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資格と適性 (3章）	

・情報に関する資格	
・仕事と適性	



情報に関する資格	

•  資格の分類 
•  情報処理技術者試験 
•  情報処理の民間資格 
•  共通キャリア・スキルフレームワークと資格 
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資格の分類	

•  業務独占資格：　 
　　資格がないと従事できない職種 

•  名称独占資格（検定）：　 
　　能力の認定 

•  必置資格：　 
　　ある事業を行う際に，資格保持者を 
　　置かねばならない 
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資格の分類	

•  業務独占資格：　 
　　資格がないと従事できない職種	

 
　　　　　医師，弁護士，看護師， 
　　　　　公認会計士．．． 
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資格の分類	

•  名称独占資格（検定）：　 
　　能力の認定 

　　　　　 
　　　　　技術士，社会福祉士，調理師 
　　　　　中小企業診断士．．． 
 
　　（その資格を持っているもののみ， 
　　　名乗れる） 
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資格の分類	

•  必置資格：　 
　　ある事業を行う際に，資格保持者を 
　　置かねばならない 

　　　　薬剤師，危険物取扱者乙種第４類．．． 
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資格の分類	

•  資格認定の実施主体：　 
 
　　　国家資格： 
　　　　　国が法令によって定めた 
　　　民間資格： 
　　　　　企業などの団体が試験等を実施 
　　　公的資格： 
　　　　　公益法人や民間が実施しているものを 
　　　　　行政組織（文科省など）が認定・後援 
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情報処理技術者試験	

•  経済産業省が法律に基づいて実施する国家試験 
 
「情報処理の促進に関する法律」にもとづき実施 

•  情報処理技術者としての知識・技能が一定以
上の水準であることを認定． 
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情報処理技術者試験	

•  ITに関わる人材に対する試験： 
　　　　　情報処理の原理・基礎技能を出題 
•  試験範囲が細分化されてきた 
•  2009年改正でITSSのレベルと試験内容の適合

化を図った 
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ITSS:			
	情報技術スキル標準	



ITSS (情報技術スキル標準）職種	

•  マーケティング 
•  セールス 
•  コンサルタント 
•  ITアーキテクト 
•  プロジェクトマネジメント 
•  ITスペシャリスト 
•  アプリケーションスペシャリスト 
•  ソフトウェアデベロップメント 
•  カスタマーサービス 
•  ITサービスマネジメント 
•  エデュケーション 
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情報処理技術者試験のメリット	

•  企業からの高い評価 
　　一時金・資格手当などの報奨金制度を設ける 
　　企業，資格を就職試験の合格に考慮 

•  時代の変化に対応出来る技術者育成 
•  質の高い試験 
•  企業の技術力をアピール 

競争入札参加申請に合格者数の記入 
•  自己のスキルアップ，能力レベルの確認 
•  国家試験などにおける優遇精度 

（弁理士試験，教員採用試験等で一部免除） 
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情報処理技術者試験のメリット	

•  金融機関におけるローン金利優遇 
•  学校における優遇制度 

入試優遇制度を実施する学校，単位認定制度 
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情報処理の民間資格	

•  ベンダー資格：　自社製品についての試験 
　　Microsoft Certified Application Specialist,   
     MCP, シスコ技術者認定, Oracle Master 
•  ベンダーニュートラル試験：　業界団体等が実施 
    CompTIAのA+, Network+  
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共通キャリア・スキルフレームワーク 
と資格	

•  UISS（ユーザ企業向けスキル標準） 
•  ETSS（組込みスキル標準） 
•  共通キャリア・スキルフレームワーク： 
　　ITSS,　UTSS, ETSSの関連性明確化 
•  スキル標準ユーザー協会：　 
　　スキル標準とベンダー資格の関連付け 
　　(例）Oracle Master Bronze ⇒　ITSS　レベル１ 
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仕事と適性	

•  適性とは何か 
•  適性を考える前提 
•  キャリア形成と自己理解 
•  職業に対する興味 
•  企業はどのように適性を判断す

るのか 
•  コミュニケーション能力 
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適性とは何か	

•  個人がある分野で発揮できる能力や特性 
•  進学適性や職業適性がある 
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適性とは何か	

•  職業適性の要素：　 
　　現有能力（技術、資格） 
　　潜在学習能力 
　　人格 
　　欲求 
　　価値観 
　　興味 
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適性とは何か	

•  職業的適合性： 
 
「人と職業の相応しさを規定する条件」	
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適性を考える前提	
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•  自己理解の深化：　ジョハリの窓（表3.2） 
　　	

•  内観（内省）：　自分で自分の適性を考える 
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□　夢で見た思いがけないことが、その通りに起きたことがある		

□　自分は、常識的な人間だと思う		

□　他人の言動に、内心怒ったり、傷ついたりすることが多い		

□　ハッキリと自分の意見を言うことが出来る		

□　ウソや演技が、上手である		

□　他人からよく欠点を指摘されるが、だいたい思い当たる		

□　思い当たらない自分の癖を言われて、戸惑うことがある		

□　人の好き嫌いが、激しいと思う		

□　自分の意見は、批判されない状況で、確かなことだけを言う		

□　祈ったり、瞑想したりすることがある		

□　自分は、人に誤解されることが多いと思う		

□　誰の目から見ても下手だったけど、上手になったものがある	

どの窓が大きいかの診断例	



適性を考える前提	
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•  他者からのアドバイス：　盲点領域を狭める 
•  科学的診断：　職業適性の開放領域を広げる	



キャリア形成と自己理解	
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•  キャリア形成の流れ（雇用能力開発機構案） 
　⓵自己理解：　観察法、検査法、面接法 
　⓶仕事理解：　キャリアマトリックス等Webサイト 
　　　　　　　　　　　情報活用 
　⓷啓発的経験：　インターンシップ活用など 
　⓸キャリア選択に関する意志決定 
　⓹方策の実行：　採用試験受験、異動願提出 
　⓺新しい仕事への適応：　実践経験、OJT	



職業に対する興味	
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•  「子供のころなりたかった職業は？」 
•  適職：　自分の興味ある特定の職業か？ 
•  ホランドの職業選択理論（VPI職業興味検査） 
　１）パーソナリティ・タイプ：　現実型、研究型、芸術型、 
　　　社会型、企業型、慣習型 
　２）環境的モデル：　現実的、研究的、社会的、慣習的、 
　　　企業的、芸術的 
　３）求める環境：　技能・能力を生かす、価値観や態度を 
　　　表現できる、納得のいく役割や課題を引き受ける 
　４）人の行動：　パーソナリティと環境の相互作用	



パーソナリティ・タイプ	
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・隣り合う分野は類似	
・反対側に位置する分野は 
　最も相互の類似点が少ない	
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【データ】 
記録や検証をしたり、交信したり、物やサービスなどの事実やデータを 
体系化するような、非対人的な活動が含まれます。 
　・購買担当者、経理担当者や航空管制官など．		
【アイディア】	 
創造したり、発見したり、解釈したり、抽象的なものを考えたりする 
活動が含まれています。	
　・科学者、音楽家や哲学者	
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【ひと（人）】	
対人的活動のことであり、援助する、説得する、接待する、動機づける、 
指示するなどの活動が含まれます。	
　・先生、セールスマン、看護婦など	
【もの（物）】		
生産する、輸送する、修理するなどの対物的な過程を含むものです。	
　・大工、農業従事者、技術者など	
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参考URL:	日本マンパワー	



企業はどのように適性を判断するか	

•  企業の採用試験 
　１）書類審査　履歴書、エントリーシート、 
　　　　　　　　　　業務経歴書 
　２）筆記試験　SPIなど(能力検査、性格検査）、 
　　　　　　　　　　小論文 
　３）面接試験：　[チェック内容] 
　　企業への興味、仕事への適合性、自己認

識能力、コミュニケーション能力、対人能力 
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エントリーシート	
自分を表現するもの！	
自己分析をした後でないと，何をどう表現すればよいのか	
わからない	
	
見せ方が勝負	
・箇条書き	
・小さすぎない文字の大きさ	
・左右上下の余白	
・簡潔なビジネル調の文書	
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コミュニケーション能力	

•  双方向（送り手と受け手）の情報伝達能力 
•  受け手が正しく認知できるよう表現すること 
•  送り手の意図を正しく認知できること 
•  能力　＝　バーバールコミュニケーション（言語）

　＋　ノンバーバールコミュニケーション（表情
、動作、感情） 

•  まず聞き手としての能力アップを 
•  アサーション：　相手の立場に配慮した意図伝達 
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