱いを明確化し、ハ
ンドブックに反映させた。改訂にあたっては、パッケージベンダーである日本オラクル
株式会社、ＳＡＰジャパン株式会社の研修体系を元に検討を行った。結果的には、育成
ハンドブックは専門分野を区別せずに作成されている為、記述を一部修正するに留まっ
ている。
(ウ) Ｖ２で追加されたスキル項目である「コンサルティング技法」
「知的資産管理」について、
前回の育成ハンドブック改訂時に掲載していなかった為、スキル到達点およびスキルア
ップガイドに追加した。
※別紙資料参照（ＡＰＳスキルの到達点、ＡＰＳスキルアップガイド）
３．２

研修ロードマップの見直し

研修ロードマップはＶ３に対応しているため、直近の検討部分（主に、
「業務パッケージ」）
の見直しを行い、記述の修正を行った。また、業務パッケージ研修に関しては、以下の通
りとした。

３．３

•

コース群名称：パッケージ導入（製品別）

•

コース名：業務パッケージ製品別

評価ガイドラインの見直し

2008 年 10 月に向け現在作業中
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４．次年度への課題
ＡＰＳとして考えている次年度に向けての課題は、以下の通り。
（前年度からの課題を含む）
(ア)

職種間での横断的課題

¾ 職種間でのコアスキル調整（一部は調整したが、全体調整は必要と考えている）
¾ 達成度指標の改善案展開
• 複雑性の表現方法（ＡＰＳとしての案あり）
• モジュール化検討（共通部分のモジュール化を検討したい）
¾ スキル熟達度の改善案展開
• スキル到達点の適用検討（ＡＰＳで考えたスキル到達点の全体適用を検討したい）
• スキル熟達度の構成検討（レベル別スキル熟達度の考え方を検討したい）
(イ)

次期への繰越作業

¾ ＡＰＳ改善提案に関する継続検討
• V3 2008 に関する改善提案
• 育成ハンドブック、評価ガイドラインの改訂
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５．APS 委員会の活動サマリー
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＜付録１＞ＡＰＳスキルの到達点
スキル大項目
業務分析

レベル３
■開発チームメンバとして、同一職種の上位者
の指示の下に、業務要件分析・技術要件分析の
一連の作業を行うことができる。
■既存の作業標準やガイダンスに従い、各種作
業を行うことができる。
■同一職種の上位者の作成した計画に従って各
種作業を行うことができる。

レベル４
■開発チームリーダとして、業務要件分析・技術
要件分析作業を既存の作業標準やガイダンスに従
い、成果物を作成することができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業についてチー
ムメンバを指導することができるように、自己研
鑽することができる。
■業務要件分析・技術要件分析の成果物について、
他者に説明することができる。

レベル５
■開発チーム責任者として、業務要件分析・技術
要件分析を行うことができ、それぞれの成果物に
対する責任を持ち、プロジェクトを推進すること
ができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業についてチー
ムメンバを指導することができる。
■後進の育成を行うことができる。

業務システム構築
【業務システム】

■開発チームメンバーとして、担当領域に関す
る設計、開発、導入などを独力で実践できる。

■開発チームリーダとして、当該業務知識を活用
しながら、担当領域に関する設計、カスタマイズ、
導入などを品質やスケジュールに責任を持って遂
行することができる。

■開発責任者として、システム化計画立案から導
入、移行に至る全開発局面を当該業務ノウハウを
活用し遂行することができる。
■システム構築に関して、後進を育成することが
できる。

業務システム構築
【業務パッケージ】

■開発チームメンバーとして、当該パッケージ
知識を活用しながら、担当領域に関する設計、
カスタマイズ、導入などを独力で実践できる。

■開発責任者として、システム化計画立案から導
入、移行に至る全開発局面を当該パッケージノウ
ハウを活用し遂行することができる。
■業務パッケージの適合分析に関して、後進の指
導ができる。

テクノロジ

■開発チームメンバとして、設計開発基盤と問
題解決手法に関する知識を有し、担当する領域
において発生する技術的問題解決を独力で実践
できる。
■プラットフォーム技術に関する知識を有し、
プロジェクト内で活用できる。

デザイン

■開発チームメンバとして、上位者の指導の下
で、担当する領域のアプリケーション基盤デザ
インの一連の作業を実践できる。
■上位者の指導の下で、担当する領域のデータ
モデリング、プロセスモデリングの一連の作業
を実践できる。

■開発チームリーダとして、当該パッケージ知識
を活用しながら、担当領域に関する設計、カスタ
マイズ、導入などを品質やスケジュールに責任を
持って遂行することができる。
■業務パッケージの設計に関して、後進を育成し
ながら、実施することができる。
■独力でパッケージの適合分析が実践できる。
■開発チームリーダとして、チームメンバを指導
し設計開発業務を進めることができる。
■設計開発基盤と問題解決手法に関する知識を有
し、担当する領域において発生する技術的問題に
対して解決手法を説明できる。
■ネットワーク、分散コンピューティングに関す
る知識を有し、プロジェクト内で活用できる。
■データモデリングに関する知識を有し、プロジ
ェクト内で指導的な立場で推進できる。
■開発チームリーダとして、業務要件定義、シス
テム化要件定義を行い、要件を満たす最適なアプ
リケーションデザインを実践できる。
■担当する領域の業務モデリングを実践し成果物
として完成することができる。

ソフトウェア
エンジニアリング

■開発チームメンバとして、既存のソフトウェ
アエンジニアリングを理解できる。
■既に習得した技術で、自分の担当する範囲の
システム開発を完成することができる。
■自分の担当した範囲は、明確に文書化できる。

■開発チームリーダとして、最新のソフトウェア
エンジニアリングを理解し、プロジェクトチーム
に提案することができる。
■チームメンバを指導し、システム開発に支障を
起こさないようにできる。
■ソフトウェアエンジニアリングで、プロジェク
トチームに自分の習得した技術の教育を実施する
ことが出来る。
■自分の担当した範囲だけでなく、チームメンバ
の範囲も明確に文書化できる。

コンサルティング技法

■開発チームメンバとして、上位者の指導の元、
コンサルティング技法やツールを担当作業範囲
（要件定義や論理設計など）の中で効果的に使
用できる。
■コンサルティング技法やツールを一般知識と
して習得している。

■開発チームリーダーとして、システム開発工程
の広範囲な作業を効果的に進めるに当たり、自ら
の判断でコンサルティング技法やツールを選択・
適用できる。
■開発チームリーダーとして、担当チームの作業
においてその適用を下位者に指導できる。

知的資産管理

■開発チームメンバーとして自己の作成した成
果物の知的資産化を行いデータベース化するこ
とができる
■自己の登録した知的資産の維持・管理を行う
ことができる
■データベースに登録されている既存の知的資
産を自己の成果物作成の中で有効活用し効率
化、高品質化することができる

プロジェクト
マネジメント

■開発チームメンバとして、担当範囲の作業に
関してスケジュール管理を実施できる。
■プロジェクトコストの重要性を認識し、常に
コスト意識しながら、作業を遂行できる。
■担当範囲のアプリケーションについて品質管
理を実施できる。

リーダーシップ

■開発チームメンバとして、開発チームの目標
／目的の達成に向けた課題解決に関し、プロジ
ェクトの中での自分の位置付けを理解し、チー
ムワーク、責任性を発揮することができる。
■開発チームメンバとして、開発チームの目標
／目的とプロジェクトの中での自分の位置付け
を理解し、対話等を通して関係者との意思疎通
を図ることができる。

コミュニケーション

ネゴシエーション

■開発チームメンバとして、開発チームの目標
／目的の達成に向けた課題解決に関し、プロジ
ェクトの中での自分の位置付けを理解し、合意
形成に参画することができる。

レベル６
■開発チーム責任者として、開発チームをリード
し、業務開発全局面に責任を持ち、業務要件分析・
技術要件分析の成果物に対する責任を持ち、プロ
ジェクトを推進することができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業についてチー
ムメンバを指導することができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業の技術的な問
題に関して、社内に貢献することができる。
■後進の育成を行うことができる。
■開発責任者として、システム化計画立案から導
入、移行に至る全開発局面を有用な技術を駆使し、
遂行することができる。
■自己の持つ業務知識と習熟した最新の業界動向
を踏まえてプロジェクトを遂行することができ
る。
■開発責任者として、システム化計画立案から導
入、移行に至る全開発局面を有用な技術を駆使し、
遂行することができる。
■自己の持つ業務知識と習熟した最新の業界動
向、ならびに業務パッケージ動向を踏まえてプロ
ジェクトを遂行することができる。

■開発チーム責任者として、チームメンバを指導
し設計開発業務を進めることができる。
■パッケージの世間での評価や、新製品の状況な
どをもとに、適用可否の助言を行うことができる。

■開発チーム責任者として、チームメンバを指導
し設計開発業務を進めることができる。
■パッケージの世間での評価や、新製品の状況な
どをもとに、適用可否の助言を行うことができる。

■開発チーム責任者として、現状のビジネスモデ
ルや業務要件から、将来あるべきビジネスモデル
を描き、最適なアプリケーションデザインを実践
できる。
■チームメンバが作成したアプリケーションデザ
インをレビューし、問題点の摘出および指導を行
うことができる。

■開発チーム責任者として、現状のビジネスモデ
ルや業務要件から、将来あるべきビジネスモデル
を描き、最適なアプリケーションデザインを実践
できる。
■自己の持つ業務知識と習熟した最新の業界動向
を用いて将来あるべきビジネスモデルを描き、ユ
ーザーに提案することができる。

■開発チーム責任者として、最新のソフトウェア
エンジニアリングを理解し、プロジェクトチーム
に取り入れることができる。
■中規模以下のシステムで最適技術の選択でリー
ダーシップを発揮し、事例を示しながらシステム
開発を完成に導くことができる。
■ソフトウェアエンジニアリングで、プロジェク
トチームに総括的な教育を実施することができ
る。
■中規模以下のシステムで、プロジェクト全体を
明確に文書化できる。
■開発チーム責任者として、最適なコンサルティ
ング技法やツールを選択・適用し、下位者への指
導と共に自らが難易度の高い領域で専門性を発揮
できる。
■コンサルティング技法やツールに関して、社内
に貢献することができる。

■開発チーム責任者として、最新のソフトウェア
エンジニアリングを理解し、プロジェクトチーム
に取り入れることができる。
■大規模システムで最適技術の選択でリーダーシ
ップを発揮し、事例を示しながらシステム開発を
完成に導くことができる。
■ソフトウェアエンジニアリングで、プロジェク
トチーム全体の底上げを図る実施策に対してリソ
ースを確保し、問題を起こさないようにできる。
■大規模システムで、プロジェクト全体を文書化
できる。
■開発チーム責任者として、最適なコンサルティ
ング技法やツールを選択・適用し、下位者への指
導と共に自らが難易度の高い領域で専門性を発揮
できる。
□コンサルティング技法やツールに関して、メン
ターとして後進の育成を行うことができる。

■開発チームリーダとしてチームの作成した成果
物の知的資産化をチームを指導して行いデータベ
ース化することができる
■チームの知的資産を維持・管理しチーム内に活
用推進をすることができる
■データベースに登録されている既存の知的資産
を開発チームの中で指導しながら有効活用させチ
ームの効率化、高品質化をさせることができる

■開発チーム責任者としてプロジェクトの準備･
開始から完了、完了後の全工程において、業務プ
ロセスの標準化や知的資産化を図りデータベース
化を行うことができる
■開発プロジェクトの全工程の知的資産を維持・
管理しプロジェクト内に活用推進をすることがで
きる
■プロジェクトの全体の生産性向上・付加価値向
上を目的とした知的資産の有効活用と統制を推進
することができる

■大規模開発チーム責任者としてプロジェクトの
準備･開始から完了、完了後の全工程において、業
務プロセスの標準化や知的資産化を図りデータベ
ース化を行うことができる
■プロジェクトの全工程の知的資産を維持・管理
しプロジェクト内に活用推進をすることができる
■大規模プロジェクト全体の生産性向上・付加価
値向上を目的とした知的資産の有効活用と統制を
推進することができる

■開発チームリーダとして、担当範囲の作業に関
して、各工程のスケジュール管理を実施出来る。
また、スケジュール管理に関してチームメンバを
指導できる。
■常にコストを意識しながら、プロジェクトを遂
行できる。
■担当範囲のアプリケーションについて品質管理
を実施出来る。また、品質管理に関してチームメ
ンバを指導できる。
■開発チームリーダーとして、開発チームの目標
／目的の達成に向けた課題解決に関して解決策を
示し、チームメンバを時には叱咤激励しながら推
進することができる。

■開発チーム責任者として、プロジェクトマネジ
メント職種と協業し、担当アプリケーションの開
発、保守、運用プロジェクトにおいて、マネージ
メントの一旦を担うことができる。
■担当するプロジェクト範囲の品質、コスト、納
期の管理を行うことができる。

■開発チーム責任者として、プロジェクトマネジ
メント職種と協業し、アプリケーション開発上の
リスクを洗い出し、先手を打って対策を考えるこ
とができる。
■担当するプロジェクト範囲のマネジメント全般
を担うことができる。

■開発チームリーダーとして、開発チームの目標
／目的を関係者に周知することができる。
■対話およびインタビューを通して関係者との意
思疎通を図り、チームの状況を理解することがで
きる。
■開発チームリーダーとして、開発チームの目標
／目的の達成に向けた課題解決に関し、チームメ
ンバと合意を形成することができる。
■課題を解決するために、プロジェクト関係者と
調整ができる。

■開発チーム責任者として、プロジェクト全体の目標／目的を関係者に周知することができる。
■対話およびインタビューを通して関係者との意思疎通を図り、メンバとプロジェクトの状況を理解す
ることができる。
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■開発チーム責任者として、プロジェクト全体の目標／目的の達成に向けた課題解決に関して解決策を
示し、関係者を時には叱咤激励しながら推進することができる。

■開発チーム責任者として、プロジェクト全体の目標／目的の達成に向けた課題解決に関し、関係者と
合意を形成することができる。
■課題を解決するために、ユーザーを含む利害関係者と調整ができる。

＜付録２＞ＡＰＳスキルアップガイド（レベル別）
レベル３

スキル大項目
業務分析

スキルの到達点
■開発チームメンバとして、同一職種の上位者の
指示の下に、業務要件分析・技術要件分析の一連
の作業を行うことができる。
■既存の作業標準やガイダンスに従い、各種作業
を行うことができる。
■同一職種の上位者の作成した計画に従って各
種作業を行うことができる。

研修
■システム要件定義技法の
研修を受講し、業務分析方
法について学習する。

実務
独学
■限定された業務範囲の業 ■社内の業務分析ガイ
務分析を行い、仕様にまと ダンスを勉強してい
る。
めることができる。
■汎用的なアプリケーショ
ンコンポーネントの適用を
意識し、仕様の検討を行う。

メンタリング／コーチング

業務システム構築
（業務システム）

■開発チームメンバーとして、担当領域に関する
設計、開発、導入などを独力で実践できる。

■小規模な業務システムの
構築を実践する。

■特定の業務システム
構築方法を勉強し、実
務に応用することがで
きる。

■上位者の業務システムノ
ウハウを吸収する。

業務システム構築
（業務パッケージ）

■開発チームメンバーとして、当該パッケージ知
識を活用しながら、担当領域に関する設計、カス
タマイズ、導入などを独力で実践できる。

■小規模な業務パッケージ
を効果的に適用することが
できる。

■特定の業務システム
構築方法を勉強し、実
務に応用することがで
きる。

■上位者の業務システムノ
ウハウを吸収する。

テクノロジ

■開発チームメンバとして、設計開発基盤と問題
解決手法に関する知識を有し、担当する領域にお
いて発生する技術的問題解決を独力で実践でき
る。
■プラットフォーム技術に関する知識を有し、プ
ロジェクト内で活用できる。

■データベース、データモ
デリングに関して、技術的
問題解決や標準化等を実践
する。
■技術検証手法、パッケー
ジ動向、ミドルウエア、プ
ラットフォーム技術に関す
る知識を保有し、実務の中
でこれらを意識した作業を
実践する。

■パッケージソフトの
動向や新製品の状況、
トレンドをつかむ。

■技術面に関して真の問題
点がどこにあるかを常に意
識するよう心がける。
■最新技術の使用例を見習
う。
■上位者の技術利用方法を
見習う。

デザイン

■開発チームメンバとして、上位者の指導の下
で、担当する領域のアプリケーション基盤デザイ
ンの一連の作業を実践できる。
■上位者の指導の下で、担当する領域のデータモ
デリング、プロセスモデリングの一連の作業を実
践できる。

■インダストリアプリケー
ション動向研修を受講し、
各インダストリにおける最
新の動向や、現在注目を集
めているアプリケーショ
ン、ソリューションに関す
る知識を学習する。
■インダストリアプリケー
ション動向研修を受講し、
各インダストリにおける最
新の動向や、現在注目を集
めているパッケージ、ソリ
ューションに関する知識を
学習する。
■最新技術動向の研修を受
講し、ＩＴサービスを取り
まく最新の技術動向を理解
し、実際のビジネスで応用
するための知識を学習す
る。
■要素技術上級の研修を受
講し、プラットフォーム、
システム管理基盤、データ
ベースなどの要素技術を学
習する。
■システム設計上級の研修
を受講し、高度なシステム
の設計に関する知識を学習
する。

■要件定義、フレームワー
ク、開発環境設計、業務モ
デリング（As-Isモデル）
に関する知識を保有し、実
務の中でこれらを意識した
作業を実践する。

■他プロジェクトで利
用されているフレーム
ワーク、開発環境を意
識しながら視野を広め
る。

■上位者が行っている要件
定義手法を見習う。
■高度なシステムの設計例
を見習う。

ソフトウエア
エンジニアリング

■開発チームメンバとして、既存のソフトウェア
エンジニアリングを理解できる。
■既に習得した技術で、自分の担当する範囲のシ
ステム開発を完成することができる。
■自分の担当した範囲は、明確に文書化できる。

■システム構築上級の研修
を受講し、高度なシステム
の構築に関する知識を学習
する。

■習得した技術を活用し、
プログラム設計を実践す
る。
■テスト技法、デバッグ技
法を用い開発を実践する。

■実務で習得した技術
や他プロジェクトの技
術を理解し整理する。

コンサルティング
技法

■開発チームメンバとして、上位者の指導の元、
コンサルティング技法やツールを担当作業範囲
（要件定義や論理設計など）の中で効果的に使用
できる。
■コンサルティング技法やツールを一般知識と
して習得している。

■コンサルティング技法や
ツールの基礎研修を受講
し、一般的な知識として学
習する。
■コンサルティング技法や
ツールを、Workshop 形式
等の実践的研修を受講し、
開発工程における局面での
作業遂行上のスキル習得を
目的として学習する。

■上位者の行うコンサルテ
ィング技法やツールから、
その遂行に当たってのアプ
ローチや効用を学ぶ。
■上位者の指導の元でコン
サルティング技法やツール
を担当作業範囲（要件定義
や論理設計など）の中で使
用している。

■実務や研修で習得し
た知識や経験を整理す
る。
■コンサルティング技
法やツールに関して、
関連書籍を購読したり
自己研鑽している。

■上位者が行っているソフ
トウエアエンジニアリング
手法を見習う。
□システム構築のうちプロ
グラム設計については下位
者への助言を行っている。
■上位者が行っているコン
サルティング技法やツール
を見習う。

知的資産管理

■開発チームメンバーとして自己の作成した成
果物の知的資産化を行いデータベース化するこ
とができる
■自己の登録した知的資産の維持・管理を行うこ
とができる
■データベースに登録されている既存の知的資
産を自己の成果物作成の中で有効活用し効率化、
高品質化することができる

■知的資産のデータベース
化技術の研修を受講し、維
持・管理技術を学習する
■知的財産権の基礎を研修
受講する

■自己の作成した開発成果
物を知的資産化する

■知的資産の定義、事
例などの一般書籍によ
る学習
■ナレッジマネージメ
ントに関する一般知識
を書籍により学習

プロジェクト
マネジメント

■開発チームメンバとして、担当範囲の作業に関
してスケジュール管理を実施できる。
■プロジェクトコストの重要性を認識し、常にコ
スト意識しながら、作業を遂行できる。
■担当範囲のアプリケーションについて品質管
理を実施できる。
■開発チームメンバとして、開発チームの目標／
目的の達成に向けた課題解決に関し、プロジェク
トの中での自分の位置付けを理解し、チームワー
ク、責任性を発揮することができる。

■プロジェクトマネジメン
ト基礎研修を受講し、プロ
ジェクトの定義、組織化、
プロジェクト実施と管理に
関して学習する。

■担当範囲の工程計画を作
成し、自分自身で進捗を管
理する。
■担当範囲における変更管
理を行う。

■リーダーシップ基礎研修
を受講し、リーダシップに
関する基礎的な学習をす
る。

■論理的な思考で担当範囲
の問題解決を実践する。

コミュニケーショ
ン

■開発チームメンバとして、開発チームの目標／
目的とプロジェクトの中での自分の位置付けを
理解し、対話等を通して関係者との意思疎通を図
ることができる。

■コミュニケーション基礎
研修を受講し、コミュニケ
ーションに関する基礎的な
学習をする。

ネゴシエーション

■開発チームメンバとして、開発チームの目標／
目的の達成に向けた課題解決に関し、プロジェク
トの中での自分の位置付けを理解し、合意形成に
参画することができる。

■ネゴシエーション基礎研
修を受講し、ネゴシエーシ
ョンに関する基礎的な学習
をする。

■プロジェクトにおいて、
主体的にコミュニケーショ
ンを実践する。
■顧客やプロジェクト内で
の会議に積極的に参加しコ
ミュニケーションをはか
る。
■スケジュールに影響を与
える事態に対処するために
上位者との調整を適宜行
う。

リーダシップ

凡例（スキルアップ方法）
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■上位者の知的資産マネー
ジメント方法を見習う

■上位者が行っている工程
管理、品質管理を見習う。

■：自分が実施若しくは勉強している

□：他者を指導している

社外活動

＜付録３＞ＡＰＳスキルアップガイド（レベル別）
レベル４

スキル大項目
業務分析

業務システム構築
（業務システム）

スキルの到達点
■開発チームリーダとして、業務要件分析・技
術要件分析作業を既存の作業標準やガイダン
スに従い、成果物を作成することができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業についてチ
ームメンバを指導することができるように、自
己研鑽することができる。
■業務要件分析・技術要件分析の成果物につい
て、他者に説明することができる。
■開発チームリーダとして、当該業務知識を活
用しながら、担当領域に関する設計、カスタマ
イズ、導入などを品質やスケジュールに責任を
持って遂行することができる。

業務システム構築
（業務パッケージ）

■開発チームリーダとして、当該パッケージ知
識を活用しながら、担当領域に関する設計、カ
スタマイズ、導入などを品質やスケジュールに
責任を持って遂行することができる。
■業務パッケージの設計に関して、後進を育成
しながら、実施することができる。
■独力でパッケージの適合分析が実践できる。

テクノロジ

■開発チームリーダとして、チームメンバを指
導し設計開発業務を進めることができる。
■設計開発基盤と問題解決手法に関する知識
を有し、担当する領域において発生する技術的
問題に対して解決手法を説明できる。
■ネットワーク、分散コンピューティングに関
する知識を有し、プロジェクト内で活用でき
る。
■データモデリングに関する知識を有し、プロ
ジェクト内で指導的な立場で推進できる。

デザイン

■開発チームリーダとして、業務要件定義、シ
ステム化要件定義を行い、要件を満たす最適な
アプリケーションデザインを実践できる。
■担当する領域の業務モデリングを実践し成
果物として完成することができる。

ソフトウエア
エンジニアリング

■開発チームリーダとして、最新のソフトウェ
アエンジニアリングを理解し、プロジェクトチ
ームに提案することができる。
■チームメンバを指導し、システム開発に支障
を起こさないようにできる。
■ソフトウェアエンジニアリングで、プロジェ
クトチームに自分の習得した技術の教育を実
施することが出来る。
■自分の担当した範囲だけでなく、チームメン
バの範囲も明確に文書化できる。

コンサルティング
技法

■開発チームリーダーとして、システム開発工
程の広範囲な作業を効果的に進めるに当たり、
自らの判断でコンサルティング技法やツール
を選択・適用できる。
■開発チームリーダーとして、担当チームの作
業においてその適用を下位者に指導できる。

知的資産管理

■開発チームリーダとしてチームの作成した
成果物の知的資産化をチームを指導して行い
データベース化することができる
■チームの知的資産を維持・管理しチーム内に
活用推進をすることができる
■データベースに登録されている既存の知的
資産を開発チームの中で指導しながら有効活
用させチームの効率化、高品質化をさせること
ができる
■開発チームリーダとして、担当範囲の作業に
関して、各工程のスケジュール管理を実施出来
る。また、スケジュール管理に関してチームメ
ンバを指導できる。
■常にコストを意識しながら、プロジェクトを
遂行できる。
■担当範囲のアプリケーションについて品質
管理を実施出来る。また、品質管理に関してチ
ームメンバを指導できる。

プロジェクト
マネジメント

研修
■個々の業務分析だけでは
なく、輻輳する業務課題の
分析や仕様へのまとめ方を
学習する。

実務
■中規模な業務の業務分析を
行い、要件を調整し、要求仕様
にまとめることができる。
■業務パッケージについての
知識を持ち、業務適用への助言
を行うことができる。

独学
■複数の業務分析の
手法を勉強し、実務に
応用することができ
る。

メンタリング／コーチング
□自分の理解している範囲
内で、下位者への指導を心が
ける。

■インダストリアプリケー
ション動向研修を受講し、
各インダストリにおける最
新の動向や、現在注目を集
めているアプリケーショ
ン、ソリューションに関す
る知識を学習する。
■インダストリアプリケー
ション動向研修を受講し、
各インダストリにおける最
新の動向や、現在注目を集
めているパッケージ、ソリ
ューションに関する知識を
学習する。

■中規模な業務システムを構
築することができる。
■パッケージ適用も意識しな
がら、設計を進めることができ
る。

■複数の業務システ
ム構築方法を勉強し、
実務に応用すること
ができる。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を心がけ
る。

■中規模なパッケージを効果
的に適用することができる。

■複数の業務システ
ム構築方法を勉強し、
実務に応用すること
ができる。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を心がけ
る。

■最新技術動向の研修を受
講し、ＩＴサービスを取り
まく最新の技術動向を理解
し、実際のビジネスで応用
するための知識を学習す
る。
■要素技術上級の研修を受
講し、プラットフォーム、
システム管理基盤、データ
ベースなどの要素技術を学
習する。
■システム設計上級の研修
を受講し、高度なシステム
の設計に関する知識を学習
する。

■問題解決や検証に関する具
体的な手法を身に付け、業務の
中で実践する。
■データベースモデリングに
ついて下位者に対し指導を行
いながら実践する。

■実務や研修で習得
した知識を整理する。

□下位者への指導を行って
いる。
■最新技術の使用例を見習
う。
■上位者の技術利用方法を
見習う。

■実務や研修で習得
した知識を整理する。

□下位者への指導を行って
いる。
■高度なシステムの設計例
を見習う。
■上位者の技術利用方法を
見習う。
□下位者へ構築の指導を行
っている。

■開発環境を設計・構築する。
■システム化要件定義を行い、
アプリケーションデザインを
実践する。
■現状の業務を分析し、業務モ
デリングを実践する。
■オブジェクト指向設計の ■開発方法論を実務として繰
り返し実践する。
応用技術を学習する。
■セキュリティー関連技術 ■外部設計を実践する。
■見積を自ら作成し、他者の見
を学習する。
■システム構築上級の研修 積もチェックする。
を受講し、大規模、先進的、 ■複数の標準化を評価する。
ミッションクリティカル、 ■オブジェクト設計を実践す
または複数のプラットフォ る。
ームからなる高度なシステ ■システムチューニングを実
ムの構築に関する知識を学 践する。
習する。
■コンサルティング技法や ■自らの判断で、最適なコンサ
ツールの研修を幅広く受講 ルティング技法やツールを選
し学習する。
択し、システム開発工程やパッ
ケージ導入工程における局面、
例えばプロセス定義、成果物の
定義、CRP（Fit&Gap 分析）
の結果からのソリューション
策定等に活用している。
■コンサルティング技法やツ
ールに関する適用経験を繰り
返し、効果的な使用方法や勘ど
ころを身に付ける。
■知的資産のマネージメン ■チーム内で知的資産の共有
ト研修を受講し、チームに を行い、実務での活用を行う
おける共有及び活用の技術 ■個別プロジェクト内におけ
を学習する
る知的資産のマネージメント
■知的財産権（特許・著作 を実践
権など）の関連法規を研修 ■特許申請実務の経験
受講する

■実務や研修で習得
した知識を整理する。

■実務や研修で習得
した経験知を整理し、
実務上のノウハウや
自分流のスタイルを
身に付ける。
■コンサルティング
技法やツールに関し
て、関連書籍を購読し
たり自己研鑽してい
る。

□下位者の行っているコン
サルティング技法やツール
に対し、より適切な使用方法
の指導する。

■ナレッジマネージ
メントに関する世の
中の技法、一般動向を
専門誌、セミナーなど
で学習
■関連法規の学習

■上位者が行っている標準
化や知的資産化方法を見習
う
□下位者へ知的資産マネー
ジメントの意識付けと指導
を行う

■プロジェクトマネジメン
ト研修を受講し、プロジェ
クトマネジメント全局面の
知識領域について学習し、
業種や分野別の特性にとら
われない汎用的なプロジェ
クトマネジメントの知識を
身に付ける。
■プロジェクトマネジメン
ト研修を受講し、ＱＣＤの
管理方法を学習する。

■チームの工程管理（含変更管 ■実務や研修で習得
理等）、品質管理を実践する。 した知識を整理する。
■プロジェクトマネ
ジメントに関する書
籍を購読し、著名者の
方法論を学ぶ。

■上位者が行っているプロ
ジェクトマネジメントを見
習う。

■チームの中心となり、まとめ
役となるようにする。
■会議、ワーキングの議事進行
などを務める。
■問題点発生時に、解決方針を
示し、チームメンバーに理解さ
せる。
■チームの中心となり、まとめ
役となるようにする。
■会議、ワーキングの議事進行
などを務める。

■リーダーシップに
関する書籍を購読し、
著名者の方法論を学
ぶ。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を心がけ
る。

■コミュニケーショ
ンに関する書籍を購
読し、著名者の方法論
を学ぶ。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を心がけ
る。

■チームの中心となり、まとめ
役となるようにする。
■会議、ワーキングの議事進行
などを務める。
■スケジュールに影響を与え
る事態に対処するためにチー
ム内の調整を主体的に行う。

■ネゴシエーション
に関する書籍を購読
し、著名者の方法論を
学ぶ。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を心がけ
る。

リーダシップ

■開発チームリーダーとして、開発チームの目
標／目的の達成に向けた課題解決に関して解
決策を示し、チームメンバを時には叱咤激励し
ながら推進することができる。

■ＡＰＳのリーダーシップ
研修を受講し、リーダシッ
プに関する実践的な学習を
する。

コミュニケーショ
ン

■開発チームリーダーとして、開発チームの目
標／目的を関係者に周知することができる。
■対話およびインタビューを通して関係者と
の意思疎通を図り、チームの状況を理解するこ
とができる。

■ＡＰＳのコミュニケーシ
ョン研修を受講し、コミュ
ニケーションに関する実践
的な学習をする。

ネゴシエーション

■開発チームリーダーとして、開発チームの目
標／目的の達成に向けた課題解決に関し、チー
ムメンバと合意を形成することができる。
■課題を解決するために、プロジェクト関係者
と調整ができる。

■ＡＰＳのネゴシエーショ
ン研修を受講し、ネゴシエ
ーションに関する実践的な
学習をする。

凡例（スキルアップ方法）
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■：自分が実施若しくは勉強している

社外活動
■パッケージベンダー
主催の研究会などで業
務分野の情報交換をし
ている。

■データモデリングに
関して社外活動を通じ
て応用知識を習得する。

■開発方法論、オブジェ
クト指向設計に関して、
社外活動を通じての知
識を習得する。

■知的資産管理の動向
や事例を学ぶため研究
会等に参画する

□：他者を指導している

＜付録３＞ＡＰＳスキルアップガイド（レベル別）
レベル５以
上

スキル大項目
業務分析

スキルの到達点
■開発チーム責任者として、業務要件分析・
技術要件分析を行うことができ、それぞれの
成果物に対する責任を持ち、プロジェクトを
推進することができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業について
チームメンバを指導することができる。
■後進の育成を行うことができる。

研修
■個々の業務分析だけでは
なく、輻輳する業務課題の分
析や仕様へのまとめ方を学
習する。
□顧客の業界に精通してい
て、顧客の業務内容の勉強会
を主催している。

業務システム構築
（業務システム）

■開発責任者として、システム化計画立案か
ら導入、移行に至る全開発局面を当該業務ノ
ウハウを活用し遂行することができる。
■システム構築に関して、後進を育成するこ
とができる。
■開発責任者として、システム化計画立案か
ら導入、移行に至る全開発局面を当該パッケ
ージノウハウを活用し遂行することができ
る。
■業務パッケージの適合分析に関して、後進
の指導ができる。
■開発チーム責任者として、チームメンバを
指導し設計開発業務を進めることができる。
■パッケージの世間での評価や、新製品の状
況などをもとに、適用可否の助言を行うこと
ができる。

□業務システム構築の勉強
会を主催している。

業務システム構築
（業務パッケージ）

テクノロジ

□パッケージ業務システム
構築の勉強会を主催してい
る。

実務
■顧客の戦略を理解し、メンバ
ーに伝えることができる。
■大規模システムの業務分析
を実施し、要件を調整し、要求
仕様にまとめることができる。
■代表的なパッケージについ
て理解し、業務アプリケーショ
ンへの適用を判断することが
できる。
■大規模な業務システムを構
築することができる。
■パッケージ適用を意識しな
がら設計を進めることができ
る。
■大規模な業務パッケージシ
ステムを効果的に適用するこ
とができる。

独学
■業務分析の事例を
研究し、実務に応用す
ることができる。

メンタリング／コーチング
社外活動
□業務分析について下位 ■パッケージベンダー主催
の研究会などで業務分野の
者への指導を行ってい
情報交換をしている。
る。
□開発経験を報告書にまと
め、対外発表している。

■業務システム構築
の事例を研究し、実務
に応用することがで
きる。

□特定業務分野に於けるシ
ステム構築の経験をまと
め、対外発表している。

■最新の幅広い技術動向を視
野に入れ、業務システム開発の
場面で評価を実施し、適用およ
び活用することができる。
■自社の技術レベルやプロジ
ェクトのメンバーのレベルを
把握し、不足技術の補充を行
う。
■顧客の業務に精通し、目的・
ねらいの設定、問題分析、目標
値設定、要件定義などを実践し
ている。
■現状の業務の姿（As-Is）か
ら、次世代の業務の姿
（To-Bo）を描き出すことが
できる。
■顧客（責任者）から将来モデ
ルに関する相談を受けること
ができる。
■最新の技術動向についての
知識を持ち、プロジェクトに対
して採用の提案をしている。
■関連法規やガイドラインに
適合した開発作業を推進する
ことができる。

■自社の適正技術水
準を考え、必要な文献
や識者の考え方を取
り入れている。

□顧客の業務分野におけ
る構築方法を、メンバー
に説明し、参考にすべき
文献・セミナーなどを紹
介できる。
□顧客の業務分野におけ
る構築方法およびパッケ
ージ適用方法をメンバー
に説明し、参考にすべき
文献・セミナーなどを紹
介できる。
□メンバーにヒントを与
えたり、方法論を示して
理解を深めさせるような
指導を行っている。

□顧客の業務をメンバー
に説明し、参考にすべき
文献・セミナーなどを紹
介できる。

■自社に必要な知識分野、
技術分野の研究会に積極的
に参加する。

□開発方法論、関連法規
について社内で勉強会を
行うなど、下位者を指導
している。

■自社に必要な知識分野、
技術分野の研究会に積極的
に参加する。

■業務システム構築
の事例を研究し、実務
に応用することがで
きる。

□特定業務分野に於けるパ
ッケージ適用の経験をまと
め、対外発表している。

■自社に必要な知識分野、
技術分野の研究会に積極的
に参加する。

デザイン

■開発チーム責任者として、現状のビジネス
モデルや業務要件から、将来あるべきビジネ
スモデルを描き、最適なアプリケーションデ
ザインを実践できる。
■チームメンバが作成したアプリケーション
デザインをレビューし、問題点の摘出および
指導を行うことができる。

ソフトウエア
エンジニアリング

■開発チーム責任者として、最新のソフトウ
ェアエンジニアリングを理解し、プロジェク
トチームに取り入れることができる。
■中規模以下のシステムで最適技術の選択で
リーダーシップを発揮し、事例を示しながら
システム開発を完成に導くことができる。
■ソフトウェアエンジニアリングで、プロジ
ェクトチームに総括的な教育を実施すること
ができる。
■中規模以下のシステムで、プロジェクト全
体を明確に文書化できる。

コンサルティング
技法

■開発チーム責任者として、最適なコンサル
ティング技法やツールを選択・適用し、下位
者への指導と共に自らが難易度の高い領域で
専門性を発揮できる。
■コンサルティング技法やツールに関して、
社内に貢献することができる。
□コンサルティング技法やツールに関して、
メンターとして後進の育成を行うことができ
る。

■最新のコンサルティング
技法やツールの研修を受講
したり、他社の適用事例のセ
ミナーに参加したりし、コン
サルティング技法やツール
に関して学習する。

■最新のコンサルティング技
法やツールを評価し、開発工程
における各種局面での選択・適
用を判断している。
■コンサルティング技法やツ
ールに関して、実プロジェクト
での自らが難易度の高い領域
で専門性を発揮している。
■コンサルティング技法やツ
ールに関して、実プロジェクト
での作業効率化や効果的な作
業遂行を目指し継続的に改善
している。

■世の中の動向を把
握し、常に最新のコン
サルティング技法や
ツールの習得に向け
自己研鑽している。

□コンサルティング技法
やツールに対し、後進の
育成に貢献する。

■担当プロジェクトの開発
事例を、適用したコンサル
ティング技法やツールを交
えて社外発表している。

知的資産管理

■開発チーム責任者としてプロジェクトの準
備･開始から完了、完了後の全工程において、
業務プロセスの標準化や知的資産化を図りデ
ータベース化を行うことができる
■開発プロジェクトの全工程の知的資産を維
持・管理しプロジェクト内に活用推進をする
ことができる
■プロジェクトの全体の生産性向上・付加価
値向上を目的とした知的資産の有効活用と統
制を推進することができる

■知的資産マネージメント
のケーススタディ研修を受
講し、企業内組織における共
有及び活用の技術を学習す
る
■特許侵害、訴訟、リスク管
理などの組織ガバナンスに
関わる研修

■プロジェクト組織内の知的
資産の共有と活用を実践する
■企業内組織レベルの知的資
産のマネージメントを実践

■ナレッジマネージ
メントに関する事例
などを専門誌、セミナ
ーなどで学習
■組織ガバナンスに
関する事例を関連書
籍や経験者談から学
習する

□下位者へ標準化や知的
資産化、知的資産マネー
ジメントの実践指導を行
う

■知的資産管理の実践経験
をセミナーで講演する

プロジェクト
マネジメント

■開発チーム責任者として、プロジェクトマ
ネジメント職種と協業し、担当アプリケーシ
ョンの開発、保守、運用プロジェクトにおい
て、マネージメントの一旦を担うことができ
る。
■担当するプロジェクト範囲の品質、コスト、
納期の管理を行うことができる。
■開発チーム責任者として、プロジェクト全
体の目標／目的の達成に向けた課題解決に関
して解決策を示し、関係者を時には叱咤激励
しながら推進することができる。

■プロジェクトマネジメン
ト研修を受講し、プロジェク
トマネジメントに関する知
識や技術を学習する。
■財務分析研修を受講し、企
業の財務に関する知識を学
習する。
■ＡＰＳのリーダーシップ
研修を受講し、リーダシップ
に関する実践的な学習をす
る。

■実プロジェクトでの予実績
管理から改善点を評価・提案す
る。

■情報処理試験プロ
ジェクトマネージャ、
ＰＭＰ試験合格程度
の知識を身に付ける。

□主要メンバーにプロジ
ェクトのポイントを理解
させる。

■開発チーム責任者として、プロジェクト全
体の目標／目的を関係者に周知することがで
きる。
■対話およびインタビューを通して関係者と
の意思疎通を図り、メンバとプロジェクトの
状況を理解することができる。
■開発チーム責任者として、プロジェクト全
体の目標／目的の達成に向けた課題解決に関
し、関係者と合意を形成することができる。
■課題を解決するために、ユーザーを含む利
害関係者と調整ができる。

■ＡＰＳのコミュニケーシ
ョン研修を受講し、コミュニ
ケーションに関する実践的
な学習をする。

リーダシップ

コミュニケーショ
ン

ネゴシエーション

■ＡＰＳのネゴシエーショ
ン研修を受講し、ネゴシエー
ションに関する実践的な学
習をする。

■業務モデリングの
メソドロジを学習し、
実践に応用する。

□事例を示してメンバー
を指導している。

■プロジェクトの完成のため
の責任性を発揮している。
■問題点発生時に、都度解決に
努める粘り強さを発揮してい
る。
■問題解決の方向性をしめし
て問題の低減に努めている。
■プロジェクトの完成のため
に、利害関係者の間の意思疎通
に努めている。

■品質や納期について、顧客の
責任者と調整し、合意形成す
る。

凡例（スキルアップ方法）
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□効果的なコミュニケー
ション方法についてメン
バーを指導している。

■効果的なネゴシエ
ーションのためのシ
ミュレーションの研
究を実施している。

□効果的なネゴシエーシ
ョン方法についてメンバ
ーを指導している。

■：自分が実施若しくは勉強している

□：他者を指導している

＜付録４＞ＡＰＳスキルアップガイド（スキル別）
スキル分類
ビジネス／
インダスト
リ

スキル大項目
業務分析

レベル３

レベル４

レベル５以
上

業務システム構築
（業務システム）

レベル３

レベル４

レベル５以
上

業務システム構築
（業務パッケージ）

レベル３

レベル４

レベル５以
上

スキルの到達点
研修
■開発チームメンバとして、同一職種の上 ■システム要件定義技法の研修
位者の指示の下に、業務要件分析・技術要 を受講し、業務分析方法について
件分析の一連の作業を行うことができる。 学習する。
■既存の作業標準やガイダンスに従い、各
種作業を行うことができる。
■同一職種の上位者の作成した計画に従
って各種作業を行うことができる。

実務
■限定された業務範囲の業
務分析を行い、仕様にまとめ
ることができる。
■汎用的なアプリケーショ
ンコンポーネントの適用を
意識し、仕様の検討を行う。

独学
■社内の業務分析ガ
イダンスを勉強して
いる。

ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ/ｺｰﾁﾝｸﾞ

社外活動

■開発チームリーダとして、業務要件分
析・技術要件分析作業を既存の作業標準や
ガイダンスに従い、成果物を作成すること
ができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業につい
てチームメンバを指導することができる
ように、自己研鑽することができる。
■業務要件分析・技術要件分析の成果物に
ついて、他者に説明することができる。
■開発チーム責任者として、業務要件分
析・技術要件分析を行うことができ、それ
ぞれの成果物に対する責任を持ち、プロジ
ェクトを推進することができる。
■業務要件分析・技術要件分析作業につい
てチームメンバを指導することができる。
■後進の育成を行うことができる。

■個々の業務分析だけではなく、
輻輳する業務課題の分析や仕様
へのまとめ方を学習する。

■中規模な業務の業務分析
を行い、要件を調整し、要求
仕様にまとめることができ
る。
■業務パッケージについて
の知識を持ち、業務適用への
助言を行うことができる。

■複数の業務分析の
手法を勉強し、実務
に応用することがで
きる。

□自分の理解してい
る範囲内で、下位者
への指導を心がけ
る。

■パッケージベン
ダー主催の研究会
などで業務分野の
情報交換をしてい
る。

■個々の業務分析だけではなく、
輻輳する業務課題の分析や仕様
へのまとめ方を学習する。
□顧客の業界に精通していて、顧
客の業務内容の勉強会を主催し
ている。

■顧客の戦略を理解し、メン
バーに伝えることができる。
■大規模システムの業務分
析を実施し、要件を調整し、
要求仕様にまとめることが
できる。
■代表的なパッケージにつ
いて理解し、業務アプリケー
ションへの適用を判断する
ことができる。
■小規模な業務システムの
構築を実践する。

■業務分析の事例を
研究し、実務に応用
することができる。

□業務分析について
下位者への指導を行
っている。

■パッケージベン
ダー主催の研究会
などで業務分野の
情報交換をしてい
る。
□開発経験を報告
書にまとめ、対外
発表している。

■特定の業務システ
ム構築方法を勉強
し、実務に応用する
ことができる。

■上位者の業務シス
テムノウハウを吸収
する。

■中規模な業務システムを
構築することができる。
■パッケージ適用も意識し
ながら、設計を進めることが
できる。

■複数の業務システ
ム構築方法を勉強
し、実務に応用する
ことができる。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を
心がける。

■大規模な業務システムを
構築することができる。
■パッケージ適用を意識し
ながら設計を進めることが
できる。

■業務システム構築
の事例を研究し、実
務に応用することが
できる。

■小規模な業務パッケージ
を効果的に適用することが
できる。

■特定の業務システ
ム構築方法を勉強
し、実務に応用する
ことができる。

□顧客の業務分野に
おける構築方法を、
メンバーに説明し、
参考にすべき文献・
セミナーなどを紹介
できる。
■上位者の業務シス
テムノウハウを吸収
する。

■中規模なパッケージを効
果的に適用することができ
る。

■複数の業務システ
ム構築方法を勉強
し、実務に応用する
ことができる。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を
心がける。

■大規模な業務パッケージ
システムを効果的に適用す
ることができる。

■業務システム構築
の事例を研究し、実
務に応用することが
できる。

□顧客の業務分野に
おける構築方法およ
びパッケージ適用方
法をメンバーに説明
し、参考にすべき文
献・セミナーなどを
紹介できる。

■開発チームメンバーとして、担当領域に
関する設計、開発、導入などを独力で実践
できる。

■インダストリアプリケーショ
ン動向研修を受講し、各インダス
トリにおける最新の動向や、現在
注目を集めているアプリケーシ
ョン、ソリューションに関する知
識を学習する。
■開発チームリーダとして、当該業務知識 ■インダストリアプリケーショ
を活用しながら、担当領域に関する設計、 ン動向研修を受講し、各インダス
カスタマイズ、導入などを品質やスケジュ トリにおける最新の動向や、現在
ールに責任を持って遂行することができ 注目を集めているアプリケーシ
る。
ョン、ソリューションに関する知
識を学習する。
■開発責任者として、システム化計画立案 □業務システム構築の勉強会を
から導入、移行に至る全開発局面を当該業 主催している。
務ノウハウを活用し遂行することができ
る。
■システム構築に関して、後進を育成する
ことができる。
■開発チームメンバーとして、当該パッケ ■インダストリアプリケーショ
ージ知識を活用しながら、担当領域に関す ン動向研修を受講し、各インダス
る設計、カスタマイズ、導入などを独力で トリにおける最新の動向や、現在
実践できる。
注目を集めているパッケージ、ソ
リューションに関する知識を学
習する。
■開発チームリーダとして、当該パッケー ■インダストリアプリケーショ
ジ知識を活用しながら、担当領域に関する ン動向研修を受講し、各インダス
設計、カスタマイズ、導入などを品質やス トリにおける最新の動向や、現在
ケジュールに責任を持って遂行すること 注目を集めているパッケージ、ソ
ができる。
リューションに関する知識を学
■業務パッケージの設計に関して、後進を 習する。
育成しながら、実施することができる。
■独力でパッケージの適合分析が実践で
きる。
■開発責任者として、システム化計画立案 □パッケージ業務システム構築
から導入、移行に至る全開発局面を当該パ の勉強会を主催している。
ッケージノウハウを活用し遂行すること
ができる。
■業務パッケージの適合分析に関して、後
進の指導ができる。

凡例（スキルアップ方法）
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■：自分が実施若しくは勉強している

□特定業務分野に
於けるシステム構
築の経験をまと
め、対外発表して
いる。

□特定業務分野に
於けるパッケージ
適用の経験をまと
め、対外発表して
いる。

□：他者を指導している

＜付録４＞ＡＰＳスキルアップガイド（スキル別）
スキル分類
テクノロジ
／
メソドロジ
テクノロジ
／
メソドロジ

スキル大項目
テクノロジ

デザイン

レベル３

研修
■最新技術動向の研修を受講し、
ＩＴサービスを取りまく最新の
技術動向を理解し、実際のビジネ
スで応用するための知識を学習
する。
■要素技術上級の研修を受講し、
プラットフォーム、システム管理
基盤、データベースなどの要素技
術を学習する。
■最新技術動向の研修を受講し、
ＩＴサービスを取りまく最新の
技術動向を理解し、実際のビジネ
スで応用するための知識を学習
する。
■要素技術上級の研修を受講し、
プラットフォーム、システム管理
基盤、データベースなどの要素技
術を学習する。

レベル４

■開発チームリーダとして、チームメン
バを指導し設計開発業務を進めることが
できる。
■設計開発基盤と問題解決手法に関する
知識を有し、担当する領域において発生
する技術的問題に対して解決手法を説明
できる。
■ネットワーク、分散コンピューティン
グに関する知識を有し、プロジェクト内
で活用できる。
■データモデリングに関する知識を有
し、プロジェクト内で指導的な立場で推
進できる。

レベル５以
上

■開発チーム責任者として、チームメン
バを指導し設計開発業務を進めることが
できる。
■パッケージの世間での評価や、新製品
の状況などをもとに、適用可否の助言を
行うことができる。

レベル３

■開発チームメンバとして、上位者の指
導の下で、担当する領域のアプリケーシ
ョン基盤デザインの一連の作業を実践で
きる。
■上位者の指導の下で、担当する領域の
データモデリング、プロセスモデリング
の一連の作業を実践できる。

■システム設計上級の研修を受
講し、高度なシステムの設計に関
する知識を学習する。

レベル４

■開発チームリーダとして、業務要件定
義、システム化要件定義を行い、要件を
満たす最適なアプリケーションデザイン
を実践できる。
■担当する領域の業務モデリングを実践
し成果物として完成することができる。
■開発チーム責任者として、現状のビジ
ネスモデルや業務要件から、将来あるべ
きビジネスモデルを描き、最適なアプリ
ケーションデザインを実践できる。
■チームメンバが作成したアプリケーシ
ョンデザインをレビューし、問題点の摘
出および指導を行うことができる。

■システム設計上級の研修を受
講し、高度なシステムの設計に関
する知識を学習する。

■開発チームメンバとして、既存のソフ
トウェアエンジニアリングを理解でき
る。
■既に習得した技術で、自分の担当する
範囲のシステム開発を完成することがで
きる。
■自分の担当した範囲は、明確に文書化
できる。
■開発チームリーダとして、最新のソフ
トウェアエンジニアリングを理解し、プ
ロジェクトチームに提案することができ
る。
■チームメンバを指導し、システム開発
に支障を起こさないようにできる。
■ソフトウェアエンジニアリングで、プ
ロジェクトチームに自分の習得した技術
の教育を実施することが出来る。
■自分の担当した範囲だけでなく、チー
ムメンバの範囲も明確に文書化できる。
■開発チーム責任者として、最新のソフ
トウェアエンジニアリングを理解し、プ
ロジェクトチームに取り入れることがで
きる。
■中規模以下のシステムで最適技術の選
択でリーダーシップを発揮し、事例を示
しながらシステム開発を完成に導くこと
ができる。
■ソフトウェアエンジニアリングで、プ
ロジェクトチームに総括的な教育を実施
することができる。
■中規模以下のシステムで、プロジェク
ト全体を明確に文書化できる。

■システム構築上級の研修を受
講し、高度なシステムの構築に関
する知識を学習する。

レベル５以
上

ソフトウエア
エンジニアリング

スキルの到達点
■開発チームメンバとして、設計開発基
盤と問題解決手法に関する知識を有し、
担当する領域において発生する技術的問
題解決を独力で実践できる。
■プラットフォーム技術に関する知識を
有し、プロジェクト内で活用できる。

レベル３

レベル４

レベル５以
上

■オブジェクト指向設計の応用
技術を学習する。
■セキュリティー関連技術を学
習する。
■システム構築上級の研修を受
講し、大規模、先進的、ミッショ
ンクリティカル、または複数のプ
ラットフォームからなる高度な
システムの構築に関する知識を
学習する。

実務
■データベース、データモデ
リングに関して、技術的問題
解決や標準化等を実践する。
■技術検証手法、パッケージ
動向、ミドルウエア、プラッ
トフォーム技術に関する知識
を保有し、実務の中でこれら
を意識した作業を実践する。

独学
■パッケージソフト
の動向や新製品の状
況、トレンドをつか
む。

ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ/ｺｰﾁﾝｸﾞ
■技術面に関して真
の問題点がどこにあ
るかを常に意識する
よう心がける。
■最新技術の使用例
を見習う。
■上位者の技術利用
方法を見習う。

社外活動

■問題解決や検証に関する具
体的な手法を身に付け、業務
の中で実践する。
■データベースモデリングに
ついて下位者に対し指導を行
いながら実践する。

■実務や研修で習得
した知識を整理す
る。

□下位者への指導を
行っている。
■最新技術の使用例
を見習う。
■上位者の技術利用
方法を見習う。

■データモデリン
グに関して社外活
動を通じて応用知
識を習得する。

■最新の幅広い技術動向を視
野に入れ、業務システム開発
の場面で評価を実施し、適用
および活用することができ
る。
■自社の技術レベルやプロジ
ェクトのメンバーのレベルを
把握し、不足技術の補充を行
う。
■要件定義、フレームワーク、
開発環境設計、業務モデリン
グ（As-Isモデル）に関する
知識を保有し、実務の中でこ
れらを意識した作業を実践す
る。

■自社の適正技術水
準を考え、必要な文
献や識者の考え方を
取り入れている。

□メンバーにヒント
を与えたり、方法論
を示して理解を深め
させるような指導を
行っている。

■自社に必要な知
識分野、技術分野
の研究会に積極的
に参加する。

■他プロジェクトで
利用されているフレ
ームワーク、開発環
境を意識しながら視
野を広める。

■上位者が行ってい
る要件定義手法を見
習う。
■高度なシステムの
設計例を見習う。

■開発環境を設計・構築する。
■システム化要件定義を行
い、アプリケーションデザイ
ンを実践する。
■現状の業務を分析し、業務
モデリングを実践する。
■顧客の業務に精通し、目
的・ねらいの設定、問題分析、
目標値設定、要件定義などを
実践している。
■現状の業務の姿（As-Is）
から、次世代の業務の姿
（To-Bo）を描き出すことが
できる。
■顧客（責任者）から将来モ
デルに関する相談を受けるこ
とができる。
■習得した技術を活用し、プ
ログラム設計を実践する。
■テスト技法、デバッグ技法
を用い開発を実践する。

■実務や研修で習得
した知識を整理す
る。

■開発方法論を実務として繰
り返し実践する。
■外部設計を実践する。
■見積を自ら作成し、他者の
見積もチェックする。
■複数の標準化を評価する。
■オブジェクト設計を実践す
る。
■システムチューニングを実
践する。

■実務や研修で習得
した知識を整理す
る。

□下位者への指導を
行っている。
■高度なシステムの
設計例を見習う。
■上位者の技術利用
方法を見習う。
■業務モデリングの □顧客の業務をメン
メソドロジを学習
バーに説明し、参考
し、実践に応用する。 にすべき文献・セミ
ナーなどを紹介でき
る。

■実務で習得した技
術や他プロジェクト
の技術を理解し整理
する。

■最新の技術動向についての
知識を持ち、プロジェクトに
対して採用の提案をしてい
る。
■関連法規やガイドラインに
適合した開発作業を推進する
ことができる。

凡例（スキルアップ方法）

- 23 -

■：自分が実施若しくは勉強している

■上位者が行ってい
るソフトウエアエン
ジニアリング手法を
見習う。
□システム構築のう
ちプログラム設計に
ついては下位者への
助言を行っている。
□下位者へ構築の指
導を行っている。

□開発方法論、関連
法規について社内で
勉強会を行うなど、
下位者を指導してい
る。

■自社に必要な知
識分野、技術分野
の研究会に積極的
に参加する。

■開発方法論、オ
ブジェクト指向設
計に関して、社外
活動を通じての知
識を習得する。

■自社に必要な知
識分野、技術分野
の研究会に積極的
に参加する。

□：他者を指導している

＜付録４＞ＡＰＳスキルアップガイド（スキル別）
スキル分類
メソドロジ

スキル大項目
コンサルティング技
法

知的資産管理

スキルの到達点
■開発チームメンバとして、上位者の指
導の元、コンサルティング技法やツール
を担当作業範囲（要件定義や論理設計な
ど）の中で効果的に使用できる。
■コンサルティング技法やツールを一般
知識として習得している。

研修
■コンサルティング技法やツー
ルの基礎研修を受講し、一般的な
知識として学習する。
■コンサルティング技法やツー
ルを、Workshop 形式等の実践
的研修を受講し、開発工程におけ
る局面での作業遂行上のスキル
習得を目的として学習する。

実務
■上位者の行うコンサルティ
ング技法やツールから、その
遂行に当たってのアプローチ
や効用を学ぶ。
■上位者の指導の元でコンサ
ルティング技法やツールを担
当作業範囲（要件定義や論理
設計など）の中で使用してい
る。

独学
■実務や研修で習得
した知識や経験を整
理する。
■コンサルティング
技法やツールに関し
て、関連書籍を購読
したり自己研鑽して
いる。

ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ/ｺｰﾁﾝｸﾞ
■上位者が行ってい
るコンサルティング
技法やツールを見習
う。

レベル４

■開発チームリーダーとして、システム
開発工程の広範囲な作業を効果的に進め
るに当たり、自らの判断でコンサルティ
ング技法やツールを選択・適用できる。
■開発チームリーダーとして、担当チー
ムの作業においてその適用を下位者に指
導できる。

■コンサルティング技法やツー
ルの研修を幅広く受講し学習す
る。

■自らの判断で、最適なコン
サルティング技法やツールを
選択し、システム開発工程や
パッケージ導入工程における
局面、例えばプロセス定義、
成 果 物 の 定 義 、 CRP
（Fit&Gap 分析）の結果から
のソリューション策定等に活
用している。
■コンサルティング技法やツ
ールに関する適用経験を繰り
返し、効果的な使用方法や勘
どころを身に付ける。

■実務や研修で習得
した経験知を整理
し、実務上のノウハ
ウや自分流のスタイ
ルを身に付ける。
■コンサルティング
技法やツールに関し
て、関連書籍を購読
したり自己研鑽して
いる。

□下位者の行ってい
るコンサルティング
技法やツールに対
し、より適切な使用
方法の指導する。

レベル５以
上

■開発チーム責任者として、最適なコン
サルティング技法やツールを選択・適用
し、下位者への指導と共に自らが難易度
の高い領域で専門性を発揮できる。
■コンサルティング技法やツールに関し
て、社内に貢献することができる。
□コンサルティング技法やツールに関し
て、メンターとして後進の育成を行うこ
とができる。

■最新のコンサルティング技法
やツールの研修を受講したり、他
社の適用事例のセミナーに参加
したりし、コンサルティング技法
やツールに関して学習する。

■最新のコンサルティング技
法やツールを評価し、開発工
程における各種局面での選
択・適用を判断している。
■コンサルティング技法やツ
ールに関して、実プロジェク
トでの自らが難易度の高い領
域で専門性を発揮している。
■コンサルティング技法やツ
ールに関して、実プロジェク
トでの作業効率化や効果的な
作業遂行を目指し継続的に改
善している。

■世の中の動向を把
握し、常に最新のコ
ンサルティング技法
やツールの習得に向
け自己研鑽してい
る。

□コンサルティング
技法やツールに対
し、後進の育成に貢
献する。

レベル３

■開発チームメンバーとして自己の作成
した成果物の知的資産化を行いデータベ
ース化することができる
■自己の登録した知的資産の維持・管理
を行うことができる
■データベースに登録されている既存の
知的資産を自己の成果物作成の中で有効
活用し効率化、高品質化することができ
る

■知的資産のデータベース化技
術の研修を受講し、維持・管理技
術を学習する
■知的財産権の基礎を研修受講
する

■自己の作成した開発成果物
を知的資産化する

■知的資産の定義、
事例などの一般書籍
による学習
■ナレッジマネージ
メントに関する一般
知識を書籍により学
習

■上位者の知的資産
マネージメント方法
を見習う

レベル４

■開発チームリーダとしてチームの作成
した成果物の知的資産化をチームを指導
して行いデータベース化することができ
る
■チームの知的資産を維持・管理しチー
ム内に活用推進をすることができる
■データベースに登録されている既存の
知的資産を開発チームの中で指導しなが
ら有効活用させチームの効率化、高品質
化をさせることができる
■開発チーム責任者としてプロジェクト
の準備･開始から完了、完了後の全工程に
おいて、業務プロセスの標準化や知的資
産化を図りデータベース化を行うことが
できる
■開発プロジェクトの全工程の知的資産
を維持・管理しプロジェクト内に活用推
進をすることができる
■プロジェクトの全体の生産性向上・付
加価値向上を目的とした知的資産の有効
活用と統制を推進することができる

■知的資産のマネージメント研
修を受講し、チームにおける共有
及び活用の技術を学習する
■知的財産権（特許・著作権など）
の関連法規を研修受講する

■チーム内で知的資産の共有
を行い、実務での活用を行う
■個別プロジェクト内におけ
る知的資産のマネージメント
を実践
■特許申請実務の経験

■ナレッジマネージ
メントに関する世の
中の技法、一般動向
を専門誌、セミナー
などで学習
■関連法規の学習

■上位者が行ってい
る標準化や知的資産
化方法を見習う
□下位者へ知的資産
マネージメントの意
識付けと指導を行う

■知的資産管理の
動向や事例を学ぶ
ため研究会等に参
画する

■知的資産マネージメントのケ
ーススタディ研修を受講し、企業
内組織における共有および活用
の実践を学習する
■契約実務
■特許侵害、訴訟、リスク管理な
どの組織ガバナンスに関わる研
修

■プロジェクト組織内の知的
資産の共有と活用を実践する
■企業内組織レベルの知的資
産のマネージメントを実践

■ナレッジマネージ
メントに関する事例
などを専門誌、セミ
ナーなどで学習
■組織ガバナンスに
関する事例を関連書
籍や経験者談から学
習する

□下位者へ標準化や
知的資産化、知的資
産マネージメントの
実践指導を行う

■知的資産管理の
実践経験をセミナ
ーで講演する

レベル３

レベル５以
上

凡例（スキルアップ方法）
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■：自分が実施若しくは勉強している

社外活動

■担当プロジェク
トの開発事例を、
適用したコンサル
ティング技法やツ
ールを交えて社外
発表している。

□：他者を指導している

＜付録４＞ＡＰＳスキルアップガイド（スキル別）
スキル分類
プロジェクト
マネジメント

スキル大項目
プロジェクト
マネジメント

レベル３

レベル４

レベル５以
上

パーソナル

リーダシップ

レベル３

レベル４

コミュニケーション

■開発チーム責任者として、プロジェク
トマネジメント職種と協業し、担当アプ
リケーションの開発、保守、運用プロジ
ェクトにおいて、マネージメントの一旦
を担うことができる。
■担当するプロジェクト範囲の品質、コ
スト、納期の管理を行うことができる。
■開発チームメンバとして、開発チーム
の目標／目的の達成に向けた課題解決に
関し、プロジェクトの中での自分の位置
付けを理解し、チームワーク、責任性を
発揮することができる。
■開発チームリーダーとして、開発チー
ムの目標／目的の達成に向けた課題解決
に関して解決策を示し、チームメンバを
時には叱咤激励しながら推進することが
できる。

研修
■プロジェクトマネジメント基
礎研修を受講し、プロジェクトの
定義、組織化、プロジェクト実施
と管理に関して学習する。

実務
■担当範囲の工程計画を作
成し、自分自身で進捗を管理
する。
■担当範囲における変更管
理を行う。

独学

ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ/ｺｰﾁﾝｸﾞ
■上位者が行ってい
る工程管理、品質管
理を見習う。

■プロジェクトマネジメント研
修を受講し、プロジェクトマネジ
メント全局面の知識領域につい
て学習し、業種や分野別の特性に
とらわれない汎用的なプロジェ
クトマネジメントの知識を身に
付ける。
■プロジェクトマネジメント研
修を受講し、ＱＣＤの管理方法を
学習する。
■プロジェクトマネジメント研
修を受講し、プロジェクトマネジ
メントに関する知識や技術を学
習する。
■財務分析研修を受講し、企業の
財務に関する知識を学習する。

■チームの工程管理（含変更
管理等）、品質管理を実践す
る。

■実務や研修で習得
した知識を整理す
る。
■プロジェクトマネ
ジメントに関する書
籍を購読し、著名者
の方法論を学ぶ。

■上位者が行ってい
るプロジェクトマネ
ジメントを見習う。

■実プロジェクトでの予実
績管理から改善点を評価・提
案する。

■情報処理試験プロ
ジェクトマネージ
ャ、ＰＭＰ試験合格
程度の知識を身に付
ける。

□主要メンバーにプ
ロジェクトのポイン
トを理解させる。

■リーダーシップ基礎研修を受
講し、リーダシップに関する基礎
的な学習をする。

■論理的な思考で担当範囲
の問題解決を実践する。

■ＡＰＳのリーダーシップ研修
を受講し、リーダシップに関する
実践的な学習をする。

■チームの中心となり、まと
め役となるようにする。
■会議、ワーキングの議事進
行などを務める。
■問題点発生時に、解決方針
を示し、チームメンバーに理
解させる。
■プロジェクトの完成のた
めの責任性を発揮している。
■問題点発生時に、都度解決
に努める粘り強さを発揮し
ている。
■問題解決の方向性をしめ
して問題の低減に努めてい
る。
■プロジェクトにおいて、主
体的にコミュニケーション
を実践する。
■顧客やプロジェクト内で
の会議に積極的に参加しコ
ミュニケーションをはかる。
■チームの中心となり、まと
め役となるようにする。
■会議、ワーキングの議事進
行などを務める。

■リーダーシップに
関する書籍を購読
し、著名者の方法論
を学ぶ。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を
心がける。

レベル５以
上

■開発チーム責任者として、プロジェク
ト全体の目標／目的の達成に向けた課題
解決に関して解決策を示し、関係者を時
には叱咤激励しながら推進することがで
きる。

■ＡＰＳのリーダーシップ研修
を受講し、リーダシップに関する
実践的な学習をする。

レベル３

■開発チームメンバとして、開発チーム
の目標／目的とプロジェクトの中での自
分の位置付けを理解し、対話等を通して
関係者との意思疎通を図ることができ
る。

■コミュニケーション基礎研修
を受講し、コミュニケーションに
関する基礎的な学習をする。

レベル４

■開発チームリーダーとして、開発チー
ムの目標／目的を関係者に周知すること
ができる。
■対話およびインタビューを通して関係
者との意思疎通を図り、チームの状況を
理解することができる。
■開発チーム責任者として、プロジェク
ト全体の目標／目的を関係者に周知する
ことができる。
■対話およびインタビューを通して関係
者との意思疎通を図り、メンバとプロジ
ェクトの状況を理解することができる。
■開発チームメンバとして、開発チーム
の目標／目的の達成に向けた課題解決に
関し、プロジェクトの中での自分の位置
付けを理解し、合意形成に参画すること
ができる。
■開発チームリーダーとして、開発チー
ムの目標／目的の達成に向けた課題解決
に関し、チームメンバと合意を形成する
ことができる。
■課題を解決するために、プロジェクト
関係者と調整ができる。

■ＡＰＳのコミュニケーション
研修を受講し、コミュニケーショ
ンに関する実践的な学習をする。

■開発チーム責任者として、プロジェク
ト全体の目標／目的の達成に向けた課題
解決に関し、関係者と合意を形成するこ
とができる。
■課題を解決するために、ユーザーを含
む利害関係者と調整ができる。

■ＡＰＳのネゴシエーション研
修を受講し、ネゴシエーションに
関する実践的な学習をする。

レベル５以
上

ネゴシエーション

スキルの到達点
■開発チームメンバとして、担当範囲の
作業に関してスケジュール管理を実施で
きる。
■プロジェクトコストの重要性を認識
し、常にコスト意識しながら、作業を遂
行できる。
■担当範囲のアプリケーションについて
品質管理を実施できる。
■開発チームリーダとして、担当範囲の
作業に関して、各工程のスケジュール管
理を実施出来る。また、スケジュール管
理に関してチームメンバを指導できる。
■常にコストを意識しながら、プロジェ
クトを遂行できる。
■担当範囲のアプリケーションについて
品質管理を実施出来る。また、品質管理
に関してチームメンバを指導できる。

レベル３

レベル４

■ＡＰＳのコミュニケーション
研修を受講し、コミュニケーショ
ンに関する実践的な学習をする。

■プロジェクトの完成のた
めに、利害関係者の間の意思
疎通に努めている。

■ネゴシエーション基礎研修を
受講し、ネゴシエーションに関す
る基礎的な学習をする。

■スケジュールに影響を与
える事態に対処するために
上位者との調整を適宜行う。

■ＡＰＳのネゴシエーション研
修を受講し、ネゴシエーションに
関する実践的な学習をする。

■チームの中心となり、まと
め役となるようにする。
■会議、ワーキングの議事進
行などを務める。
■スケジュールに影響を与
える事態に対処するために
チーム内の調整を主体的に
行う。
■品質や納期について、顧客
の責任者と調整し、合意形成
する。

凡例（スキルアップ方法）
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□事例を示してメン
バーを指導してい
る。

■コミュニケーショ
ンに関する書籍を購
読し、著名者の方法
論を学ぶ。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を
心がける。

□効果的なコミュニ
ケーション方法につ
いてメンバーを指導
している。

■ネゴシエーション
に関する書籍を購読
し、著名者の方法論
を学ぶ。

■上位者を見習う。
□下位者への指導を
心がける。

■効果的なネゴシエ
ーションのためのシ
ミュレーションの研
究を実施している。

□効果的なネゴシエ
ーション方法につい
てメンバーを指導し
ている。

■：自分が実施若しくは勉強している

□：他者を指導し

社外活動
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