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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
１．IT の安全性向上に向けた情報セキュリティ対策の強化 ～誰もが安心して IT を利用できる経済社会を目指した未然防御策等の提供～ 

 

＜中期計画＞（1）情報システムに対する脅威へのプロアクティブな総合的対策 

急速に変化しつつある脅威を的確に把握するとともに、悪意あるサイト等の情報を積極的に収集・

分析し、広く国民一般に対し、傾向や対策等の情報提供を行います。 
脆弱性関連情報届出制度を引き続き着実に実施するとともに、関係者との連携を図りつつ、脆弱性

関連情報をより確実に利用者に提供する手法を検討していきます。また、組込み機器、生体認証機器

の脆弱性に関する調査、対策の提示等を実施します。 
さらに、重要インフラ分野等の社会的に重要な情報システムについて、セキュリティ強化のための

調査、普及、啓発等を行います。 

 
平成 22 年度の主な実績 
① 新しい攻撃手法や対策についての解析を行い、利用者に必要な情報を提供 
平成 22 年度は、これまでとは発想の異なる新しい脅威に対応するため、組織の垣根を越えた様々

な分野の専門家の知識を共有する場として「脅威と対策研究会」を立ち上げ、年度内に研究会を   

2 回開催しました（平成 22 年 12 月 1 日及び平成 23 年 1 月 31 日）。 
この研究会の成果として、国内の実情に応じた影響・脅威を分析し、課題及び対策方法を含めた

技術レポート「IPA テクニカルウォッチ」の発行を開始しました。その 1 回目として、平成 22 年夏

に出現した特定の企業や個人を狙った新しいタイプの攻撃（APT1）を対象とした分析・対策情報を

公開するとともに、記者説明会を開催しました（平成 22 年 12 月 17 日）。今回の分析において、こ

の攻撃は、システムへの潜入等の「共通攻撃手法」と情報窃取等の目標に応じた「個別攻撃手法」

から構成され、「共通攻撃手法」への対策がより重要であることを示しました。 
 
② Android ウイルスなどの新たなリスクに対応 
スマートフォンの普及と相まって携帯端末に対する新たな脅威が出現しました。IPA は、Android

ウイルスなどについて情報収集し、わが国での被害確認を待たず、いち早く注意喚起と対策を公開

しました（平成 23 年 1 月）。本注意喚起はマスコミの注目を受け、NHK 等で報道されました。 
 
③ 組込みシステム、産業用制御システムの情報セキュリティ対策を推進 
インターネットサービスの進展に伴い、今後新たな脅威の発生が見込まれる自動車、情報家電等の組込

みシステムや産業用制御システムのセキュリティ対策推進のため、以下の施策を実施しました。 

・組込みシステムについて、自動車では電気自動車の脅威を体系的に整理する等の成果を取りま

とめて公開、デジタルテレビ等の情報家電ではセキュリティ対策を検討した成果を｢情報家電に

対する脅威と対策のシート｣として公開し、いずれも関連するユーザ業界から高い評価を獲得 
・産業用制御システムについては、スマートグリッドのセキュリティ対策に向けた施策立案の基

礎となる調査結果をまとめ、経済産業省「サイバーセキュリティと経済研究会」での検討に貢献 

平成 23 年度は、制御システムのセキュリティ確保に向けた取組みを本格化し、信頼性の観点を含

めた対象分野を明らかにした上で標準・評価検証等についての検討を進めます。 
                                                  
1 APT（Advanced Persistent Threats） 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

平成 22 年度は、これまでとは異なる新しい脅威に対応して「脅威と対策研究会」を立ち上げ、そ

の成果として｢IPA テクニカルウォッチ｣の発行を開始しました。また、スマートフォンの普及に伴っ

て発生し始めている Android 向けウイルスに対してもいち早く警鐘を発しました。 
インターネットサービスの進展に伴い、今後も脅威が高まっていくと考えられるものとして組込シ

ステムと産業用制御システムがあります。前者についてはこれまでの事業成果を取りまとめて公開す

るとともに、後者については平成 23 年度以降に具体的な検討を進めていくための基礎的な調査を行

いました。 
その他、「10 大脅威」の公開など情報セキュリティ向上に向けて広く国民への周知を実施するとと

もに、情報システムのライフサイクルに従った様々な取組みを通じて国民が安心して IT を利活用で

きる環境作りに貢献しました。 

＜「脅威と対策研究会」活動イメージ＞ ＜Android ウイルスに関する報道＞ 
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＜産業制御システムの安全性確保における経済産業省の検討状況＞ 
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④ 国内初である脆弱性体験学習ツール「AppGoat」を公開 
ソフトウェア、ウェブサイトの脆弱性の発生がなかなか低減しない原因のひとつとして、現場の

開発者が「脆弱性とは何か」について体系的に学ぶ仕組みがないことが挙げられます。これに対応

するため、脆弱性体験学習ツール「AppGoat」を公開しました（平成 23 年 1 月）。本ツールは、学

習教材と演習環境をセットにし脆弱性の検証手法から原理、影響、対策までを演習しながら学習で

きる国内で初めての体験型学習ツールで、ベンダー企業内の研修や大学の授業において、より実践

的な脆弱性対策の教材としての活用を期待しています。 
 
 
⑤「安全なウェブサイトの作り方」の年間ダウンロード数が 100 万件を突破 
 ウェブサイトの代表的な脆弱性である「SQL インジェクション」や「クロスサイト・スクリプティ

ング」など 9 種類の脆弱性について実例を交えつつ対策を説明した「安全なウェブサイトの作り方」

のダウンロードが年間 100 万件を超えました。 
本資料は、企業の内部研修や開発現場等で広く活用され、国内のウェブサイトの安全性向上に役

立っており、財団法人金融情報システムセンター（FISC）の発行している「金融機関等コンピュー

タシステムの安全対策基準」においても参照されています。 
本資料における高い関心の現状を鑑みると、マカフィー社の調査報告書「危険な Web サイトの世

界分布 2010」において「.jp」は、2 年連続して世界で最も安全な国別ドメイン（ccTLD）であると

評価されているのも、IPA の活動成果の一つであると考えます。 
 
 
⑥「2011 年版 10 大脅威」を公開するとともに、これらを含む網羅的・機動的なセキュリティ対策

を推進 
平成 22 年度に IPA へ届出のあった脆弱性情報や一般報道を基にして、近年の情報セキュリティを

取巻く状況や対策等を解説した「2011 年版 10 大脅威 進化する攻撃･･･その対策で十分ですか？」

をまとめ、IPA のウェブサイトで公開しました。「10 大脅威」は平成 17 年から毎年公開しており、

企業の研修やセキュリティ教育等で活用されています。 
ここで示された脅威への対応を含むセキュリティ対策として IPA は、上記①から⑤の取組みの他、

情報システムのライフサイクルのステージごとに必要とされる以下のような対策を網羅的・機動的

に推進し、国民が安心して IT を利活用できる環境作りに貢献しました。 
・IPv6 環境において新たに 9 項目の脆弱性を検証できる TCP/IP 脆弱性検証ツールの提供 
・ウェブアプリケーションファイアウォール（WAF：Web Application Firewall）の導入における

ポイントや IPA における WAF の導入事例を解説した「WAF 読本（改訂第二版）」の公開 
・情報セキュリティ全般の相談を一元的に対応する「情報セキュリティ安心相談窓口」を新たに設

置 
 

※ 青い枠で囲んでいる内容が、IPA で平成 22 年度に重点的に実施した事業 

＜2011 年版 10 大脅威＞ 

＜脆弱性のない安全なシステム開発、環境に向けた IPA の取組み＞ 

＜国別ドメインでのリスク比率（主要国）＞ 

2010年 2009年

加重リスク比率 加重リスク比率

日本 jp 0.10% 0.10%

オランダ nl 0.20% 0.30%

イタリア it 0.30% 0.30%

ドイツ de 0.40% 0.30%

イギリス uk 0.70% 0.60%

中国 cn 4.80% 23.40%

ロシア ru 10.10% 4.60%

情報(一般) info 30.70% 15.80%

商用(一般) com 31.30% 32.30%

ドメイン

参考

出典：マカフィー社「危険な Web サイトの世界分布 2010」 

＜｢安全なウェブサイトの作り方｣ ダウンロード数＞ 
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＜中期計画＞（2）中小企業の情報セキュリティ水準の底上げと国民一般への普及啓発 

国民や産業界すべてが情報システム等を安心して利用できるようにするため、中小企業のセキュリ

ティ対策向上のためのガイドライン作成や地域の人材育成に努めるとともに、一般ユーザに対する啓

発活動を積極的に進めます。 

 
 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 

① 情報セキュリティに関する新たな「攻め」の広報活動を展開 
情報セキュリティ対策の重要性をより多くの国民に周知するため、新たなメディアを活用した以

下の取組みを開始しました。 
・楽天サイトに「IPA 情報セキリティブログ」を開設し、より親しみやすい表現で情報セキュリ  

ティの最新トピックを紹介 
・広く一般国民に利用されている YouTube に、｢IPA Channel｣ を開設 
特に、「情報セキュリティ通信：Android に感染するウイルスに注意」は、動画のメリットを活

かしたデモを多用して好評を博し、｢IPA Channel｣ 内で最高アクセス数を記録 

また、報道機関からの問い合わせ・取材に対して、記者説明会の実施や「分かりやすさ」の観点

から発表内容の見直し等の工夫を行ったことにより、新聞記事掲載、TV 放映が平成 22 年度 119 件

（平成 21 年度 81 件）、ウェブ記事掲載が平成 22 年度で 229 件（平成 21 年度 151 件）となり、国

民一般への情報提供が充実しました。 
 

② 民間主導による中小企業情報セキュリティセミナー開催を推進 
地域の中小企業などに対して情報セキュリティ対策を推進するための中小企業情報セキュリティ

セミナーについて、27 都道府県の 34 か所で 106 回開催し、計 6,391 名が参加しました。 
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」も踏まえ、セキュリティセミナーを民間の自

主的な活動として委ねることを進めるため、地域の中核団体との連携を深めました。この結果、平

成 22 年度はさらに 2 団体がこの取組みに加わり、新たに 3 名の講師を育成しました。これにより、

平成 22 年度は、IPA が開催したセミナーのうち、17 か所（平成 21 年度 15 か所）は、今回の取組

みで育成した各地域の講師が担当しました。 
 

③ 中小企業によるクラウドコンピューティングの安全利活用を促進 
クラウドコンピューティングは、IT にそれほど多くの経営資源を割けない中小企業に適した仕組

みである一方、各中小企業が実際に利用する際、各種条件や注意点をどのように判断していいか難

しい等が課題になっています。 
この課題に対応するため、「クラウドサービス安全利用チェックシート」等を含む「中小企業のた

めのクラウドサービス安全利用の手引き」を策定するとともに、クラウド事業者向けの「クラウド

事業者による情報開示の参照ガイド」を策定しました。これらの活用により、中小企業によるクラ

ウドコンピューティングの安全な利活用の促進が期待されます。 
 

＜中期計画の達成状況＞ 
情報セキュリティに関する情報を一般国民により広く周知するため、楽天サイト、YouTube など

一般国民によく利用されているサイトを活用した新たな広報活動展開を開始しました。 
地域の中小企業に対して、情報セキュリティ対策の啓発を行うためのセミナーを 27 都道府県（こ

れまで開催実績のなかった 2 県を含む）34 か所（中期計画では 25 か所以上）で開催しました。セミ

ナー開催を民間の自主的な活動として進めるため、地域での中核団体との連携を深め、平成 22 年度

は新たに 2 団体との連携を開始しました。平成 22 年度開催の 34 か所中 17 か所（前年度は 15 か所）

はこの連携で育成した要員が講師を務めています。 
この他、中小企業がクラウドコンピューティングを安全に利活用する際に考慮すべき点などについ

て支援する具体的な手引きを取りまとめました。 

＜民間主導によるセミナー開催の推進＞ ＜クラウドサービス安全利用チェックシート＞ 

＜楽天サイトの「IPA 情報セキュリティブログ」＞ ＜YouTube の「IPA Channel」＞ 
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平成 22 年度の主な実績 
① クラウドセキュリティに関する国際活動を推進 

欧米の主な公的機関、企業が参加する国際的非営利団体 Cloud Security Alliance（CSA）と平成

22 年 6 月に相互協力協定を締結するとともに、日本でシンポジウムを開催しました。 
また、欧州の ENISA が実施した国際共同研究プロジェクト「Study of e-Government Cloud」に

メンバとして参画し、わが国の取り組みが先進事例として紹介されました。 

② CCRA 加盟国の認証機関が相互に行う認証プロセスに対する加盟国審査等に貢献 
CCRA 加盟国の認証機関が、相互に行う加盟国審査等について、以下の協力を行いました。 
・ドイツ認証機関の定期監査：平成 22 年 10 月 25 日～11 月 29 日 
・マレーシアの認証国加盟審査：平成 22 年 11 月 29 日～12 月 3 日 
特に、マレーシアにおいては、審査のリーダーを務め、CCRA 加盟国間の認証プロセスの品質

の維持に寄与するとともに、CCRA に対するわが国の貢献を大きくアピールしました。 

③ 国際的な評価・認証制度の普及に向け、標準評価用 IC カードを開発 
わが国の IC カードの評価・認証能力の国際的な整合性を図るため、標準評価用 IC カード（テス

トビークル）を開発しました。これにより、従来、欧米で評価・認証を受けていた日本のユーザ企

業が、国内でも評価・認証を受けられることが期待されます。 
なお、本テストビークルは、海外の関連コミュニティに対しても提供することとしており、これ

に対し、欧州の関係コミュニティからは謝意表明が行われました。今後、欧州コミュニティでも脆

弱性評価能力判定に使用される予定です。 
また、今後、本テストビークルを北米 CMVP2にも提供するなど、国際的な評価・認証制度の普

及に貢献していきます。 

④「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等の見直しに IPA の提案が反映 
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等の見直しにあたって、政府調達におけ

るセキュリティ要件の重要項目に関して IPA の意見を提案しました。IPA の提案は、平成 23 年 4
月 21 日に政府の情報セキュリティ政策会議で決定された「政府機関の情報セキュリティ対策のた

めの統一管理基準」に反映されました。この改正により、今後、特定の製品3を調達する際には、IT 
セキュリティ評価及び認証制度による認証を受けることが基本遵守事項として求められます。こ

れにより政府の情報セキュリティ水準が一層向上するとともに、認証制度が民間に認知され、認

証機器が民間でも広く採用されることが期待されます。 
                                                  
2 CMVP: Cryptographic Module Validation Program 米国 NIST がカナダ CSEC と共同で運営している暗号モジュール認証制度 
3 特定の製品：MFP（デジタル複合機）、ファイアウォール、OS、スマートカード等の 6 分野が対象 

 

＜中期計画＞（3）情報セキュリティ分野における国際協力の推進 

情報セキュリティを脅かす攻撃は国境を越え、国際的な取組みが重要となっています。このため、

IPA は、各国の情報セキュリティ機関と連携し、共同研究、国際標準化活動などを行います。 

＜中期計画＞（5）社会がよりセキュアな製品・システムを享受できる環境の整備 

情報セキュリティの評価認証制度などを運営します。政府などの情報システムの情報セキュリティ

向上に貢献します。 

＜中期計画の達成状況＞ 
クラウドコンピューティングがわが国でも普及しつつある現状を踏まえ、クラウドコンピューティ

ングのセキュリティ対策に取り組む国際的非営利団体 Cloud Security Alliance (CSA)と相互協力協定

を締結し、その連携成果を国内に展開しました。 
また、CCRA 加盟国の認証機関が相互に行う加盟国審査においてリーダーを務めるとともに、標

準評価用 IC カード（テストビークル）の開発を行って国際的に高い評価を得るなど、情報セキュリ

ティ認証制度等に関する国際的な貢献を行いました。 
平成 22 年度に行われた「政府調達等における情報セキュリティ確保のための政府統一基準」の改

正作業に際して、認証制度を運営する立場からの提案を行いました。IPA の提案は、平成 23 年 4 月

21 日に政府の情報セキュリティ政策会議で決定された「政府機関の情報セキュリティ対策のための

統一管理基準」に反映されました。これにより、政府調達における情報システムのセキュリティ水準

の向上が期待されます。 

＜CSA との相互協力協定の調印式＞ ＜CCRA 認証国＞ 

は、IPA が審査のリーダー等で貢献した国 

＜評価認証制度の普及に向けた取組み＞ 

 

ＩＣシステムセキュリ
ティ協会(ICSS-RT)

・設立：
平成21年3月18日

・メンバ数：
36団体(平成23年4月現在)

ＣＣ評価認証部会
(ICSS-JC)
設立：

平成21年7月22日
メンバ数：
14団体(平成23年4月現在)

ＩＰＡ

欧州
コミュニティ

評価機関を評
価するための
テストビーク
ルの提供に向
けた開発を実
施

ＣＭＶＰ

試験機関を評価するための模擬暗号モ
ジュールの共同開発を実施

 

＜政府機関の情報セキュリティ対策のための 
統一管理基準（一部抜粋）＞ 

※ 下線部が IPA の提案が反映された箇所 
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平成 22 年度の主な実績 
① 暗号アルゴリズムの監視と改訂に向けた検討を実施 

CRYPTREC の事務局業務を担い、11 の国際会議に職員を派遣して暗号技術に関する最新情報を

収集、関連する委員会・検討会に紹介するとともに、情報システム等のセキュリティ技術の基礎と

なる暗号アルゴリズムの安全性監視活動を実施しました。 
平成 22 年度は、CRYPTREC 暗号運用委員会事務局も担いました。当委員会は、平成 24 年度に改

訂を予定している電子政府推奨暗号リストに掲載する暗号アルゴリズムについて、より現実的かつ

安全性が高い作業を行うための検討を進めました。 
 
② 情報セキュリティ対策を推進するための社会科学的な分析等を実施 
プライバシー保護についての経済価値と個人の認知に関する調査を実施しました。本調査では、

わが国のプライバシーについての懸念の状況をEUの同等の調査と比較し、以下を明らかにしました｡ 

・日本では EU に比べ、プライバシー保護を他人任せにする傾向がある 
・プライバシーを重要だと思いつつも、実際にはコストやサービスを重視する傾向がある 

また、情報セキュリティ対策推進のため、リスクに直面した個人が情報セキュリティ対策を実施

するか否かの態度やふるまいについて社会心理学の観点から、調査実験を行いました。本調査実験

からは、情報セキュリティ対策は、リスクの脅威よりも対策効果を訴えた方が対策実行意思が高く

なる等が明らかになりました。 
これらの調査・分析成果について、8 月に報告書を公開するとともに、10 月に電子情報通信学会

との連携により開催した「情報セキュリティと行動科学ワークショップ」で発表しました。今後、

この成果に基づいてセキュリティ対策を進めていきます。 
 

③ 情報セキュリティ白書を発行 
平成 22 年度における情報セキュリティに関連した注目すべき事象などを取りまとめた「情報セ 

キュリティ白書 2011」を平成 23 年 6 月に発行予定です。情報セキュリティ白書 2010 は、多くの IT
ベンダ企業等から、「事業を実施する上で役に立つ」など高い評価を得ています。同白書は、発売

後、Amazon 社の「セキュリティ管理」、「白書・用語辞典・参考書」、「ネット社会」の各分野で

1 位にランキングされました。 
 

                                                  
4 CRYPTREC（Cryptography Research and Evaluation Committees） 

 
 

                                
                                     
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

＜中期計画の達成状況＞ 
CRYPTREC の事務局として、暗号技術に関する国際的な最新動向の収集監視を行いました。また、

運用委員会事務局として、次世代の電子政府推奨暗号リストの改訂に向けてより現実的かつより安全

性が高い作業を行うための検討を進めました。 
平成 22 年度では、プライバシー保護についての経済価値や個人の認知に関する調査を実施し、日

本人のプライバシーに対する懸案事項をどのように考えているか分析しました。また、リスク認知と

ふるまいに関する実験からリスクの脅威よりも対策効果を訴えた方が対策実行意思が高くなること

などを明らかにしました。これらの成果をウェブで公開するとともに、電子情報通信学会との連携に

よるワークショップで成果発表を行いました。今後、この成果に基づいてセキュリティ対策を進めて

いきます。 

＜中期計画＞（4）情報セキュリティ対策を支える技術的評価能力の向上、分析機能の強化 
CRYPTREC4の事務局を務めるとともに、一部の暗号技術の世代交代を見据えて、国際的に暗号技

術の調査を行い、情報システムの安全性が低下していないか常に評価します。 
また、IT が経済社会システムとますます密接に融合していく中で、経済社会の変化を情報セキュ

リティ対策に的確に反映させる必要があります。そのため、情報セキュリティ対策の動向を知るため

のデータ収集・分析を行い、情報セキュリティ対策を適切に行うための情報発信を行います。 

＜暗号運用委員会で進めている電子政府推奨暗号リストに掲載する暗号アルゴリズムの検討＞ 

各省庁の利用 

 

 

CRYPTREC 暗 号 リ ス ト

リストガイド 

リストから削除 

 
推奨候補暗号リスト

• 安全性評価済み技術等 

 
運用監視暗号リスト

• 互換性維持のため一時的

な利用を許可する技術 

 
電子政府 

推奨暗号リスト 

• 安全性評価済み技術 

• 市場での利用実績が

確認された技術（製品

化された技術） 

 

 
利 用 実 績

等がある 

 ３年経って

も製品化さ

れないもの

危殆化

危殆化 

＜リスク認知に関する実験の模様＞ ＜情報セキュリティ白書 2010＞ 
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２．情報システムの信頼性向上に向けたソフトウェアエンジニアリングの推進～信頼性の高いソフトウェアを効率的に開発するための手法・ツール・DB 等の提供・普及～ 

 

 

＜中期計画＞（1）｢見える化｣をはじめとするエンジニアリング手法による IT システムの信頼性確保 

情報システム及びソフトウェアの品質・信頼性確保のために、プロジェクトにおける定量データや

障害情報の収集、要因分析、体系化及び障害への対応方法などを検討し、客観的な基準やテスト完了

基準などを整備してツール化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 

① 安全性・信頼性を検証するための「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の枠組み案を策定 
経済産業省産業構造審議会（情報経済分科会情報システム・ソフトウェア小委員会）において、

情報システムや組込みシステムの安全性・信頼性向上への取組みの一つとして、第三者による検証

の必要性が示されました（平成 22 年 3 月）。既に一部の諸外国では同様の取組みが始まっており、

今後、高い信頼性を武器とした日本のシステム輸出の拡大を図っていく上でも、国際的な相互運用

性を持ちつつ国内で対応可能な制度構築が期待されています。 
こうした背景の下、IPA 内に「第三者検証制度検討部会」を設置し、制度構築に向けた検討を開始

しました。具体的には、製品やサービスの品質を事業者と利用者から独立した第三者が検証するこ

とによりシステムの安全性・信頼性の確認を実施している諸外国の制度（航空機分野、宇宙分野、

医療機器分野等）に加え、その性質上、類似性の高い財務諸表監査制度（会計監査等）に関する調

査を実施するとともに、国内企業等からの要望を集約し、「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の

枠組み案を策定しました。 
今後、経済産業省及び制度の対象として想定される関係ユーザ業界等との合意形成を進め、制度

の枠組みを確定するとともに、平成 25 年度からの制度運用開始を目指し、平成 23 年度以降、本制

度の具現化に向けた基準・規程類の整備等を進めていく予定です。 
 
② 上流開発工程への取組みを強化し、形式手法入門教材を作成 

IPA が提唱してきた「超上流」の考え方の有効性が産業界に浸透してきた結果、要求の獲得及び仕

様化、さらには要求の変化への対応や仕様のトレーサビリティ確保等の観点からソフトウェアの高

信頼性を実現する手法として、仕様書のフォーマルな記述（形式手法）の重要性の認識が高まって

います。その一方で、形式手法の導入にあたっては、導入に適した領域の判断や実際に適用する人

材の技術・スキル等の留意点が存在することも明らかになりました。IPA では、これまで数年にわた

り形式手法適用の事例を収集し、ウェブサイトや広報誌を通じ情報発信を行ってきたところですが、

平成 22 年度からは、より実践的な支援を開始し、形式手法導入の留意点等を取りまとめた入門教材

「高品質システムの実現 ～形式手法導入のために予め理解しておきたい事項～」（ドラフト版）を

作成するとともに、研修のパイロットコースを実施しました。 

＜中期計画の達成状況＞ 

社会インフラ化する ITシステムの信頼性課題に対応するため、平成21年度に設置した検討体制（統

合系）において、中期計画策定時点で想定していた個別企業内で取り組む信頼性対策に留まらず、第

三者が客観的な立場でソフトウェア品質の検証・確認を行う「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」

の構築に向けた取組みを本格化しました。 
具体的には、特に米国を中心として利用者や国民生活に直結するソフトウェアの品質に対する説明

力の強化が求められていることから、海外の実態調査や国内企業等の要望の集約等を行い、制度の枠

組み案を策定しました。本制度は、国際市場におけるわが国のソフトウェアの品質に対する正当な評

価の確立、産業界の枠を超えた品質の「見える化」による高度なシステムの開発を促進するだけでな

く、利用者の安心感の向上、国民生活の安全性の確保や快適性・利便性の向上といったソフトウェア

の本質的な品質向上にも貢献するものです。 
また、形式手法やモデルベース設計に代表される上流開発工程での品質向上技術への取組みを強化

するとともに、第二期中期計画開始後 3 年間にわたる重要インフラ分野に関する取組みの集大成とな

るガイドブックの発行や、活用への期待が高まっているアジャイル型開発におけるモデル契約書案な

ど、具体的な成果を提供しました。 

企業の製品・システムに関する利用者や市
場への品質説明力の強化

国際市場における日本製品・システムの品
質に対する正当な評価の確立

産業界の枠を超えた品質の見える化による
複数の産業界を跨り構成される高度なシス
テムの開発加速 （例：スマートコミュニティ
システムなど）

製品・システムの本質的な品質向上

技術の専門家ではない利用者の安心感
の向上

我が国産業の国際競争力の維持・強化

新成長戦略分野における我が国産業の
国際優位性の確保

国民生活の安全性の確保

国民生活の快適性・利便性の向上

ソフトウェア品質監査制度（仮称）の狙い ソフトウェア品質監査制度（仮称）の効果

企業の製品・システムに関する利用者や市
場への品質説明力の強化

国際市場における日本製品・システムの品
質に対する正当な評価の確立

産業界の枠を超えた品質の見える化による
複数の産業界を跨り構成される高度なシス
テムの開発加速 （例：スマートコミュニティ
システムなど）

製品・システムの本質的な品質向上

技術の専門家ではない利用者の安心感
の向上

我が国産業の国際競争力の維持・強化

新成長戦略分野における我が国産業の
国際優位性の確保

国民生活の安全性の確保

国民生活の快適性・利便性の向上

ソフトウェア品質監査制度（仮称）の狙い ソフトウェア品質監査制度（仮称）の効果

＜「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の枠組み（案）＞ 

＜「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の狙いと効果＞ 

利用者

事業者

監査機関

利用者・利用情報

障害情報

公認審査官

公認審査官

審査基準

認定機関

審査基準策定機関 独立検証機関

策定

認定 認定認定認定

参照

製品・サービス

監査

収集

活用

参照

参照

公認審査官協会

注：名称等は仮称です

民間主体

政府

公認審査官の業務査察、
能力維持のための継続
的な教育研修を提供

監査に必要な高度で専門
的な検証サービスを提供

産業・製品別の審査
基準の策定と維持

利用品質も考慮し
た品質監査ための

基礎情報

企業に所属する
公認審査官による
内部審査も考慮

監査基準

認定

認定基準

監査結果

報告

活用

下記の要件を満たす「公認審査官」が、産業分野あるいは製品分野毎に定められた「審査基準」を基に、
「監査基準」に従って監査業務を遂行し、「監査結果」を利用者にも理解できる形で情報提供する制度
要件１. 専門性：情報の信頼性を保証できる専門知識と能力を有していること

要件２. 独立性：監査対象の事業者・利用者から身分的・経済的・精神的に独立していること

利用者

事業者

監査機関

利用者・利用情報

障害情報

公認審査官

公認審査官

審査基準

認定機関

審査基準策定機関 独立検証機関

策定

認定 認定認定認定

参照

製品・サービス

監査

収集

活用

参照

参照

公認審査官協会

注：名称等は仮称です

民間主体

政府

公認審査官の業務査察、
能力維持のための継続
的な教育研修を提供

監査に必要な高度で専門
的な検証サービスを提供

産業・製品別の審査
基準の策定と維持

利用品質も考慮し
た品質監査ための

基礎情報

企業に所属する
公認審査官による
内部審査も考慮

監査基準

認定

認定基準

監査結果

報告

活用

下記の要件を満たす「公認審査官」が、産業分野あるいは製品分野毎に定められた「審査基準」を基に、
「監査基準」に従って監査業務を遂行し、「監査結果」を利用者にも理解できる形で情報提供する制度
要件１. 専門性：情報の信頼性を保証できる専門知識と能力を有していること

要件２. 独立性：監査対象の事業者・利用者から身分的・経済的・精神的に独立していること
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③ 重要インフラ事業者に求められる組織としての情報システム信頼性管理指針を公開 
重要インフラ情報システムの構築における信頼性要求水準に応じた対策と目標管理を実施するた

めの指針案を取りまとめ、第二期中期計画開始後 3 年間にわたる活動の集大成となる「重要インフ

ラ情報システムの信頼性向上の取組みガイドブック ～情報システムの信頼性管理に必要な組織内

の役割分担と活動の枠組み～」を公開しました（平成 23 年 3 月）。 
本ガイドブックでは、最近の銀行システムのトラブルでも指摘された組織に必要なマネジメント

に着目し、情報システムの信頼性についての要求を明確化した上で、それを実現するために必要な

組織の活動についての実施例やリスク管理の考え方等を説明しており、重要インフラ事業者（特に

経営層や情報システム部門の幹部及び品質責任者）が情報システムの信頼性管理の取組みを点検す

るための視点を提供しています。 
 
④ アジャイル型開発に適した 2 種類のモデル契約書案を公開 
 近年、激しさを増すビジネス環境の変化への迅速な対応が求められる中、要件の全てを最初に決

めなくても開発に着手できるアジャイル型開発への期待が高まっています。しかしながら、これま

での日本のソフトウェア開発で主流であったウォーターフォール型開発で一般的とされる一括請負

契約方式ではアジャイル型開発に馴染まないことから、日本の企業への普及はあまり進んでいませ

ん。こうした課題を解決し、適切な領域で適切な開発手法を選択できるよう、従来のウォーター

フォール型開発に慣れ親しんだ経営者や技術者がアジャイル型開発を採用する際に留意すべき点等

として以下の項目を取りまとめた報告書を公開しました（平成 23 年 4 月）。 
・非ウォーターフォール型開発の典型的なモデル／ライフサイクル・モデル 
・日本における非ウォーターフォール型開発に適した契約モデルと契約書案 
・非ウォーターフォール型開発に必要な技術・スキルの整理及び人材育成の事例 

 
⑤ 組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド（ESCR）の C 言語版を JIS 化するととも

に、C++言語版を提供 
ESCR（C 言語版）については、平成 18 年度の初版発行以来、活用事例ワークショップを開催し

導入企業における工夫と得られた効果を発表するなど、その普及を促進してきました。現在では、

国内外のツールベンダ 4 社が ESCR（C 言語版）に基づき自動検査を行うコードチェッカーを製品

化して販売しており、容易に活用できる環境が整ってきました。このような産業界への普及状況を

踏まえ、コーディング規約のフレームワークとしての標準化活動を推進した結果、JIS X 0180「組込

みソフトウェア向けコーディング規約の作成方法（Framework of establishing coding guidelines for 
embedded system development）」として平成 23 年 4 月に発行（官報公示）されました。これによ

り、より一層の利用促進、ひいては組込みソフトウェアの品質水準の向上が期待されます。 
さらに、近年、組込みソフトウェア開発においては、機能規模の拡大に伴いプログラムの再利用

などがしやすい C++言語の利用が急速に拡大していることから、ESCR（C++言語版）を策定し、書

籍として発行しました（平成 22 年 11 月）。これに合わせて、早速、国内ツールベンダ 1 社からコー

ドチェッカーが発売されるなど、大きな反響を呼んでいます。 

その他
4.2%

アセンブリ言語
4.4%

Java
3.3%

C
68.1%

C++
19.9%

その他
18.9%

アセンブリ言語
1.6%

Java
14.1%

C
15.4%

C++
50.0%

＜アジャイル型開発のプロセスモデルと基本／個別契約との対応＞ 

企画

システム運用

• n=1のケースもあり。

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求・・・

第1リリース

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求・・・

第2リリース

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求・・・

第mリリース

基本契約

個別契約 個別契約 個別契約

企画

システム運用

• n=1のケースもあり。

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求・・・

第1リリース

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求・・・

第2リリース

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第１反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求

第ｎ反復

テ
ス
ト

開
発

要
求・・・

第mリリース

基本契約

個別契約個別契約 個別契約個別契約 個別契約個別契約

＜組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド[C++言語版]＞ 

プログラミング言語の使用比率 プログラミング言語の行数比率 

出典：2009 年版組込みソフトウェア産業実態調査：プロジェクト責任者向け調査

＜「重要インフラ情報システムの開発・運用の「管理フレーム」＞ 
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＜中期計画＞（2）地域・中小企業のためのシステム構築手法の提供 

地域における行政、産業団体などへのソフトウェアエンジニアリングの普及を図ります。また、中

小企業が SEC の成果を活用できるよう、ツールなどの利便性、操作性を向上させるとともに、シス

テム構築を支援するガイドなどを整備します。 

 
平成 22 年度の主な実績 

① 民間自身による自律的な成果導入・普及展開支援を推進 
1）組込みスキル標準（ETSS）の普及については、その実施主体を平成 21 年 7 月に設立された「一

般社団法人 組込みスキルマネージメント協会」に移管しました。平成 22 年度は、同協会との連

携の下、民間自身による自律的な成果普及体制の維持・拡大に向けた「ETSS 導入推進者制度」の

構築に向け、導入推進者の試験・認証・認定に関連する規程類の整備等を行うとともに、導入推

進者向け教育用コンテンツを作成し、地域関連団体等との連携によるセミナーを開催（計 5 回）

しました。本制度は平成 24 年度中の運用開始を目指しており、引き続き、同協会を中核とした普

及活動を支援していく予定です。 
 
2）平成 21 年度に公開した「CoBRA1法に基づく見積り支援ツール」の利用者コミュニティとして

発足した「CoBRA 研究会」による普及活動を積極的に支援しました。平成 22 年度は、同研究会

と連携し、「第 18 回ソフトウェア開発環境展」（平成 22 年 5 月、東京）等の外部専門展への出展

や併設セミナーでの講演、また、活用ガイド等の関連書籍発行の支援を行いました。 
また、同研究会を中心としたツールの維持・改善・管理体制の構築に向け、ツールのオープン

ソース化にも取り組みました。 
 

3）IPA では、軽量プロセス改善手法である「SPINACH2」の有効性に着目し、中小企業向けにその

改良及び利用促進を図っていますが、実際に導入するにはプロセス改善に精通した専門家の支援

が必要不可欠でした。そのため、改善を検討するにあたり、現状を整理し取り組むべき課題を抽

出する方法や検討課題に対する改善事例等を取りまとめた「SPINACH 自律改善メソッド利用ガイ

ド」を作成しました。本ガイドの活用により、専門家が常時支援しなくても開発現場の技術者が

自律的に改善活動を進めることが可能になるとともに、専門家の支援作業の軽減効果も期待され

ることから、比較的規模の小さい組織でもプロセス改善に取り組むきっかけ作りに役立つものと

考えています。 
 

② 普及啓発活動の有料化範囲を拡大 
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）を踏まえ、適

切な受益者負担の観点から、普及啓発活動の有料化範囲を拡大しました。成果を取りまとめた書籍

の有料化は、既に実施していますが、これに加え、平成 23 年 1 月以降、東京で単独開催する SEC
セミナーについても参加費（1,000～2,000 円程度）を徴収することとし、計 8 回開催した結果、456
名が受講、合計 821,000 円の収入を計上しました。 

また、地方開催セミナー（計 13 回）については、地域団体等の協力の下、IPA 単独開催ではなく、

地域団体の主催や共催で実施することにより、コスト削減及びリソースの節約にも努めました。 

                                                  
1 CoBRA（Cost Estimation, Benchmarking, and Risk Assessment）：少数の過去プロジェクトデータと経験豊富なプロジェクトマ

ネージャの知識を組み合わせて、見積りモデルを構築する手法。 
2 SPINACH（Software Process Improvement aNd Assessment for CHallenge）：社団法人 情報サービス産業協会 ソフトウェア

エンジニアリング部会で開発された軽量アセスメントモデル及び手法。 

＜中期計画の達成状況＞ 

平成 21 年度に構築した新たな成果普及モデルである民間自身による自律的な成果導入・普及展開

の拡大に向け、普及を推進する人材を育成するための教材の整備及び研修の実施等を推進した結果、

民間、地域に SEC 成果の受け皿となる組織が育ってきました。 
また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえ、適切な受益者負担の観点から、

普及啓発活動の有料化対象を拡大するとともに、セミナーの開催形態についても、単独開催から地域

関連団体との共催や講師派遣への移行を進めるなど、いち早く見直しにも着手しています。 

 

・無料セミナーはすぐに定員が一杯になってしまい、 

参加できないことが多かったが、有料になったこと 

で参加できるようになった。 

・学会などでも資料代等を徴収しており、実費程度な

らば特に問題ないので、セミナーは継続して欲しい。

など、有料化に肯定的な意見も寄せられた。 

有料セミナー参加者からの意見 

有料セミナー受講者アンケート（満足度）

引き続き高い満足度を獲得しており、 

有料化を原因とする低下は見られない。 

＜セミナー有料化に伴う参加者の反応＞ 

＜「ETSS 導入推進者制度」の枠組み（案）＞ 
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＜中期計画＞（3）海外有力機関との国際連携 

独国フラウンホーファ協会実験的ソフトウェア工学研究所（IESE3）や米国カーネギーメロン大学

ソフトウェアエンジニアリング研究所（SEI4）をはじめとする米欧の代表的関連機関との共同作業を

進めるとともに、わが国が開発した標準、手法の国際的評価を高め、世界有数のソフトウェアエンジ

ニアリング拠点を目指します。 

 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 

① システム高信頼化分野での海外政府関係機関とのネットワークを強化 
統合システムの高信頼化に関する最新技術動向の把握や普及啓発に向け、平成 22 年度から主要な

海外政府関係機関である米国商務省国立標準技術研究所（NIST）及びフランス原子力庁ソフトウェ

ア工学応用技術研究所（LIST）との連携を新たに開始しました。 
NIST との間では、これまで情報セキュリティ対策分野についてのみの連携でしたが、その対象を

ソフトウェアエンジニアリング分野及び共通事項であるクラウドコンピューティングやスマートグ

リッド等にも拡大することとし、平成 22 年 12 月に定期協議を実施しました。この協議において、

今後情報システムの信頼性検証に関する共通テーマを設定し具体的な共同活動を進めることに合意

しました。平成 23 年度は、現在 NIST が電子投票システムや保健医療システム等について実施して

いるテストツール等による信頼性検証に関する NIST によるチュートリアル、双方の研究者及び関係

者による意見交換を実施する予定です。 
また、LIST とは、平成 22 年 6 月に共催セミナーを日本で開催するとともに、平成 23 年 1 月には

先方を訪問し、統合システムの信頼性に係る関連研究活動の視察及び両組織幹部間の意見交換を実

施しました。この結果、いわゆるサイバー物理システム（CPS7）の高信頼化に関し協調テーマがあ

り得ることを双方が確認し、今後の相互協力協定を締結することに合意しました。現在、枠組み協

定の締結準備を進める一方、平成 23 年度は、EU が FP78の下に進めている次世代組込み統合システ

ムに関する研究開発プロジェクト（ARTEMIS）に関する情報交換を実施する予定です。 
 
② IPA 成果に基づく国際規格が成立 
国際標準化に向けて前年度より継続して検討が進められているベンチマーキング（ISO/IEC29155

シリーズ）、プロセス評価（同 33000 シリーズ）及び要求工学（同 29148 シリーズ）について、IPA
の取組み成果が反映されるよう、IPA 職員や関係者が国際標準規格作成 WG エディタに就任すると

ともに、国内委員会を通じて提案を進めた結果、日本の案が概ね国際規格に取り入れられることに

なりました。日本の企業にとって馴染みの深い手法がグローバル競争の基盤となるため、中小企業

等の海外進出や日本と同等品質の海外オフショア開発の実現等の一助として、わが国産業の国際競

争力向上が期待されます。 

                                                  
3 IESE（Institute for Experimental Software Engineering） 
4 SEI（Software Engineering Institute） 
5 NIST（National Institute of Standards and Technology） 
6 LIST（Laboratoire d' Integration des Systemes et des Technologies） 
7 CPS（Cyber-Physical Systems） 
8 FP7（The Seventh Framework Programme）：第 7 次研究枠組み計画。 

＜中期計画の達成状況＞ 

これまで連携を行ってきた海外研究機関に加え、平成 22 年度からは海外政府関連機関との連携を

強化するため、米国商務省国立標準技術研究所（NIST5）及びフランス原子力庁ソフトウェア工学応

用技術研究所（LIST6）との定期協議及び連携活動を開始しました。両組織とも IPA の取組みに対し

て高い関心を示すとともに、今後の協力体制の構築に非常に前向きであり、こうした連携を通じ、わ

が国を代表する公的なソフトウェアエンジニアリング拠点としての地位の確立を目指します。 
また、IPA 成果をもとにした日本発の原案に基づく国際標準規格（ベンチマーキング、プロセス評

価、要求工学関連）が成立し始め、馴染みの深い手法を持つ我が国の中小企業等の海外進出や海外か

らの受注増の期待が高まるなど、国際競争力の向上にも大きく貢献しました。 

＜日本発の国際標準化による効果例（中小企業の国際競争力向上）＞ 

＜国際的ソフトウェアエンジニアリング研究拠点とのネットワーク＞ 
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３．IT 人材育成の戦略的推進 ～スキル標準と情報処理技術者試験を駆使したグローバルに通用する人材育成手法等の普及～ 

 

 

＜中期計画＞（1）産業競争力を強化するための高度 IT 人材の育成 

急速に発展する IT 社会を支える高度 IT 人材の育成は緊急の課題となっています。IPA が提供する

3 つのスキル標準（IT スキル標準、組込みスキル標準及び情報システムユーザースキル標準）と情報

処理技術者試験は IT 人材育成の専門性向上の目標を示し達成度を評価する上で不可欠なツールであ

り、これらの IT 人材育成ツール群の整備・連携強化を図ることにより、層の厚い IT 人材の育成を推

進し、日本の産業競争力強化に貢献します。 

 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 

① 新たな IT の潮流に対応した IT 人材育成の仕組み作りに着手 
IT を取り巻く環境は大きく変化しており、それに伴い各企業の IT 技術者の業務内容や必要スキル

も各企業の戦略に応じて変わってきています。IPA では、こうした IT 人材ニーズの変化に対応し、

今後必要となる IT人材像の明確化と多様な IT人材を育てるためのスキル標準の活用の仕組み作りに

着手しました。 
 

1）サービス化の動きによる IT 人材ニーズについては「クラウド時代の人材育成検討委員会」を発

足し、5 年後を想定した今後育てるべき IT 人材像の検討を行い、IT サービスの提供者側及び利用

者側の別に整理をしました。今後、この検討結果をスキル標準に反映していきます。 
 
2）企業の IT 人材育成ニーズについては、IT ベンダ企業、ユーザ企業共に多様な IT 技術者を育成

するため、複数のスキル標準を参照しながら自社のスキル標準を構築している実態があることか

ら、これを容易に行える仕組みの検討を行い、「共通キャリア・スキルフレームワークの深化に向

けた基本構想書」を作成しました。この「基本構想書」に基づき、平成 23 年度は、活用企業のビ

ジネスモデルに沿った IT 人材育成を支援するためのドキュメントや参照モデルを整備し、「共通

キャリア・スキルフレームワーク（追補版）（仮称）」の公開を目指します。これにより、新たな

ビジネスに対応する IT 人材育成がし易くなる事から、企業力強化につながり、ひいてはわが国の

産業競争力の向上がさらに期待できます。 
 
3）優秀な IT 人材が広く産業界に集まることを目指して、グローバル化を支える IT 人材の確保・育

成に関する検討成果や「女性技術者キャリア改革検討委員会」などプロフェッショナル・コミュ

ニティの新たな活動成果を公開しました。 
 

＜中期計画の達成状況＞ 

平成 22 年度は、クラウドなど IT の新たな潮流に対応した IT 人材育成を進めるとともに、スキル

標準全体の見直しに着手しました。平成 23 年度は、この取組みを具体的に進めることにより、次世

代の IT 社会を担う IT 人材の育成に貢献します。 
また、共通キャリア・スキルフレームワークに準拠した情報処理技術者試験を平成 21 年度から開

始し、ユーザ及びベンダに共通する知識・スキルを問う試験として応募者も着実に増加しています。

CBT 方式による IT パスポート試験については、システム開発や問題蓄積作業等の準備が着実に進ん

だため、若干予定を早め、平成 23 年 11 月に開始することを正式に決定しました。 
教育プログラムの整備については、平成 21 年度から実施している教育コンテンツプラットフォー

ムや産業界出身教員の研修計画、実践的インターンシップの運用手順書作成等が着実に進展していま

す。さらに IPA が主導して、実践的 IT 教育講座のカリキュラムを作成した 5 大学に対して、自立的

かつ持続的な講座実施のための自立化計画作成を支援しました。平成 23 年度には新たに 5 大学を加

え、今後も、産学連携実践的 IT 教育のさらなる展開を進めていきます。 

＜IPA として取り組む新たな IT の潮流に対応した IT 人材の育成＞ 
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② 情報処理技術者試験の円滑な実施及び利用拡大 
共通キャリア・スキルフレームワークに準拠した情報処理技術者試験については、応募者数が 2

年連続で増加し、平成 22 年度全体（春期・秋期の合計）では 623,596 名となりました。春期・秋期

の試験を着実に実施することで高い信頼性を維持し、最大規模の国家試験として国民各層への利用

拡大に繋がりました。 
 
 
③ IT 活用力向上に向けた IT パスポート試験の普及・定着化 
 職業人の IT 基礎的素養を測る尺度として、IT パスポート試験のより一層の普及・定着が求められ

ています。 
平成 22年度は、広報活動等を積極的に行うことにより、試験利用価値の理解を深めることができ、

全体の応募者数は 135,254 名となり、前年比 113.9％と大幅な増加に繋がりました。特に大学生は

38.5％増の 19,365 名と激増しています。 
IT パスポート試験の CBT（Computer Based Testing）化に向けた準備についても、システム開発

や問題蓄積作業等の準備が着実に進んだため、若干予定を早め、平成 23 年 11 月に開始することを

正式に決定しました。 
また、全国説明会（全国 10 か所 364 名）に加え、リハーサル試験を実施し、全国 47 都道府県全

てで合計 6,660 名の参加を得るなど、国家試験として初めての CBT の安定的かつ確実な実施に向け

た準備を進めることができました。 

＜情報処理技術者試験応募者推移＞ 
 

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

応募者数

春期

秋期

年度全体

＜平成 22 年度 IT パスポート試験の応募状況＞ 

 平成 22 年度 平成 21 年度 対前年比 

応募者数 135,254 名 118,701 名 113.9％

 
＜CBT リハーサル参加者数＞ 

地域 参加者数

北海道 197
東北 283
関東 3,732
中部 824
近畿 926
中国 185
四国 64
九州 329
沖縄 120
合計 6,660

＜CBT 全国説明会風景＞ 
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④ 産学における実践的な人材育成の支援等 
高度 IT 人材育成の必要性が増大している中、産業界と教育界が将来に向けて必要とする人材像を

共有し、産業界に実践的ノウハウを習得した人材を輩出することがわが国の産業競争力強化に必要

となっています。平成 22 年度の産学連携による実践的 IT 人材育成事業においては、さらなる産学

連携の展開のために以下の事業を実施しました。 
 

1）平成 21 年度経済産業省委託事業において IPA が主導して産学連携の実践的 IT 教育講座のカリ

キュラム等を作成した 5 大学に対して、自立的に講義を継続していくための自立化計画作成等を

支援しました。 
また、当該事業で使用した教育コンテンツ（企業提供のコンテンツを含む）等の利用拡大を図

るため、「IT 人材育成 iPedia」の機能強化を行いました。これにより、平成 23 年度からは、実践

的教育に使用した教育コンテンツや大学・企業の情報が広く一般に活用できることとなり、産学

連携のさらなる促進につながります。 
 

2）平成 22 年度経済産業省委託事業においては、平成 21 年度に作成した教育コンテンツプラット

フォームの充実や運用ガイドの作成など、実践的な人材育成の環境をさらに整備しました。 
また、平成 23 年度から新たに実施する IT 教育講座ための企業とのマッチングや授業計画作成

等を主導しました。これらの成果については、企業や大学関係者へ積極的に普及活動を行いまし

た。 
 

以上の活動の結果、平成 23 年度には平成 22 年度開始校、平成 23 年度開始予定校合わせて約 800
人の学生が産学連携による実践的 IT 教育講座を受講することになります。 
 
 
⑤「IT 人材白書 2011」を取りまとめ 
 平成 22 年度に実施した IT 人材市場動向調査やトピックス調査の結果、下記の状況が浮き彫りに

なりました。 

・IT 人材の質に対する要求の高まり 
・オフショア開発が中長期的に拡大傾向 
・企業活動のグローバル化が IT 人材に影響 
・イノベーションを起こす IT 人材が各企業で要望されつつも確保が困難 

これらの結果を基本戦略系人材及びクリエーション系人材育成強化など IPA の各 IT 人材育成施策

に反映させるとともに、「IT 人材白書 2011」に取りまとめ、平成 23 年 4 月に概要公開、同 5 月に発

刊しました。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「IT 人材白書 2011」の概要 
◎未来志向の波を作れ 
  今、求められる人材イノベーション 

■IT 人材の動向 
～より求められる人材の”質”の高度化～ 
・IT 人材の需要は質的な不足感 
・普及拡大に向け ITSS の普及見直しの必要性 
・効果が確認されつつある実践的教育 
支援企業の拡大が課題 

■グローバル化 
～IT 人材に求められるグローバル対応力～ 
・不透明の環境下でも進展するグローバル IT 市場 
・オフショア開発は一服、中長期的には拡大へ 
・グローバル競争に直面している IT 人材 

■多様な人材活用 
～取り組みはまだ始まったばかり～ 
・日本初イノベーション創出の為の突出した人材 
・ダイバーシティ・マネジメント 
・女性管理職比率は半数の企業で０％ 
まだ活躍の余地あり 

■IT 人材の意識と環境 
～方向感を見極めかねている IT 人材～ 
・将来の自分を支えるスキル（強み）を定めよ 

IPAが整備・提供

実践的IT教育講座の実施

教育コンテンツ
プラットフォーム
運用ガイド 等

産業界出身教員研修計画
産業界出身教員研修講師

の要件等

実践的IT教育講座
自立化計画支援

実践的インターンシップ
運用手順書等

実践的講座構築ガイド
事業説明パンフレット等

IPAが整備・提供IPAが整備・提供

実践的IT教育講座の実施

教育コンテンツ
プラットフォーム
運用ガイド 等

産業界出身教員研修計画
産業界出身教員研修講師

の要件等

実践的IT教育講座
自立化計画支援

実践的インターンシップ
運用手順書等

実践的講座構築ガイド
事業説明パンフレット等

平成 22 年度開始校 協力企業 
九州大学 (株)FUJITSU ユニバーシティ、 

(株)富士通ラーニングメディア 
筑波大学 (株)日立製作所、(株)日立インフォメ

ーションアカデミー 
東洋大学 (株)FUJITSU ユニバーシティ、 

(株)富士通ラーニングメディア 
山口大学 (株)日立製作所、(株)日立インフォメ

ーションアカデミー 
早稲田大学 日本電気(株)、NEC ラーニング(株)

  
平成 23 年度開始予定校 協力企業 
会津大学 日本ユニシス(株) 
愛媛大学 (株)日立製作所、(株)日立インフォメ

ーションアカデミー 
静岡大学 日本電気(株)、NEC ラーニング(株)、

NEC ソフト(株) 
中央大学 (株)FUJITSU ユニバーシティ、(株)

富 士 通ラ ー ニン グ メデ ィ ア 、

(株)NTT データ 
公立はこだて未来大学 日本アイ・ビー・エム(株)、TIS(株)
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＜中期計画＞（2）地域・中小企業の IT 化を促進する人材育成 
地域・中小企業の IT 化を促進する人材を育成するため、中小企業経営者などへの IT コンサルテー

ション、中小企業の IT 経営を促進する事業への参加、情報関連人材育成事業を行う地域の取組と連

携した IT 人材施策の地域展開などを行います。 

 
 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 

①「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」を創設 
IT人材白書 2010の調査結果によると中小 ITベンダでの ITSSの本格活用はこれからの状態です。

原因の一つとしては、中小 IT ベンダの人材育成については成功事例の情報が少なく、経営者が ITSS
の活用に踏み切れないことがあげられます。 
この課題に対応するため、優れた中小 IT ベンダの人材育成事例を広く募集する「中小 IT ベンダー

人材育成優秀賞」を創設しました。 
全国から応募があった 24 件に対し、外部有識者による書面審査、現地審査を行い優秀賞 3 件を選

出し、IPA フォーラム（平成 22 年 10 月 28 日）にて表彰しました。 
受賞企業の事例は、IPA フォーラムにおける受賞記念講演や中小 IT 人材育成最適事例セミナー（平

成 22 年 11 月）で発表するとともに、受賞企業紹介パンフレット、「IT スキル標準及び情報システム

ユーザースキル標準導入活用事例集 2011」（平成 23 年 5 月発行）などにより広く一般に周知を図り

ました。 
本表彰制度は一般のメディアも取り上げられ、中小 IT ベンダに着実に波及しています。 
 

＜中期計画の達成状況＞ 
IT 人材白書 2010 により、中小 IT ベンダにおいて ITSS の活用不足という課題が浮かび上がり、中

期計画を超え具体化した事業として、中小 IT ベンダの IT 人材育成に焦点を絞った表彰制度を創設し

ました。 
これにより、各企業の経営実態に即した IT 人材育成の優秀事例を幅広く示すことができ、この制

度を育て様々な業容に即した IT人材育成の優秀事例を蓄積していくことで中小 IT ベンダの活性化を

促し、日本の IT 力の向上とグローバル人材の競争力強化を目指します。 

優 秀 賞 の 仕 組 み

二
次
審
査

応募企業

一
次
審
査

ベストプラクティス
事例発掘

表
彰
候
補

10社程度

外部有識者による
実地審査

「人材育成」の
基本的な考え方を広く
周知

外部有識者による書面審査

絞込み 絞込み

２、３社

ベストプラクティスとして公開
受賞記念講演
最適事例セミナー

事例集・パンフレットその他
人材育成の取り組み

IPAフォーラム
にて表彰

優 秀 賞 の 仕 組 み

二
次
審
査

応募企業

一
次
審
査

ベストプラクティス
事例発掘

表
彰
候
補

10社程度

外部有識者による
実地審査

「人材育成」の
基本的な考え方を広く
周知

外部有識者による書面審査

絞込み 絞込み

２、３社

ベストプラクティスとして公開
受賞記念講演
最適事例セミナー

事例集・パンフレットその他
人材育成の取り組み

IPAフォーラム
にて表彰

２～３社

 ＜中小 IT ベンダー人材育成優秀賞の仕組み＞ 
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＜中期計画＞（3）IT のグローバリゼーションへの人材面での対応 
IPA はソフトウェア開発のグローバル化などに伴い、特にアジア圏における IT 人材の確保、流動

化を図るため、情報処理技術者試験と各国試験制度との相互認証を推進するとともに、IT スキル標

準などの各国での展開などを支援します。 

 
 
 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 

① フィリピンにおける IT スキル標準導入支援に着手 
日本では、アジア地域を中心にオフショア開発が進み、今やアジア地域は日本の IT 産業の一部

を担っている状態となり、オフショア先の計画的な IT 人材育成のニーズやスキル標準への関心が

高まっています。 
平成 21 年度まで 3 年計画で進めてきたベトナムでのスキル標準導入支援に続き、平成 22 年度か

らフィリピンへのスキル標準導入支援に着手しました。 
具体的には、フィリピン国内の政府機関、政府関連機関、IT 業界団体等と調整を行い、スキル標

準制定の重要性の認識を高めるため、広報セミナーや導入のためのワークショップを実施しました。 
これらの成果を踏まえ、平成 23 年度はフィリピンの企業へのスキル標準のパイロット導入を目

指します。 
 
② 日本の新情報処理技術者試験に対応した試験のアジア展開を支援 

ITPEC 加盟国（右図、B グループ）では、平成 22 年度から日本の新試験制度と同等の基本情報

技術者試験に加えて、IT パスポート試験をアジア共通統一試験として新たに実施し（平成 22 年 4
月、10 月）、各国でのセミナーなどの開催を通じてアジア共通統一試験のより一層の強化・定着を

図りました。 
また、中期計画で想定していなかった取組みとして以下の作業を行いました。これにより、アジ

ア諸国の IT 技術者の学習支援や企業・教育機関等での利用促進を加速させ、日本のオフショア開

発に貢献する IT 人材の底上げも期待されます。 

・「英語版 IT ストラテジ教材」を作成し、B グループへ提供（平成 22 年 12 月） 
・「英語版AP演習問題集」の作成に着手（平成23年度秋試験から実施予定の応用情報技術者試験 

（AP）の適切な教材として） 
 
A グループにおいては、日本の新試験制度施行に伴う試験内容の確認作業と相互認証の更新につ

いて調整した結果、シンガポール、韓国及び中国の相互認証の改訂が完了しました。また、残りの

インド及び台湾についても、相互認証試験区分の追加を含めた改訂交渉を続けています。 
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インド (Feb. 2001)
← AE, SW, FE
（DOEACC)

シンガポール（Aug. 2001、
Nov. 2010改訂）

← PM
（SCS）

韓国 (Dec. 2001、
Jan. 2011改訂)

← AP, FE
（HRD Korea）

フィリピン （Apr. 2002）

← FE,IP
（PhilNITs Foundation)

タイ（Jun. 2002) 
←NW, DB, FE,IP
（NASTD Academy)

台湾 (Dec. 2003)
← NW, SW, SU
（Institute for Information Industry ）

中国 (Jan. 2002)

←AE, NW, DB, SW, FE

（CEIAEC）

ミヤンマー（Nov. 2002）

← FE,IP
(MCF)

マレーシア (Jan 2005)
← FE,IP
(METEOR)

AE: アプリケーションエンジニア

PM: プロジェクトマネージャ

NW: テクニカルエンジニア（ネットワーク）

DB: テクニカルエンジニア（データベース）

SU: 情報セキュリティアドミニストレータ

SW: ソフトウェア開発技術者

FE: 基本情報技術者

IP:  ITパスポート

AP: 応用情報技術者

モンゴル (Aug. 2007)
← FE,IP
(NITP)

ベトナム（Jul. 2002）

← SW, FE,IP
(VITEC)

Aグループ
（既にIT国家試験を実施）

Bグループ
（ITPEC加盟国。 IT国家試験を創設）

 

84.9%

13.7%

17.8%

5.5%

4.1%

2.7%

80.3%

13.2%

15.8%

7.9%

3.9%

3.9%

83.3%

16.4%

13.9%

6.9%

5.6%

1.4%

82.3%

30.6%

12.9%

4.8%

3.2%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中国

インド

ベトナム

フィリピン

アメリカ・カナダ

韓国

2010年調査（N=73） 2009年調査（N=76）

2008年調査（N=73） 2007年調査（N=62）

 

＜中期計画の達成状況＞ 
日本のオフショア開発の中心であるアジア地域において、IT 人材育成のためにスキル標準の導入

と情報処理技術者試験の相互認証を車の両輪として進めています。 
これらの国として、平成 22 年度は、ベトナムに続きフィリピンへのスキル標準導入支援を開始し

ました。それにより両国の情報処理技術者試験の利用価値を高めることができました。 
日本の新試験制度に準拠したアジア共通統一試験として、平成 21 年度から実施している日本の基

本情報技術者試験相当に加えて、IT パスポート試験相当を開始しました。 
また、日本の新試験制度において拡充された「IT ストラテジ分野」の英語版教材提供を実施し、

アジア人材の学習環境の向上、人材の底上げに貢献しました。 

（平成 22 年度末現在） 

＜フィリピンの IT スキル標準セミナーの様子（平成 23 年 1 月）＞ 

＜情報処理技術者試験のアジア展開＞ ＜日本企業のオフショア開発先＞ 

（件数ベース）

出典：IT 人材白書 2011
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＜中期計画＞（4）突出した IT 人材の発掘・育成と活躍できる環境の整備 
ソフトウェア関連分野においてイノベーションを創出することのできる、独創的なアイディア、技

術を有し、これらを活用していく能力を有する突出した人材 (スーパークリエータ)を発掘・育成し

ます。また、発掘したスーパークリエータが、新たなスーパークリエータの発掘を行うなどの人材育

成へ参画していく環境を整備します。 
さらに、初等中等教育段階を含めた若年層に対する教育プログラムを実施し、若年層の IT に関す

る意識の向上などを図ります。 

 
 

平成 22 年度の主な実績 

① 若い逸材の幅広い発掘・育成をさらに効率的に実施 
先端的なソフトウェア開発の意欲と能力を持ち、わが国産業の将来を担うスーパークリエータを

幅広く発掘・育成することは、わが国の国際競争力を高める上でますます重要になってきています。 
平成 22 年度は、「未踏 IT 人材発掘・育成事業」において、新たに 22 名のスーパークリエータ（平

成 21 年度採択分）を認定した他、運営体制の再構築、事務手続きなどの事業運営見直しを行うとと

もに、新規分として事業全体（本体、ユース）で 170 件の応募に対し 34 件を採択しました。また、

未踏 IT 人材発掘・育成事業とセキュリティ＆プログラミングキャンプの両事業の連携を深め、さら

に効率的に若い逸材を幅広く発掘・育成するため、両事業の実施体制を一体化しました。 
 

② スーパークリエータが核となる人材ネットワーク形成の仕組み作り 
スーパークリエータが核となり所属組織等の枠を超えた人材ネットワークを形成し、彼らが活躍

できる環境を整備するため、多様な機関やコミュニティと連携し、未踏事業説明会、人的・技術交

流、ビジネスマッチング等を行う各種イベントを共催しました。 
また、未踏採択者に対し、企業等による各種コンテスト、イベント、セミナー、インターンシッ

プ、学会への登壇・投稿などの情報を積極的に発信しました（年間 24 回）。 
未踏クリエータが「東日本大震災/みんなでつくる復興支援プラットフォーム（sinsai.info）」に参

画し、震災からの復興にも寄与している様子がメディアに取り上げられました（平成 23 年 4 月 11
日「DIAMOND online」）。 
 

③ セキュリティ＆プログラミングキャンプを開催 
情報セキュリティ及びプログラミングに関する高度な教育の実施と、技術面・モラル面・セキュ

リティ意識等の向上を図り、将来の IT 産業の担い手となる優れた若い人材の発掘と育成を目的とし

た「セキュリティ＆プログラミングキャンプ 2010」を開催しました（平成 22 年 8 月 12 日~16 日）。

応募者 309 名から 59 名（13～22 歳）を選抜し、未踏ユースプロジェクトマネージャーの基調講演、

各種講義、実習などを盛り込んだ集中的な教育プログラムを実施しました。受講者の満足度調査で

は、平均約 90 点という高い評価を得ました。 
また「セキュリティ＆プログラミングキャンプ 2010 実施報告会」を開催し（平成 22 年 12 月 18

日）、広く一般に対し紹介するとともに、過去参加者との交流を深めました。 

 

＜中期計画の達成状況＞ 
より若い逸材を幅広く発掘・育成するため、未踏 IT 人材発掘・育成事業及びセキュリティ＆プロ

グラミングキャンプ事業を効率的かつ着実に実施し、各事業とも高い成果を挙げることができまし

た。それとともに両事業の運営体制の一体化を行い、両事業の連携を深めることによる「突出した人

材育成の環境整備」を推進しました。 
また、平成 23 年 3 月に発生した「東日本大震災」の復興支援プロジェクトに未踏クリエータやセ

キュリティ＆プログラミングキャンプ参加者が参画し、震災からの復興にも寄与している様子がメ

ディアに取り上げられました。 
中期計画の実現に向けて着実に進展しており、今後も多くの優れた IT 人材を発掘・育成していき

ます。 

セキュリティ＆プログラミングキャンプ 2010 

未踏スーパークリエータが 

講師として参加 

参加者が未踏ユースに 

応募・採択 

＜平成 21 年度スーパークリエータ認定証授与式の様子＞

IPA フォーラム 2010 平成 22 年 10 月 28 日 

未踏 IT 人材発掘・育成事業 

相互連携 

両事業の運営体制一体化 

突出した人材育成の環境整備 

突出した人材が核となる「人材ネットワーク」 産業界 教育機関 

最年少 13 歳 
参加者は中学生から 

大学生が混在 

＜キャンプの様子＞ 

平成 22 年 8 月 12 日-16 日 
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４．開放的な技術・技術標準の普及及びソフトウェア利用者の利便性向上のための環境整備～システム連携等の相互運用性の確保に向けたオープンなソフトウェア基盤の整備～ 

 

 

＜中期計画＞（1）オープンソフトウェアの利用促進 

オープンソフトウェア（「オープンソースソフトウェア（OSS）」と「オープンな標準」に基づく

ソフトウェアとの総称）の推進は、ソフトウェアの中身や仕様が見えることによる安全・安心を実現

するために極めて重要であり、また、ソフトウェア相互の接続性やデータの互換性を向上させること

によりソフトウェア各階層における健全な競争環境を整えるためにとっても重要です。そのため、政

府は、「情報システムに係る政府調達の基本指針」（平成 19 年 3 月）の策定や「電子計算機利用高度

化計画」（平成 20 年 3 月）を通じてオープン化促進の方針を示しました。 
オープンなソフトウェアをより安全・安心に活用できるよう、また、その社会への普及が円滑に進

むよう、第一期中期計画の成果（OSS の開発支援、性能評価、導入実証等）を踏まえ、国際的な視

野の下、 
①システム連携等の相互運用性確保に必要不可欠なソフトウェア基盤の整備 
②情報システムの中立公平な仕様記述に不可欠な技術参照モデルの策定、適合性評価 
③オープンソフトウェアを活用できる人材の育成 
等に重点的に取り組みます。 

 
 
平成 22 年度の主な実績 

① 人名漢字を含む日本語文字コードの統一へ向け、IPA フォントを拡充 
IPA フォントが、文化審議会の検討基盤として用いられ、ここで作成した常用漢字表が、内閣告示

（平成 22 年 11 月）により現代の国語を書き表す目安として定められました。さらに、経済産業省の

「文字情報基盤構築に係る研究開発事業」にも採択され、住民基本台帳ネットワーク統一文字と戸籍

統一文字の双方を包含する約 6 万文字を作字し、国際標準に準拠した新フォント（IPAmj 明朝）を開

発しました。本成果は、人名漢字等を含めた日本語文字コードを統一するためのわが国初の文字基盤

として、今後政府の推進する「国民本位の電子行政1」実現のための礎となるものです。 
 
② Ruby の標準化：日本発のプログラム言語として初の JIS 化を達成 

IPA が進めてきた Ruby 言語の技術仕様書が、JIS 規格として制定されました（平成 23 年 3 月）。

日本発のプログラム言語が JIS 規格となるのは初めてです。Ruby 言語は近年、クラウド環境におけ

るサービス構築用の標準言語として注目されており、その JIS 化をいち早く達成できたことは、今後

のクラウド環境の相互運用性確保のために極めて重要な成果です。また、島根県、福岡県などを中心

に、Ruby の JIS 化による政府調達や民間需要の拡大を期待した事業の推進、地域の拠点形成の動き

が急速に拡大しています。さらに、この規格を国際標準化するためのファストトラック提案2を、JIS
から ISO に対して行い（平成 23 年 3 月）、国際標準化へ向けて大きく前進しました。 

                                                  
1 国民本位の電子行政：「新たな情報通信技術戦略」、平成 22 年 5 月 11 日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部で示さ

れた方針。政府内で情報通信技術革命を徹底し国民本位の電子行政の実現を目指すもの。 
2 ファストトラック提案：既に国家標準となった技術規格をベースとすることで、迅速に国際標準とする手続き。 

＜中期計画の達成状況＞ 

平成 22 年度は、IPA フォントの拡充や Ruby の JIS 化をはじめ、オープンなソフトウェアをより

安全・安心に活用するための環境整備に取り組みました。その結果、第二期中期計画における成果と

して、システム連携等の相互運用性確保に向けて、オープンソフトウェアの効率的普及を目指した

ツール類（9 種）、教材（13 種）、報告書（23 編）を公開、フォント等を整備するとともに、4 種の

JIS 制定を実現しました。また、情報システムの中立公平な仕様記述として、日欧の協調作業を反映

しつつ毎年度改定版の技術参照モデルを公開するとともに、適合性評価を行い 91 製品に連携プログ

ラム技術評価書を発行しました。さらに、わが国における OSS 人材の育成を図るツールとなる OSS
モデルカリキュラムが完成し、平成 23 年度より本格的な普及フェイズに入ります。 

以上のように、情報システムの「オープン化」に関し、わが国初であり、かつ、将来の社会基盤構

築へ向けた重要な基礎となる業績を複数達成し、中期計画を大きく凌駕する成果を上げることができ

ました。 

約 6 万文字を統合し、国際標準(ISO/IEC 10646)に則って符号化した

新フォント（IPAmj 明朝）を開発 

＜人名漢字等を含めた日本語文字コードを 
統一するための文字基盤＞ 

様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
例
：

渡
辺
の
「辺
」
と
斉
藤
の
「斉
」 

7 ,296文字23,480文字
25,662文字 2,274文字1,672文字

文字基盤文字
(xx,xxx文字)

BMP (全65 ,536文字）
CJK統合漢字拡張B,C,D 

(全47,000文字)
IVD

住基統一(漢字のみ）
（ 1 9 ,4 3 2 文字)

汎用電子情報交換環境整備プログラ ム
で整理さ れた漢字

(5 8 ,7 1 2 文字)

新フ ォ ント (IPAm j明朝)
(5 8 ,7 1 2 文字)

非漢字
（ 2 ,0 02図形
/1 ,6 72文字）

縦書用文字、 リ
ガチャ を含む

今回は符号化
対象外

ISO/IEC 
10646

戸籍統一（ 漢字のみ）
(55 ,267文字)

登記固有
文字

(1 0 ,3 3 0)

Ruby 言語の JIS 化を達成（日経産業新聞

平成 23 年 3 月 24 日の記事より） 
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＜中期計画＞（2）債務保証事業等 
新技術債務保証制度を利用する企業のニーズに応えるため、審査水準を維持しつつ、審査期間の短

縮に努め、20 日以内とします。また、資金繰りチェックなど、審査力の強化により不良債権の発生

を抑え、中期計画期間中平均で代位弁済率 8％以下を目指します。 
新技術債務保証制度については、申請件数、保証実行件数などの保証実績を踏まえ平成 25 年 3 月

末日までに廃止などの見直しを行います。 

 
 
 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 

①残余の保証債務の管理を徹底 

保証先企業から定期的な決算書類の提出を求め、対象企業全社（平成 21年度末保証先企業のうち、

決算書類徴求時点で完済済み若しくは代位弁済実施済み企業を除く 27 社）の財務状況の把握に努め

ました。 
延滞発生等の問題案件については、金融機関と連携を図りながら対応策を検討し、条件変更を 17

社、代位弁済を 9 社（111 百万円）に対して実施しました。代位弁済実施済みの債権（求償権）や償

却済み求償権についても、保証先往訪や代表者との面談等を通じ、最大限の回収に努めています（平

成 22 年度回収額：19,095,575 円）。 
また、IPA の財務内容のリスクマネジメントの観点から、債務保証及び代位弁済の状況について、

毎月、役員に報告しています。 
 
 

②債務保証事業に係る政府及び民間出資金を全額返納・返還 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）において、信

用基金の政府出資金分である約 90.5 億円の国庫返納が求められました。IPA では、上記管理の徹底

や信用基金の効果的運用等を通じ、昭和 45 年の制度創設以来、信用基金を毀損することなく債務保

証制度を運用してきており、この金額は信用基金として政府から受けた出資金全額になります。 
また、平成 21 年度末時点から債務保証の新規引受も終了していることから、債務保証残高及び保

証債務損失引当金計上額等を勘案し、信用基金の政府出資金分に合わせて、債務保証事業の財産的

基礎として旧協会から承継した政府出資金（約 2.3 億円）及び信用基金民間出資金分（約 7.2 億円）

についても、その全額を国庫及び出資企業に返還することとしました。 
政府出資金（計 92.8 億円）については平成 23 年 3 月 29 日に国庫返納するとともに、民間出資金

についても、同年 3 月 22 日付で出資者に対する催告を行い、同年 4 月 28 日時点で全額を返還しま

した。 
 

 
 

＜期末債務保証残高＞ 

年 度 社 数 件 数 期末保証残高 
平成 20 年度 80 社 104 件 1,510 百万円  
平成 21 年度 43 社  53 件 688 百万円  
平成 22 年度 24 社  29 件 399 百万円  

 
＜代位弁済の推移＞ 

年 度 社 数 件 数 代位弁済金額 
平成 20 年度  8 社 10 件 156 百万円  
平成 21 年度 13 社 21 件 367 百万円  
平成 22 年度  9 社 12 件 111 百万円  

 

＜出資金国庫返納・返還スケジュール＞ 

日 付 内   容 

平成 22 年 11 月 27 日 
独立行政法人通則法を始めとする不要財産の返納

に係る改正法令等の施行 

平成 22 年 12 月  7 日 
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

閣議決定 
平成 23 年  1 月 13 日 出資金返納に係る認可申請 
平成 23 年  3 月 18 日 上記申請の認可 
平成 23 年  3 月 22 日 民間出資者に対する催告実施 
平成 23 年  3 月 29 日 政府出資金（約 92.8 億円） 国庫返納 
平成 23 年  4 月 28 日 民間出資金（約  7.2 億円）全額返還 

 

＜中期計画の達成状況＞ 
平成 19 年度末に一般債務保証制度、平成 21 年度末に新技術債務保証制度の新規引受を終了した

ことに伴い、IPA の債務保証事業（新規引受）は全て終了しています。そのため、平成 22 年度にお

いては、残余の保証債務の管理の徹底に努めました。 
信用基金については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」において、政府出資金分

である約 90.5 億円の平成 22 年度中の国庫返納が求められ、平成 23 年 3 月 29 日付で返納しました。

なお、信用基金は一切毀損していないため、政府から受けた出資金全額を国庫返納したことになりま

す。これに合わせて、債務保証残高及び保証債務損失引当金計上額等を勘案した結果、債務保証事業

の財産的基礎として旧協会から承継した政府出資金（約 2.3 億円）も国庫返納するとともに、民間出

資金分（約 7.2 億円）についても出資企業に全額を返還しました。 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

 

 

＜中期計画＞ 1. PDCA サイクルに基づく継続的な業務運営の見直し 

IT は社会のあらゆる分野に浸透し、我々の社会生活の多くは IT によって支えられています。IPA
はわが国の IT をソフトウェア面から支えているわが国唯一の専門公的機関です。IPA が社会に対し

て果たす役割を追求し、真に必要な事業を行うため、PDCA サイクルを通じた業務の見直しを継続的

に行います。 

 
 
平成 22 年度の主な実績 
①「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえた業務見直しを実施 
平成 21 年度から平成 22 年度にかけ、行政刷新会議による事業仕分け（平成 21 年 11 月、平成 22

年 11 月）や経済産業省による行政事業レビュー（平成 22 年 3 月）等の一連の独立行政法人改革が

進められ、その結果に基づく「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（以下、「見直し基

本方針」という。）が平成 22 年 12 月に閣議決定されました。IPA では、これらで指摘された事項を

真摯に受け止め、業務見直しに取り組みました。 
経済産業省と IPA 各事業部門により、「民間で実施できる（すべき）事業の民間移管」、「適切な受

益者負担」等の観点から全事業の棚卸しを行うとともに、ソフトウェアを取り巻く環境変化や変化

に対応した新たな政策ニーズを踏まえた上で、「独立行政法人である IPA」として取組みを強化すべ

き事業の検討を行い、見直しの具体的方向性を整理しました。 
また、見直し基本方針で指摘を受けた信用基金等の国庫返納を含む保有財産の適正化や普及啓発

事業の有料化対象拡大など、対応可能なものからいち早く実行に移しています。 
 
②「100 者ヒアリング」を通じた外部ニーズの収集及び次年度計画等への反映 

上記の政府主導の業務見直しに加え、IPA の自主的な取組みとして、産学官の有識者や IPA 事業の

ユーザ企業等に対するヒアリング（100 者ヒアリング）を行い、その結果を業務運営に反映する PDCA
サイクルを継続的に実施しています。平成 22 年度は、「国（独立行政法人）として IPA に期待する

取組み」等の観点を中心に 128 者にヒアリングを行い、上記見直しの検討や平成 23 年度計画に反映

しました。 
 
③ 業務監査等を通じた業務運営の効率化、適正化を推進 

平成 22 年度監査計画を策定の上、監事と監査室の連携によるコンプライアンス監査及び各種認証

業務監査を実施しました。監査結果については、理事長及び監事へ報告するとともに、関係部署へ

の改善指導等のフィードバックを行いました。 
また、監事監査や監査法人による外部監査を受け、その結果報告を理事長自らが聴取するととも

に、月次の予算管理や上期終了時点における事業進捗及び予算執行状況を踏まえた下期実行計画の

策定、中間仮決算等の取組みを通じ、法人の長が重要な情報を適時把握し、対応を指示することに

より、業務運営の効率化、適正化を推進しました。 

＜基本方針と IPA 業務の今後の対応関係＞ 

 
                                 ※赤文字は、新たな重点課題 

＜100 者ヒアリングによる平成 23 年度計画への主な反映事項＞ 
主なコメント・指摘事項 平成 23 年度計画への反映 

【情報セキュリティ対策分野】 
■電気自動車の普及等に伴い、自動車の安全や信頼性

確保には、情報セキュリティ対策が必須。ガイドラ
インのようなわかりやすい形でまとめてほしい。 

 
■自動車の情報セキュリティ対策の普及に向け、最新セ

キュリティ関連活動及び電気自動車に関する課題に
ついて調査を実施する旨記載。 

【情報システムの信頼性向上分野】 
■統合系の活動は、ユーザビリティが産業に結びつく

拠り所であり、規格面の整備も含めて、強力に進め
てほしい。 

 
■ユーザ特性をモデル化するための標準的なプロセス

を定義するとともに、当該プロセスの有効性確認のた
めのケーススタディを実施する旨記載。 

【IT 人材育成分野】 
■産学連携の継続には、教育コンテンツ等の著作権問

題が大きな障害となることから、各種コンテンツ等
のオープン化が必要。 

 
■IT 人材育成 iPedia を活用し、教育コンテンツを含む
産学連携活動に関する情報発信を強化するとともに、
新たな(汎用)コンテンツの充実を図る旨記載。 

＜中期計画の達成状況＞ 

独立行政法人を取り巻く環境はより一層厳しさを増し、これまでの一連の独立行政法人改革の取り

まとめとして「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」が閣議決定され、IPA においても、

真に国で取り組むべき業務以外の「民間移管」を基本とした抜本的な業務見直しが求められています。

こうした指摘を真摯に受け止め、経済産業省とも協議の上、見直しの具体的方向性を整理するととも

に、目標年度を前倒しして、対応可能なものはいち早く実行に移しています。 
こうした政府主導の見直しに加え、独自の取組みである「100 者ヒアリング」による外部ニーズの

掘り起こしや各種監査等による業務改善を通じ、「独立行政法人である IPA」が社会から求められる

使命を果たすとともに、継続的な業務運営の効率化、適正化に取り組んでいます。 
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＜中期計画＞ 2. 機動的・効率的な組織及び業務の運営 
継続的な業務運営の見直し結果や IT を巡る内外の情勢変化等を踏まえ、最適な組織体制の整備に

向け、不断の見直しを図ります。また、組織・個人の能力を最大限に活かすための組織運営や外部人

材や民間活力の有効活用等を通じ、機動的・効率的な組織及び業務の運営に努めます。 

 
 
平成 22 年度の主な実績 
① 独立行政法人改革等に対応した組織改編を実施 

一連の独立行政法人改革等による業務見直し等に対応した組織改編を機動的に実施し、効率的・

効果的な業務実施体制の整備に努めました。 
1）「情報処理技術者試験実施業務を民間に完全移行し、地方支部を全廃」との方針に対応し、地方

支部廃止後に民間が実施する地方の試験実施業務の管理等を効率的に行い、安定的な試験実施を

実現するための「地域統括室」を設置（平成 22 年 5 月 1 日）するとともに、市場化テストを活用

し、順次、地方支部を廃止しました（詳細は後述）。 
 
2）「個別企業に対するソフトウェア開発支援業務を全面廃止」との方針に対応し、債務保証事業を

含む当該業務の実施部署であったソフトウェア開発事業部を廃止（平成 22 年 9 月 30 日）しまし

た。これに伴い、債務保証に係る債権管理業務については財務部、未踏 IT 人材・発掘育成事業に

ついては IT 人材育成本部産学連携推進センターに移管し、人員を削減した上で、それぞれの業務

を担当するグループを設置しました（平成 22 年 10 月 1 日）。 
 
3）「情報セキュリティ対策業務の実施体制を見直し、予算の効率的な執行、人件費の節減等により

一層のコスト削減努力を行い、重点化する。」との方針及び近年のウイルス、不正アクセス等の脅

威の大部分が脆弱性を悪用した攻撃である現状に鑑み、ウイルス・不正アクセス対策業務と脆弱

性対策業務を実施していたそれぞれのグループを統合することとしました（平成 23 年 4 月 1 日）。

これらの対策の検討を同一の組織で実施することにより、迅速かつ的確な対応の実現を図ります。 
 
4）見直し基本方針を踏まえた業務全般の抜本的な見直しを進める中、真に国民が安全・安心に IT
を利用できる環境を整備するためには、これまで以上に部門横断的・機動的な取組み強化が必要

であることから、従来の技術部門（セキュリティセンター、SEC、OSC）を統括する「技術本部」

設置に向けた準備を進めています。 
 
② 試験実施業務の市場化テストを実施し、3 地方支部（北海道、東北、九州）を廃止 
平成 21 年度に民間競争入札を実施した北海道地区、東北地区、九州地区においては、平成 22 年

度における試験実施業務で特に問題がないことが確認できたため、それぞれ北海道、東北、九州支

部を平成 22 年 12 月で廃止しました。これにより、北海道、東北、九州支部の試験実施業務につい

て、従来の実施コストから 51.4％のコスト削減を実現しました。 
また、既に民間競争入札を実施してきた広島、高松、那覇試験地についても、平成 22 年度の契約

期間満了に伴い、改めて民間競争入札を実施しました。 
残る関東、中部、近畿支部についても、平成 23 年度中に民間競争入札を実施した上で、これら 3

支部を廃止することを決定しました。これにより、全ての支部が廃止されることになります。 
 

＜｢技術本部｣ 設置による一体的・機動的な業務実施体制の構築＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜民間競争入札の実施状況とコスト削減実績＞ 

民間競争入札

実施年度 
対 象 試 験 地 

従来実施コストから 

削減率 
担当支部 支部廃止時期 

平成19年度 
高松 

那覇 
39.2％ 

四国支部 

沖縄支部 
平成19年12月 

平成20年度 広島 48.1％ 中国支部 平成21年6月 

平成22年度 

札幌 

仙台 

福岡 

51.4％ 

北海道支部 

東北支部 

九州支部 

平成22年12月 

大阪、滋賀、京都、 

奈良、神戸、和歌山 
－ 近畿支部 

名古屋 － 中部支部 平成23年度 

東京、埼玉、千葉、柏、八王

子、横浜・川崎、藤沢、厚木
－ 関東支部 

平成23年度中 

＜中期計画の達成状況＞ 
一連の独立行政法人改革等に対応し、真に効果的・効率的な組織体制の整備を進めました。 
具体的には、市場化テストを活用し、平成 22 年度は北海道、東北、九州の 3 地方支部を廃止する

一方、安定的な試験実施を維持するための管理等を行う「地域統括室」を新設しました。また、ソフ

トウェア開発支援業務の終了に伴い、当該業務の実施組織を廃止しました。さらに、セキュリティセ

ンターにおいては、より迅速かつ的確な対応の実現を目指し、ウイルス・不正アクセス対策業務と脆

弱性対策業務の実施体制の一体化を図ることとしました。 
上記に加え、特に今後 IPA が注力していく分野においては、これまで以上の部門横断的・機動的な

取組み強化が必要不可欠であることから、従来の技術部門（セキュリティセンター、SEC、OSC）

を統括する「技術本部」設置に向けた準備を進めています。 
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＜中期計画＞ 3. 戦略的な情報発信の推進 

ソフトウェアに関するプロフェッショナル集団として、IT の最新動向や国際標準化動向などの情

報を国内外から収集し、積極的に発信するとともに、IPA の社会的使命や事業成果の有用性を広範に

認知させるため、最も効果的な広報手法を検討しつつ戦略的、多角的に広報活動を進めます。 

 
 
 
 
 
平成 22 年度の主な実績 
① 新たなメディアを活用した積極的な広報活動を展開 

情報を収集するためのツールとして、ブログや動画共有サイト等の利用が拡大していることを受

け、IPA でもこれらのメディアを活用した情報発信を開始しました。 
楽天のサイトに「IPA 情報セキュリティブログ」を開設し、スマートフォンにも感染するウイルス

情報や東日本大震災に便乗した詐欺目的のメールへの注意喚起などの最新情報をタイムリーに発信

しました。 
また、YouTube 上に「IPA Channel」を開設し、IPA 主催セミナー・講演等を始めとする合計 21

本の動画を公開しています。特に、デモ等を多用して被害内容や対策方法を説明した情報セキュリ

ティ注意喚起動画は好評を博しており、今後もコンテンツの充実を図っていきます。 
さらに、理事長を議長とする「広報会議」を毎月開催し、情報発信の内容に応じた適切な手法（説

明会開催、プレスリリース、ウェブ公開等）の検討や前月までの活動の評価等を行っています。平

成 22 年度の TV、新聞、雑誌等のメディア掲載件数は前年度比 54.0％増の 1,354 件（事業仕分け関

連等その他を除いた場合：1,218 件、前年度比 48.5％増）となるなど、IPA 事業成果のメディアへの

露出は飛躍的に増加しています。 
 
② 「くらしと経済の基盤としての IT」に着目した研究会を発足（シンクタンク機能の充実） 
クラウドコンピューティングを始めとする「これまでとは質的に異なる技術」の台頭により、IT

は、単なる便利な道具というだけでなく、身の回りの生活や経済活動そのものと密接に関係し、相

互に影響を与えながら変化・発展を続けています。平成 21 年度は、ユーザ視点からのクラウド環境

での課題等に着目した検討を実施しましたが、平成 22 年度は、この視点をさらに発展させ、「一体

的につながった IT」、「くらしと経済の基盤としての IT」の満たすべき信頼性、セキュリティ等の技

術的課題や国民との合意形成を前提とした利便性とリスク、コストの最適なバランスのあり方等の

検討を行うための研究会（「くらしと経済の基盤しての IT を考える研究会」）を発足しました（年度

内 3 回開催）。 
 本研究会では、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災の復興支援を含め、災害発生時における IT
の果たすべき役割の視点も加えた検討も行っており、IPA として実施可能なものから適時実行に移す

とともに、最終的な検討結果を取りまとめた報告書を平成 23 年度末に取りまとめる予定です。 
 
 

 
＜テレビ・ラジオ放送及び記事掲載一覧＞ 

情報ｾｷｭﾘﾃｨ ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ IT 人材育成 ｵｰﾌﾟﾝｿﾌﾄｳｪｱ その他 合計 事業名

媒体 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度

テレビ・ラジオ 9 11 0 0 1 0 0 0 0 5 10 16

新聞 99 112 32 34 57 97 19 21 40 95 247 359

雑誌 32 42 13 14 22 27 3 11 2 6 72 100

インターネット

ニュース 
421 686 11 17 42 100 59 46 17 30 550 879

合計 561 851 56 65 122 224 81 78 59 136 879 1,354

 
 

＜｢くらしと経済の基盤としての IT｣ の持つ意味＞ 

 

＜中期計画の達成状況＞ 
一般国民の利用する情報収集ツールの変化に対応し、ブログや動画共有サイトの活用を開始すると

ともに、スマートフォンの普及や東日本大震災の発生等の社会的事象に機敏に対応した情報発信を行

いました。理事長を議長とする「広報会議」を通じた情報発信の質の向上の効果も上がり、平成 22
年度における IPA 事業成果のメディアへの露出は飛躍的に増加しています。 

また、国民にとっての IT のシンクタンク機能を充実させるべく、「国民生活や経済活動の基盤とし

ての IT」に着目した研究会を発足させました。今後、本研究会の検討結果を各事業に反映させてい

くことにより、「国民のための IPA」として、安心・安全な IT 利用に貢献していきます。 
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＜中期計画＞4.業務・システムの最適化、5.業務経費等の効率化、6.総人件費改革への取組み

平成 19 年度に策定した「業務・システム最適化計画」に基づき、組織が健全かつ有効・効率的に

運営されるよう、内部統制の充実を視野に入れつつ、主要業務の最適化・効率化を図ります。 
業務経費の効率化については、運営費交付金を充当して実施する業務については、一般管理費21、

業務経費22とも毎年度平均で 3％以上の効率化を行います。 
人件費についても行政改革の要請を受け、平成 17 年度の人件費実績を基準として、平成 23 年度

までに 6％の人件費を削減するための取組みや、給与水準適正化のための取組みを行います。 

 
 
平成 22 年度の主な実績 
①「業務・システム最適化計画」を着実に推進 
「業務・システム最適化計画」に基づき、情報処理技術者試験業務及び財務関連業務の最適化に取

り組んでいます。 
情報処理技術者試験業務については、平成 20 年度に再構築した試験システムの安定的運用を図る

とともに、IT パスポート試験の CBT 化に向けたシステム開発も順調に進み、当初予定より早い平成

23 年 11 月からの実施を正式に決定するなど、着実に進展しています。 
また、同じく同計画を定めている財務関連業務についても、平成 21 年度及び平成 22 年度に実施

した旅費規程の改正に伴う運用規程等の見直しや普及啓発事業の有料化に関する各種マニュアル類

の整備等を行うなど、内部統制の充実を図りました。 
 
② 適切な受益者負担の観点から、成果普及業務の民間移管や有料化対象範囲を拡大 
「見直し基本方針」で指摘された適切な受益者負担の観点も踏まえ、平成 21 年度から取り組んで

いる成果普及業務の民間移管や成果物等の有料化をさらに進めました。具体的には、従来、会場の

確保、集客及び当日の講師など、関連する全ての業務を IPA で直接実施していたセミナーについて、

民間や地域団体等の主催や共催による実施方式への移行を進めるとともに、トレーナーズトレーニ

ングやそのための教材整備等にも取り組みました。さらに、順次、セミナーの有料化の導入を開始

するなど、総合的なコスト削減やリソースの節約に努めました。 
 
③ 総人件費改革における目標値を大きく上回る人件費削減を実現 

適正な人事管理（「増員」に対する慎重な検討等）や定年前退職者の補填について若返りを図ると

ともに、超過勤務労働に対する注意喚起の徹底や非常勤職員・外部有識者の有効活用など、人件費

抑制に向けた努力を継続しています。その結果、平成 22 年度においては、基準年度である平成 17
年度と比較して 12.1％の削減が見込まれ、目標値（平成 23 年度までに基準年度比 6％の削減）を大

きく上回っています。 
また、IPA の給与水準については、勤務地や職員の年齢・学歴等を勘案した上で国家公務員と比較

したラスパイレス指数は 95.7（総務省算出）となっており、適正な比較条件下では国家公務員より

低いことが検証されました。 

                                                  
21 人事院勧告を踏まえた給与改定分、退職手当を除く。 
22 新規に追加されるもの、拡充分を除く。 

 
 

＜成果物等に有料化に伴う自己収入の推移＞      （単位：円） 
項目 平成 21 年度 平成 22 年度 増減 備考 

書籍等販売（印税含む） 4,201,923 6,781,357 2,579,434  

セミナー参加費 0 821,000 821,000 ・平成 22 年度新規実施 

合  計 4,201,923 7,602,357 3,400,434  

 
 
 

＜人件費削減率の推移＞           （単位：百万円） 
年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

人件費 1,757 1,709 1,660 1,599 1,553 1,545 

削減率 － ▲2.7％ ▲5.5％ ▲9.0％ ▲11.6％ ▲12.1％ 

 
 
 

＜事務・技術職員のラスパイレス指数 (平成 22 年度) ＞ 
国の給与水準を 100 としたときの指数 

対国家公務員（事務・技術職員） 113.9 

地域勘案 99.2 
学歴勘案 110.2 

地域・学歴勘案 95.7 

（平成 23 年 6 月 9 日 総務省 法人給与等実態調査（人事院協力）の集計結果） 

＜中期計画の達成状況＞ 
「業務・システム最適化計画」（情報処理技術者試験業務、財務関連業務）については、IT パスポ

ート試験の CBT システム開発が順調に進み、平成 23 年 11 月からの実施が正式に決定するなど、そ

の実現に向け着実に進展しています。今後とも、業務マニュアル類の整備等を通じ、内部統制の強化

及びさらなる効率化に努めます。 
業務経費、一般管理費の効率化については、前年度から 3％以上予算を削減するとともに、外部リ

ソースの有効活用や普及業務の有料化による自己収入の増加等にも取り組んでいます。 
特に人件費は、12.1％の削減が見込まれ、中期計画で掲げた目標を現時点で大幅に上回っています。

給与水準についても、年齢・地域・学歴を勘案した対国家公務員指数が 100 未満となっており、適

正であることが検証されています。 
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＜中期計画＞ 7. 調達の適正化 

「随意契約等見直し計画」を着実に実施し、やむを得ない案件を除き、原則一般競争入札への移行

を進め、適切な契約形態の選択等を通じた業務運営の効率化を図ります。 
また、一般競争入札等でも競争性及び透明性を確保する方法により実施するとともに、契約の適正

化に向けた取組み状況を IPA のウェブサイトにおいて公表します。 
さらに、入札・契約の適正な実施のため、監事監査等を活用します。 

 
平成 22 年度の主な実績 

① より競争性、透明性の高い契約方式への移行に向けた取組みを徹底 
平成 21 年度に引き続き、平成 20 年度の契約実績を基に新たに作成した「随意契約等見直し計画」

（平成 22 年 4 月公表）や自律的な行政支出の見直しに取り組むための「行政支出見直し計画」（平成

21 年 6 月公表）の着実な実施に向けた取組みを推進しました。 
契約事務手続きに係るマニュアルを整備し全職員に周知するとともに、説明会を開催するなど、

契約事務の適正化に対する職員の意識の向上に努めました。 
また、契約方式や入札仕様書・公募要領等については、「より競争性の高い契約方式に移行できな

いか、競争性を阻害する条件が付されていないか。」という観点から、財務部内に配置した契約担当

者による事前確認に加え、監事も出席する理事会にて審議を行っています。さらに、総合評価落札

方式及び企画競争の審査にあたっては、第三者を審査員として参画させるとともに、監事及び外部

有識者により構成される「契約監視委員会」による契約の点検・見直しを行うなど、十分なガバナ

ンス体制を整備しています。 
こうした取組みを徹底したことにより、随意契約は真にやむを得ない案件のみになっており、ま

た、一般競争入札への移行や一者応札・一者応募の改善も図られました。特に随意契約については、

件数、金額ともに、目標値及び平成 21 年度実績を超える削減を達成しており、平成 23 年 4 月に開

催された契約監視委員会においても、「IPA は、他の独立行政法人と比べても見直しが進んでいる。」

との評価を受けました。なお、全体の契約に占める随意契約の割合（件数、金額）が目標値及び平

成 21 年度実績を超えていますが、これは情報処理技術者試験実施業務の民間移管、未踏 IT 人材育

成・発掘事業公募回数の削減に加え、複数年度契約における契約年度の関係や通常年度末に契約を

締結する案件が東日本大震災の影響により翌年度に繰り越さるなどの各種要因により、分母となる

全体の契約件数、金額が目標値及び平成 21年度と比較して大幅に減少したことに起因するものです。 
 
② 契約情報等を公表し、透明性を確保 
「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日付財計第 2017 号）財務大臣通達」に基づき、

契約に係る情報を IPA のウェブサイトで毎月公表しています。さらに、「行政支出見直し計画」で定

めた公益法人との契約及び広報経費、調査費の支出状況等についても、四半期ごとに公表しており、

透明性の確保に努めています。 
 

 
 

＜平成 22 年度の契約状況＞           （単位：件、千円） 
随意契約等見直し 

計画目標値 
平成 21 年度 平成 22 年度  

件数 金額 件数 金額 平均落札率 件数 金額 平均落札率 

17.8％ 38.1％ 22.6％ 63.5％  44.4％ 63.3％
一般競争入札 

80 2,233,550 103 3,979,472 74.9％ 114 1,672,294 67.9％

77.1％ 51.5％ 72.8％ 27.8％ 47.9％ 16.1％

一
般
競
争
入
札

等 

企画競争・公募
346 3,019,565 332 1,742,664 123 425,024

5.1％ 10.4％ 4.6％ 8.8％ 7.8％ 20.6％
競争性のない随意契約 

23 611,800 21 549,005 20 544,318

100.0% 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
合  計 

449 5,864,915 456 6,271,141 

 

257 2,641,636

＜随意契約によらざるを得ない契約の内訳＞       （単位：件、千円） 
業務内容及び理由・必要性 件数 金額 

1. 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が特定される 
事務所の賃貸借契約（付随する契約を含む）（事務所賃借料、清掃料等） 

8 481,098 

2. 国外の研究機関等から技術供与等を受けるもの 1 9,492 
3. 主催者及び会場等が特定された出展等に係るもの 4 33,384 
4. 特定の情報について当該情報を提供することが可能な者からの情報提供（日経テレコン、ELNET） 2 3,411 
5. 法令の規定により明確に相手が特定されるもの（官報広告） 1 3,329 
6. その他相手が特定されるもの（顧問弁護士、機器・ソフトウェア等再リース） 3 4,264 
7. 天災地変により緊急を要するもの（特別情報処理技術者試験実施通知文書送付業務） 1 9,341 

合  計 20 544,318 

＜一者応札・応募の件数・金額＞          （単位：件、千円） 
一般競争入札 企画競争 公募（事前確認公募） 合計 応札 

(応募) 者 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 
件数 92 103 133 37 0 0 225 140二者 

以上 金額 3,836,017 1,369,470 1,047,540 108,253 0 0 4,883,557 1,477,723
件数 11 11 5 1 194 85 210 97

一者 
金額 143,455 302,824 119,524 19,950 575,600 296,821 838,579 619,594

件数 103 114 138 38 194 85 435 237
合計 

金額 3,979,472 1,672,294 1,167,064 128,203 575,600 296,821 5,722,136 2,097,317

件数 10.7％ 9.6％ 3.6％ 2.6％ 100.0％ 100.0％ 48.3％ 40.9％一者の 
割合 金額 3.6％ 18.1％ 10.2％ 15.6％ 100.0％ 100.0％ 14.7％ 29.5％

 

（注 1）金額、割合は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注 2）公募（事前確認公募）とは、契約を予定している相手以外に要件を満たす者がいないかを確認するために行われる手続 

きである。公募の結果、他に要件を満たす者が現れた場合は、一般競争入札又は企画競争の手続きに移行するため、公募 

における一者の割合は必ず 100％になる。 

＜中期計画の達成状況＞ 
理事長、監事に加え、外部有識者等も含めたガバナンス体制により、契約の競争性、透明性確保に

向けた取組みを徹底しました。随意契約は真にやむを得ない案件のみとなっており、一般競争入札へ

の移行や一者応札・一者応募の改善も着実に進展しています。こうした取組みや見直し状況について

は、契約監視委員会においても、「他の独法と比べても見直しが進んでいる。」との評価を得ています。 
今後とも入札・契約の適正化に向けた努力を継続し、業務運営の効率化を目指します。 

22


	【.説明資料】0.表紙・目次
	【説明資料】1.情報セキュリティ対策
	【説明資料】2.ソフトウェアエンジニアリング
	【説明資料】3.IT人材育成
	【説明資料】4-1.オープンソフトウェア
	【説明資料】4-2.債務保証
	【説明資料】5.業務運営の効率化110610



