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情報システムユーザースキル標準（UISS）対応コース

UISSの研修ロードマップについて
　

●タスクフレームワーク

UISS対応コースマップ　IS入門

タスクに共通的に必要な基礎知識を修得するための入門コースをマッピングしました。

●IS入門

入門

I
S
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門

情報システムユーザースキル標準（UISS）のスキルや知識修得に対応したコースを研修ロードマップに沿ってまとめました。情
報システムユーザー企業様の人材育成にぜひお役立てください。

UISSのタスクフレームワークの各タスクを遂行するスキルや知識修得を目的としたモデル研修がタスク毎に類型化され、「研修
ロードマップ」として体系化されています。下図の①～④は、次頁からの「UISS対応コースマップ　タスク別」の番号に対応してい
ます。

　　　講座分類

基礎理論入門/ハードウェア入門/ソフトウェア入

門

データベース入門

【DB651】 2日
データベース入門

ネットワーク入門

【NW99E】 4時間
コンピュータネットワークシス
テム基礎（eトレーニング A）

セキュリティ入門

【SN43C】 1日
セキュリティ入門

プロジェクトマネジメン

ト入門
【PJ90D】 2時間
メンバーのためのプロジェクト
基礎（eトレーニング A）

サービスマネジメント入

門
【SV155】 2日
システム運用管理の基礎 －
ITサービスマネジメント－

【SV275】 2時間
システム運用管理の基礎-1（e
トレーニング A）

【SV276】 2時間
システム運用管理の基礎-2（e
トレーニング A）

上記コースまたは

企業活動と法務入門

【BZ9A0】 4時間
会社のしくみ（eラーニング）

【BZ9AF】 4時間
就業にともなう法律知識（eラ
ーニング）

【BZ9B0】 5時間
ビジネス法入門 （eラーニング
）

システム開発技術入門

【SD164】 1日
システム開発入門

【SD94D】 2時間
データ構造とアルゴリズム（eト
レーニング A）

システム戦略入門

【SD014】 1日
システム企画入門

【MU92B】 2時間
IT入門（eトレーニング）

【DB965】 3時間
データベース入門（eトレーニ
ング A）

上記コースまたは

IPA 情報システムユーザースキル標準（UISS）より引用

：UISS研修ロードマップのコース

上記コースまたは

【SN448】 3時間
セキュリティ基礎-1（eトレーニ
ング A）

【SN449】 3時間
セキュリティ基礎-2（eトレーニ
ング A）
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UISS対応コースマップ　タスク別

タスクと講座分類（初級、中級、上級）で分類した研修コースマップの研修コースに当社研修をマッピングしました。
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：UISS研修ロードマップのコース

プロジェクトマネジメン

ト実践

【PJ292】 2日
事例で学ぶプロジェクト計画
力強化コース

【PJ293】 2日
事例で学ぶプロジェクト管理
力強化コース

プロジェクトマネジメント初級

【PJ166】 1日
プロジェクトマネジメント－入
門編－

システムコンポーネント設計

プロジェクトマネジメン

ト上級
【PJ286】 2日
ケースで学ぶプロジェクトマネ
ジメント問題解決力強化コー
ス

実践アーンドバリュー

マネジメント（EVM）
【PJ275】 4時間
アーンドバリューマネジメント
(EVM)（eラーニング）

IS企画初級

IT要素技術
【MU69C】 2時間
サーバー入門（eトレーニング）

アプリケーション開発

プログラム設計とプロ

グラミング

【NW024】 2日
ネットワークシステム設計演
習

アプリケーション設計

【SD963】 2時間
外部設計（eトレーニング A）

システム要件定義

【SD384】 2日
システム要件定義

【SD378】 2日
ビジネスに貢献する業務要件
定義

システムコンポーネント

構築初級

各種プログラミング言語の研

修があります。

Java、C、C++、COBOL など

【SD163】 2日
アプリケーション開発の基礎

【SD928】 2日
ＲＦＰの作成と留意点

【SD096】 3日
システム開発のための外部設
計

アプリケーションアーキ

テクチャ

IS受入

【SD344】 1日
明日から実践できるアジャイ
ル開発の基礎

【SD060】 2日
システム開発のためのテスト
設計

いずれか１コースを選択

【SD223】 2日
システム開発のためのテスト
技法

【SD94B】 2時間
テスト技法（eトレーニング A）

上記コースまたは

【SD334】 4時間
アプリケーション開発の基礎
前編（eトレーニング）

【SD335】 4時間
アプリケーション開発の基礎
後編（eトレーニング）

【SD347】 6時間
システム方式設計（eトレーニ
ング）

【SD120】 6時間
システム性能設計（eトレーニ
ング）

【SD405】 1日
企画・提案・要件定義を成功
に導くためのUX(User 
Experience）基礎

システム方式の策定・

調達
【SD347】 6時間
システム方式設計（eトレーニ
ング）

【DB966】 3時間
データベース物理設計（eトレ
ーニング A）

【SD409】 2日
アプリケーション方式設計

【PJ112】 1日
PMBOK(R)ガイド概説

【PJ916】 3日
演習で学ぶプロジェクトマネジ
メント入門

いずれか１コースを選択

【SD219】 1日
システムインフラ基礎

【SD140】 5時間
システムインフラ基礎（eトレー
ニング）

いずれか１コースを選択

【NW561】 2日
ネットワークシステム基礎

【NW99E】 4時間
コンピュータネットワークシス
テム基礎（eトレーニング A）

いずれか１コースを選択

【DB472】 3日
データベース論理設計

【DB962】 3時間
データベース論理設計（eトレ
ーニング A）

【SD961】 2時間
要件定義（eトレーニング A）

いずれか１コースを選択

【SD032】 2日
ユーザーインターフェース設
計基礎

【SD953】 3時間
ユーザーインタフェース設計
基礎（eトレーニング A）
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③IS活用・保守・運用
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I
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：UISS研修ロードマップのコース

データの戦略活用

IS運用管理
【SV277】 3日
ITIL(R)4 ファンデーション （試
験あり）

障害監視・対策

いずれか１コースを選択

【DB093】 1日
ビッグデータ概説

【DB963】 3時間
ビッグデータ入門（eトレーニン
グ A）

IS運用技術

セキュリティ技術初級 情報セキュリティポリシ

施設設備管理初級

【SV055】 1日
データセンター施設管理

コンプライアンスプログ

ラム
【BZ207】 4時間
Advanced コンプライアンス（e
ラーニング）

契約と契約管理

【BZ195】 4時間
契約・取引と法律（eラーニン
グ）

事業継続計画

【ST041】 3時間
わかる！初めての事業継続
管理（BCM/BCP)（eトレーニン
グ）

セキュリティガイドライ

ン
【ST039】 2時間
わかる！はじめてのISMS（eト
レーニング）

【SV246】 2日
サービスマネジメント実践トレ
ーニング－障害管理のコツ－

【DB074】 2日
データベース運用基礎

いずれか１コースを選択

【SN43A】 2日
インターネットセキュリティ技
術

【SN43B】 3日
インターネットセキュリティ技
術（実習編）

サービスレベルマネジ

メント
【SV174】 2日
サービスレベル管理 －SLA
の設計・運用－

IS活用促進初級

【DX005】 2時間
IoT入門（eトレーニング A）

【AI044】 14時間
AIリテラシー教育（eトレーニン
グ A）

【SN447】 4時間
インターネットセキュリティ技
術（eトレーニング A）

【DX01D】 1時間
DX入門（eトレーニング A）

いずれか１コースを選択

【SN107】 1日
セキュリティマネジメント概要
～セキュリティポリシー策定手
順を中心に～

【SN379】 4時間
セキュリティマネジメント概要
～セキュリティポリシー策定
手順を中心に～（eトレーニン
グ）
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