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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～ 

 

平成 23 年度の主な実績 
① J-CSIP1によるサイバー攻撃関連の情報共有スキームの立ち上げ 

多発する国内の重要インフラ機器製造業者などへの標的型サイバー攻撃を踏まえ、平成 23 年 10
月に経済産業大臣主導の下、情報セキュリティ対策として、標的型サイバー攻撃情報共有の枠組みで

ある J-CSIP が発足しました。J-CSIP は、国内の防衛産業企業など 9 社が参画しており、IPA は情報

ハブ（集約点）として、わが国重要産業の情報セキュリティを強化させる機能を担い、「標的型サイ

バー攻撃の特別相談窓口」を設置するなど、速やかな暫定運用を実施することにより被害の防止に努

めました。さらに、秘密保持契約を平成 23 年度内に締結し、情報共有の本格運用を開始しました。 
 

② 新たなる脅威への対策を検討し、利用者に必要な情報を積極的に提供 
新しいタイプの攻撃 2に対応するため、IPAが主催する「脅威と対策研究会」にて対策を検討し、「『新

しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド」としてまとめ、ウェブサイトで公開しました

（平成 23 年 8 月）。本ガイドでは、標的型攻撃メールの有効な対策として、情報システムの出口対策

の重要性に初めて言及するとともに、解説用の動画をYouTubeの「IPA Channel」で公開するなど、

利用者の立場に立った分かりやすい情報の発信に努めました。 
平成 22 年度に引き続き「IPA テクニカルウォッチ」を随時発行しました。「『スマートフォンへの

脅威と対策』に関するレポート」（平成 23 年 6 月公開）では、国内で販売されていた Android スマー

トフォン端末 14 機種を対象として脆弱性対策状況を独自に検査し、スマートフォンの利用に潜む脅

威を他の機関に先駆けて指摘しました。多くのメディアに取り上げられたことにより広く国民に周知

することにつながりました。また、「『標的型攻撃メールの分析』に関するレポート」（平成 23 年 10
月公開）では、国内における標的型サイバー攻撃に関する統計情報が乏しい中で、IPA が過去 3 年間

に収集した 75 件の攻撃メール検体の分析結果を公表しました。公的機関や民間企業から啓発資料と

しての利用申し込みが多数寄せられ、大きな反響を呼びました。 
加えて、「スマートフォンのセキュリティ<危険回避>対策のしおり」（平成 23 年 10 月公開）、「初

めての情報セキュリティ対策のしおり」及び「標的型攻撃メール<危険回避>対策のしおり」（平成 24
年 1 月公開）の PDF 版をウェブサイトで公開したところ、平成 24 年 3 月末時点のダウンロード件数

が計 291,288 件に達し、多くの国民に活用されるとともに、高い評価を得ています。 
 
 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

深刻化する標的型サイバー攻撃を踏まえて、国内の重要インフラ機器製造業者間での情報共有スキ

ーム J-CSIP への参画に加え、標的型サイバー攻撃に関する対策のしおりやテクニカルウォッチを公

開し、被害の拡大防止に努めました。J-CSIP では、参加企業の情報ハブとなり、わが国重要産業の

セキュリティを強化させる機能を担いました。 
一方で、利用者が急増し新たな攻撃の対象となっているスマートフォンについても、対策のしおり

やテクニカルウォッチを公開することで、広く国民に対して対策の普及・啓発を行いました。 
また、今後攻撃の対象となり得る制御系システムに関しては、国内外の標準化や評価・認証の調査

を行い、標準化活動及び国内における評価・認証スキームの検討を実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
1 J-CSIP：Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan。 
2 新しいタイプの攻撃：ソフトウェアの脆弱（ぜいじゃく）性を悪用し、複数の既存攻撃を組み合わせ、ソーシャルエンジニアリングにより

特定企業や公的機関をねらい、対応が難しく執拗（しつよう）なサイバー攻撃を、IPA では「新しいタイプの攻撃」と呼称。 

＜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、悪意あるサイトなどの情報を積極的に収集・分

析し、広く国民に対し、傾向や対策など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、対策の提示などを実施します。 
さらに、重要インフラ分野など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、啓発などを行います。 

＜J-CSIP による情報共有スキーム＞ 
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③ 脆弱性対策のさらなる推進のため、新規ツールの開発及び既存ツールの機能強化を実施 
IPAから発信する「緊急対策情報」及び「注意喚起」をより一層周知するため、注意喚起情報を

リアルタイムに配信する「サイバーセキュリティ注意喚起サービス『icat3』（アイキャット）」を公

開しました（平成 23 年 11 月）。本サービスは政府機関及び民間企業など、89 組織のウェブサイト

で利用されています（平成 24 年 3 月末時点）。 
さらに、現在公開している脆弱性対策情報データベース｢JVN iPedia｣及び｢MyJVNバージョンチ

ェッカ｣の機能強化を行いました。「JVN iPedia」については、NVD4に登録されている脆弱性関連

データ約 20,000 件の翻訳・登録に着手するとともに、NVD公開情報の最新版を日本語で閲覧する

ことを可能としました。また、｢MyJVNバージョンチェッカ｣については、サーバを含めた対応す

るプラットフォームやアプリケーションの種類を拡充させたことにより、月間ダウンロード件数が、

機能強化前後では約 3～4 万件から約 6 万件へと飛躍的に増加しました。 
 

④ 制御系システムの情報セキュリティ対策の推進 
世界的にもまだ確立されていない制御系システムにおけるセキュリティ基準の国際標準化を検討

するため、経済産業省の「制御システムセキュリティ検討タスクフォース」での議論を踏まえ、IPA
は、国際規格に関する標準化活動及び評価・認証スキームを推進するワーキンググループを設置し、

検討に着手しました。ワーキンググループでは、IEC5にて策定中の国際規格IEC62443について、

日本国内の意見を取りまとめるとともに、得られた意見を反映すべくIEC62443策定における国内

委員会であるIEC/TC65/WG10を通して、国際会議に提案するなどの取組みを行っています。 
また、アジア各国における制御システムの脆弱性低減施策と、スマートメータ周辺の制御システ

ムに関わる新技術のセキュリティ状況の把握のため、「制御システムの情報セキュリティ動向に関

する調査」報告書をウェブサイトで公開しました（平成23年5月）。本調査は、アジア各国におけ

る制御系システムの情報セキュリティ対策の取組み状況を把握する貴重な資料として、多方面で活

用されています。 
 

⑤ 脆弱性検証の有効な技術「ファジング 6」普及のための活用手引きを公開 
日本では認知度が低く、普及が進んでいない未知の脆弱性を検出する有効な技術である「ファジ

ング」について、その有効性を実証し普及促進を図るため、ブロードバンドルータ 9 製品を対象に

ファジングを実践したところ、3 製品に合計 6 件の脆弱性が検出され、ファジングの有効性を実証

するとともに、製品開発者に連絡して対策を講じるよう促し、より安全な社会作りに貢献しました。 
この結果を踏まえ、実践過程を通じて得られたノウハウや必要となる知識などを「ファジング活

用の手引き」と「ファジング実践資料」としてまとめ、公開しました（平成 24 年 3 月）。平成 24
年 3 月末時点のダウンロード件数が計 3,865 件に達し、開発者向けメディアで注目を集め、脆弱性

の更なる減少に寄与することが期待されます。 
 

⑥ 不正アクセス禁止法の改正に貢献 

警察庁、総務省及び経済産業省が事務局を務める「不正アクセス防止対策に関する官民意見集約

委員会（官民ボード）」に参画し、不正アクセス禁止法改正の議論に貢献したことに加え、同委員

会傘下の全ワーキンググループに職員を委員として派遣するなど協力し、同委員会で取りまとめら

れた「不正アクセス防止対策に関する行動計画」（平成 23 年 12 月 22 日公表）の策定に大きく貢

献しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 icat：IPA Cyber security Alert Service。 
4 NVD：National Vulnerability Database。 
5 IEC：International Electrotechnical Commission。 
6 ファジング：ソフトウェア製品などに何万種類もの問題を起こしそうなデータ（例：極端に長い文字列）を送り込み、ソフトウェア製品

の動作状態（例：製品が異常終了する）から脆弱性を発見する技術。 

＜サイバーセキュリティ注意喚起サービス icat＞ 

制御システムセキュリティへの取組み ～国際標準の推進検討案～

目標：『国内重要インフラのセキュリティ強化』
『海外への輸出を促進するためのICSセキュリティ認証への対応』

＜我が国国民が、より安心、安全に生活できる環境の構築＞

標準化WG

3. 標準の普及・啓発推進

2. New Work Itemの提案推進

ＩＰＡ標準化WG
国内外マーケットに対応

国際標準化団体
IEC  TC65/WG10

62443
提案 寄書

１. 既存IEC62443への
日本要求の提言、基準反映

IEC TC65/WG10
国内委員会

主査：東京海洋大
佐藤教授

事務局：JEMIMA

制御システム
事業者、システムベンダ、コンポーネントベンダ普及啓発

＜制御系システムにおける国際標準の推進検討案＞ 

脆弱性検出
ツール

(ファジングツール)

検出対象製品

IPA 製品開発者

報告
脆弱性

「ファジング
活用の手引き」

公開

検出対象製品の
製造メーカ

．
．

．

＜「脆弱性検出の普及活動」の概要イメージ＞
＜「脆弱性検出の普及活動」の概要＞ 
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＜セミナーへの講師派遣依頼の対応＞ 

 
平成 23 年度の主な実績 
① トレインチャンネルを利用した情報セキュリティ対策の普及・啓発を推進 

平成 23 年 12 月より、JR 東日本トレインチャンネル及び JR 西日本 WEST ビジョン（計 11 路

線）を利用した情報セキュリティ対策の普及・啓発活動を展開しました。具体的には、月毎に異な

るテーマで情報セキュリティ対策映像を放送し、国民に対する啓発活動のさらなる強化を図りまし

た。 
② 動画コンテンツなどを利用したセキュリティ対策の普及・啓発を推進 

誰もが起こしうる情報漏えいの事象などをドラマ仕立てで映像化した情報セキュリティ啓発用動

画コンテンツを作成するとともに、本動画を含む 8 種類の情報セキュリティ啓発コンテンツを収録

した「情報セキュリティ対策の基礎知識」を DVD 形式にて配布を開始しました（平成 24 年 3 月）。

本 DVD が情報セキュリティ対策の社内研修などに活用されることにより、情報漏えいがもたらす

脅威の認識向上に寄与することが期待できます。また、動画だけでなく、スマートフォンに関する

女性向けミニパンフレットを作成し、配布を開始しました（平成 24 年 5 月）。 
③ 各団体が主催するセミナーへの講師派遣依頼の対応 

日本商工会議所及び各商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、地方自治体、

県警、地域の公的機関及び（独）中小企業基盤整備機構などからの要請を受け、各機関が開催した

情報セキュリティ関連セミナーへ職員を講師として派遣しました。平成 23 年度は、全国 26 都道

府県 89 箇所において開催されたセミナーで講師を務め、年度計画で目標とした 25 箇所を大きく

上回りました。 
④ 報道機関などからの取材依頼への対応 

昨今の標的型サイバー攻撃など、新たなる脅威の出現を受け、平成23年度は、新聞・雑誌・TV・
ラジオ関連で246件（平成22年度159件）、インターネットニュース関連で814件（同686件）の問

い合わせや取材に対応しました。その結果、各種媒体で記事が掲載されたことなどにより、国民へ

の情報提供を充実させることができました。 
⑤ 業界団体向け情報セキュリティ対策説明会の開催 

昨年来の業界団体などを標的としたサイバー攻撃が深刻化したことを受け、経済産業省と連携し、

「業界団体等向け情報セキュリティ対策説明会」を開催しました（平成23年11月）。本説明会には、

約250の団体（会員企業数40,000社以上）が参加したことに加え、参加者の大多数がセキュリティ

関連情報の継続的な提供を希望し、既に登録いただいている方に加えて、新たに約190団体がIPA
から定期的に発信しているメールニュースの配信登録をされるなど、IPAの活動が高く評価されま

した。 
 
主に①～⑤などの普及・啓発を行ったことで、平成23年度におけるIPAセキュリティセンターウ

ェブサイトへのアクセス数が、平成22年度と比較し、2,142万件から3,424万件と約60%増加するな

ど、国民のセキュリティに対する意識の向上に大きく寄与しました。 
 

 
 

＜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など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ツールを整備します。また、広く一般国民にセキュリティ対策を周知するた

め、ポータルサイトなどと連携し、啓発活動を積極的に進めます。 

＜中期計画の達成状況＞ 

情報セキュリティ対策の国民へのさらなる普及・啓発を目的に、トレインチャンネルを利用した広報活

動を実施し、IPA の認知度の向上に大きくつながりました。また、実際に起こりうる情報漏えいのケース

をドラマ化した情報セキュリティ啓発映像を作成し、同映像を含む 8 種類のセキュリティ啓発コンテンツ

をまとめた DVD-ROM の配布を開始しました。 
さらに、年度目標を大幅に上回る、全国 89 箇所の情報セキュリティに関するセミナーに講師を派遣し、

情報セキュリティ対策の普及・啓発に努めました。 

＜スマートフォンに関する女性向けミニパンフレット＞ 

＜トレインチャンネルを利用した普及・啓発＞ 

＜動画コンテンツ 標的型攻撃編＞ 

＜IPA セキュリティセンターウェブサイトへのアクセス数＞ 
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平成 23 年度の主な実績 
① 海外セキュリティ関連組織との協力関係の強化 

独国の研究機関であるFraunhofer/AISEC7 と相互協力協定を締結（平成 24 年 3 月）し、早期警

戒システムとマルウェア解析などの協業に関して検討を開始しました。 
さらに、ベトナムのVNCERT8とも相互協力協定を締結（平成 24 年 3 月）し、新たに、情報セ

キュリティに関する協業について検討を開始しました。今後、情報セキュリティに関する情報交換

や協業について意見交換を重ね、グローバル化するサイバー脅威に連携を図りながら対応していく

ことを確認しました。 
 

② JCMVP9とCMVP10との共同認証の実現 
暗号モジュールの認証制度に関して、JCMVP と CMVP との共同認証が合意に至り、平成 24 年

3月には、初の共同レビューを行い、その結果にもとづく暗号モジュール共同認証が完了しました。

共同認証が実現したことにより、暗号モジュールベンダ及び調達者にとっての本制度の有用性が格

段に向上しました。日本の調達者には、日本のセキュリティ要件を順守した海外の暗号モジュール

が増え、政府調達の選択肢が広がるというメリットがあります。なお、当該暗号モジュールを使用

した製品は、共同認証を取得したことを強みに、既に海外のマーケットに向けて広く販売されてい

ます。 
 

③ 国際標準化活動への積極的な参画 
ISO/IEC JTC1/SC27 が主催する国際会合に参加し、WG2 においてコンビーナ（主査）として議

論を主導して、わが国の技術をベースとした暗号分野における国際規格を 3 件発行させ、わが国発

の国際標準化活動に貢献しました。 
 

④ JIWG11/JHAS12へ参加し、欧州との連携を推進 
欧州 JHAS で議論されている Java Card OS を搭載したスマートカードのセキュリティに対応す

るため、Java Card OS のテストビークル（評価用 IC カード）を開発しました。本テストビークル

は、わが国のスマートカードのより安全な利用に貢献するとともに、欧州 JHAS などの国際コミュ

ニティに対して提供することにより、国際的な貢献を目指します。 
 

⑤コモン・クライテリア（CC）制度の普及・推進 
セキュリティ評価制度の国際的な相互承認の枠組みであるCCRA13の定期会合を加盟国 15 か国

の参加を得て開催しました（平成 24 年 3 月）。この中で日本は、わが国の主要ベンダが多いデジ

タル複合機（MFP14）の分野において、国際的に共通利用可能な政府調達のためのセキュリティ要

件であるプロテクション・プロファイル（PP15）の開発を主導することを表明し、加盟国から賛同

を得ました。今後は、国内外での政府調達に用いる日本発のMFPのPP開発を、MFPベンダや各国

のCC認証機関と協業し進めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

7 Fraunhofer/AISEC（Fraunhofer Research Institution of Applied and Integrated Security）：組込みセキュリティ、ネットワークセキュリテ
ィ、セキュリティテストなどの国際的な調査研究活動を行っている研究機関。 

8 VNCERT（Vietnam Computer Emergency Response Team）：ベトナム情報通信省配下の情報セキュリティインシデントの取扱いや、情
報セキュリティトレーニング、政策立案をサポートする政府機関。 

9 JCMVP（Japan Cryptographic Module Validation Program）：暗号モジュール試験及び認証制度。 
10 CMVP（Cryptographic Module Validation Program）：北米暗号モジュール試験及び認証制度。 
11 JIWG（Joint Interpretation Working Group）：欧州における、スマートカードなどのセキュリティ認証機関からなる技術ワーキンググループ。 
12 JHAS（JIL Hardware-related Attacks Subgroup）：欧州の認証機関、評価機関、スマートカードベンダ、ユーザなどからなる作業部会。 
13 CCRA（Common Criteria Recognition Arrangement）：Common Criteria（情報技術セキュリティを評価するための国際規格）にもとづ

いたセキュリティ評価・認証の相互承認に関する協定。 
14 MFP：Multi Function Peripheral。 
15 PP（Protection Profile）：Common Criteria（情報技術セキュリティを評価するための国際規格）を用いて評価対象製品（TOE）を評価

する際に、その評価対象製品の種別に応じた、実装に依存しないニーズがまとまっているドキュメント（設計書の雛形）。 

＜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 
       （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 

情報セキュリティを脅かす攻撃は国境を越え、国際的な取組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、最新情報の交換や国際標準化活動などを行います。 
情報セキュリティの評価認証制度などを運営するとともに、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＞ 

海外の関係機関と二国間の関係では複数の相互協力協定の締結、共同認証事業の立ち上げを行いました。

多国間の関係では、国際標準化活動に参加し、ワーキンググループのコンビーナ（主査）となってわが国

発の国際規格の発行を主導するとともに、わが国に国際会議を誘致してわが国として望ましい方向に議論

を導くなど、海外の機関と情報交換を行うのみならず、実態面でもわが国の産業に貢献するための活動を

行いました。また、情報セキュリティの評価認証制度などの運営にあたっては、認証対象の拡大や制度の

評価認証プロセスをよりユーザに分かりやすくする取組みを行うなど、制度の利便性向上に努めるととも

に、デジタル複合機の世界共通に活用されるプロテクション・プロファイルの策定に向けた議論にも着手

しました。 

＜JCMVP と CMVP 共同認証の流れ＞ 

＜Java Card OS テストビークル＞ 

＜CCRA 国際会議の開催＞ ＜VNCERTとのMCA締結＞ 



 5 

 

 
平成 23 年度の主な実績 
① 安全な暗号利用に向けた取組み 

CRYPTREC16関連の会議を主催し、平成 24 年度に予定されている電子政府推奨暗号リストの改

定作業を進めるとともに、新たに、SSLサーバの設定状況調査の実施及び暗号の専門家でない方々

を対象とした暗号の管理マニュアルの作成に着手し、安全な暗号利用に向けた取組みを行いました。 
また、平成 23 年度に開催された 10 の国際会議に職員を派遣し、電子政府推奨暗号リスト掲載

暗号及び新規応募暗号の安全性動向や技術開発動向の調査・分析を行うとともに、収集した最新の

危殆化情報について国内に向けて発信しました。 

②「内部者の不正行為」を防止するための取組み 
企業や組織で発生する内部者の不正行為の実態を明らかにし、これを防止する方策を検討するた

め、「内部者の不正行為による情報セキュリティインシデント調査」を実施しました。また、状況

的犯罪防止理論 17を参考とし、内部者の不正行為を防止する極めて実践的かつ効果的な 25 の技法

を、IPAテクニカルウォッチにて公表しました（平成 24 年 3 月）。平成 24 年度は、本調査結果を

もとに、内部者の不正行為を防止するためのガイドラインを策定する予定です。 

③「情報セキュリティ白書 2011」の発行 
平成 22 年度に発生した情報セキュリティに関する出来事や状況をまとめた「情報セキュリティ

白書 2011」を発行（平成 23 年 6 月）し、国民各層に対するさらなる普及・啓発活動を実施しま

した。本白書は、オンライン書店（Amazon.com）の「セキュリティ管理」、「ネット社会」の各

分野で 2 年連続 1 位にランキングされるなど、情報セキュリティの現状を把握するための貴重な

資料として高い評価を得ています。 

④ 不足する情報セキュリティ人材の育成に関する取組み 
経済産業省の「サイバーセキュリティと経済研究会」で、情報セキュリティ人材の育成が新たな

政策の3つの柱のうちの1つと位置付けられ、「情報セキュリティ人材の需給ギャップを明確にする

取組」及び「セキュリティのキャリアパスモデルの作成」について2～3年以内に着手すべき事項と

位置付けられたことを踏まえ、「情報セキュリティ人材の育成に関する基礎調査」を実施して需給

ギャップを明確にし、キャリアパスモデルの策定などを行うとともに、「情報セキュリティ人材育

成検討委員会」を設置して人材育成の課題と対策を議論しました。 
本委員会の議論の結果を踏まえ、平成24年度に経済産業省で情報セキュリティ人材育成に関す

る事業が実施されることになったほか、NISC18の「普及啓発・人材育成専門委員会」（委員長：

林 紘一郎 前情報セキュリティ大学院大学学長）でも、今後実施すべき施策として、「独立行政

法人情報処理推進機構が策定した情報セキュリティ人材のキャリアパス・モデルの普及に努める」

とされるなど、本事業の成果を踏まえた政府の取組みが平成24年度以降に展開していくこととな

っています。 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

安全な暗号の利用を推進するため、最新の情報をグローバルに収集し、国内に発信するとともに、

近年その脅威の高まりが指摘されている内部者の不正行為について実態を明らかにし、防止策を取り

まとめて公表しました。 

また、情報セキュリティ人材の育成に関しては、各種の調査や有識者による議論を行いました。単

に調査分析を行ったのみならず、その成果を踏まえた政府の事業が、平成 24 年度に実施されることに

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 CRYPTREC（Cryptography Research and Evaluation Committees）：電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号技術の適

切な実装法・運用法を調査検討するプロジェクト。 
17 状況的犯罪防止理論：犯罪原因を環境的要因におき、その制御によって犯罪を防止しようとする環境犯罪学の理論（クラークら

が 2003 年に 25 の技法を発表した）。 
18 NISC（National Information Security Center）：内閣官房情報セキュリティセンター。 

＜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 

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。 
また、社会的な要請に応じたセキュリティに関する調査・分析を行います。 

＜次期電子政府推奨暗号リストの体系（平成 23 年度末～）＞ ＜状況的犯罪防止理論＞ 

＜情報セキュリティ人材育成マップ＞ ＜情報セキュリティ白書 2011＞ 
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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 23 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）」の規程類を整備 
 経済産業省産業構造審議会（情報経済分科会情報サービス・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第三者によって裏付けされた品質説明

が求められており、今後、日本のシステム輸出の拡大を図っていく上でも、その安全性・信頼性を第

三者の裏付けを持って説明するための、国際的な相互運用性を持った検証制度の構築が期待されてい

ます。 
 こうした背景の下、平成 22 年度に制度構築に向けた検討を開始し、「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。 
 平成 23 年度は、平成 22 年度の活動を報告書としてまとめ、パブリックコメントを反映した報告書

を公開しました（平成 23 年 9 月）。さらに、監査の枠組みを詳細化するとともに、監査基準、審査基

準策定指針及び認定基準などの規程類（原案）を作成しました。 
 また、平成 24 年 3 月に採択した 12 件の制度構築に向けての模擬実験を実施し、平成 25 年度から

の制度運用開始を目指します。 

 

② 情報系の実稼働システムの外部設計書に形式手法 19を適用 
 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。平成 23 年度は、（株）東京証券取引所（以下、「東証」という。）の協力に

より、実際に開発され運用されている情報システム（様々な書類の授受を行うシステム）の外部設計

書を題材として、設計書の検査に形式手法を適用する実験を実施し、その結果を取りまとめ、「情報

系の実稼働システムを対象とした形式手法適用実験報告書」を公開しました（平成 24 年 4 月）。 
 実験の結果、東証が「設計書の修正が必要」と評価した指摘事項を 22 件検出しました。22 件のう

ち 13 件の指摘事項は、実際の開発で外部設計より後の工程で発見されていたものでした。また、他

の 9 件は、実際の開発時は全員が認識していた内部ルールやノウハウなどであり、設計書に明記され

ていなくても開発に支障がないものでしたが、オフショア開発や複数社間での開発など、暗黙のルー

ルが通用しない状況においては設計書の修正が必要かつ重要な指摘事項でした。この結果から、外部

設計書の検査に形式手法を適用することにより、修正が必要な問題の早期発見が可能となる効果を確

認できました。東証からは「品質を向上させる方策の一つとして、形式手法を採用することは十分可

能」との高い評価をいただきました。 
 
 

                                            
19 形式手法：開発工程において曖昧性を排除し網羅性を向上させるための手法のひとつ。計算機科学における数学を基盤としたソフト

ウェア及びハードウェアシステムの仕様記述、開発、検証の技術。 

 

 
＜ソフトウェア品質監査制度（仮称）の枠組み＞ 

利用者【国民】
（第二者）

事業者
（第一者）

監査機関
（第三者）

【国民生活の安全・安心】

第三者である監査機関の意見を参考に製品・サービスを安心して利用できる

品質説明
記述書

監査
結果

設計書など

…監査基準
審査基準
策定指針

認定基準

ＩＰＡ成果
 

＜形式手法適用実験と早期発見効果＞ 

 

＜中期計画の達成状況＞ 
 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）」の制度運用開

始に向け、監査フレームワークを詳細化するとともに、規程類を整備しました。 
 また、ソフトウェアの高信頼性を実現する手法として重要視されている形式手法を実際の情報シ

ステムの外部設計に適用することにより、22 件の有効な指摘事項を摘出し、問題の早期発見が可能

となる形式手法の有効性を確認しました。 
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③ 国際標準に準拠したプロセス評価・改善を推進 
 日本企業のグローバル化に伴いソフトウェアの開発・運用プロセスの国際標準化への対応が強く求

められています。特に、近年のアジアの新興国や BRICs などのニーズも反映した、小規模ソフトウェ

ア開発組織向けのプロセス規格（ISO/IEC29110）が 2011 年に制定されたことを受けて、IPA では中

小企業向けの自律的プロセス改善手法の拡充及びその国際標準化への取組みを強化しています。 
 具体的には、中小企業や小規模組織におけるソフトウェア開発のプロセス改善を目的として平成 22
年度に作成した「SPINACH20自律改善メソッド」のワークシートとその利用ガイドについて、改善活

動に役立つヒントなどを盛り込んで公開しました（平成 23 年 7 月）。さらに、模擬実験により、CMMI
のようなトップダウンではなく、ボトムアップで現場の技術者が気付いた問題を可視化・整理でき自

発的にプロセス改善活動を進めることができるという、「SPINA3CH21自律改善メソッド」の有効性を

確認しました。また、改善のヒントなどの情報が充実されることにより一層有効となります。 
 さらに、日本発のプロセス改善手法の国際標準化を目指し、国外現地法人などにおいても IPA 成果

を活用できるようにするため、「SPINA3CH 自律改善メソッド」の利用ガイドブックの英訳版を公開

（平成 24 年 3 月）したことに加え、国際標準化会議でその紹介プレゼンテーションを実施しました。 
 
④ 高い回復力（レジリエンス）を持つ情報システムの構築について検討 
 東日本大震災以降、事業継続計画（BCP）や IT サービス継続に対する認知度が高まっているものの、

中小企業を中心に、具体的な対策には未だ着手していない企業が少なくないのが現状です。 
 そこで、企業や地方公共団体などにおけるITサービスの継続のため、高い回復力（レジリエンス）

を持つ情報システムの構築について検討しました。その結果、主に経営層に向けたシステム構築の考

え方と方法を平易に解説した「高回復力システム基盤導入ガイド（概要編）」の作成及びシステム部

門に向けた、非機能要求グレード 22を活用したシステム構築計画策定の具体的な手順を取りまとめた

「高回復力システム基盤導入ガイド（計画編）」の作成を行い、公開しました（平成 24 年 5 月）。本

ガイドでは、高回復力システム基盤に求められる目標復旧時間などに応じて分類された 4 つの典型パ

ターン（モデルシステム）を用いて、より簡易に高回復力システム基盤を導入するための手順や実践

的な手法を説明しています。 
 また、高回復力システム基盤を実現するための対策や構築の際のポイントなどを具体的に解説する

ため、東日本大震災による被災事例も含めた事例調査を開始しました。 

                                            
20 SPINACH(Software Process Improvement aNd Assessment for CHallenge)：（社）情報サービス産業協会（JISA）が 2004 年にプロセス

改善を行うために“あるべき姿”をモデル化したもの。JISA の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。 
21 SPINA3CH(Software Process Improvement with Navigation, Awareness, Analysis and Autonomy for Challenge)：（社）情報サービス産

業協会（JISA）が 2004 年にプロセス改善を行うために“あるべき姿”をモデル化したもの。Software Process Improvement aNd 

Assessment for CHallenge の略称。IPA が公開した「SPINA3CH 自律改善メソッド」ではその内容に合わせるため SPINACH の解釈を

Software Process Improvement with Navigation, Awareness, Analysis and Autonomy for CHallenge と変えている。 
22 非機能要求グレード：発注者と受注者との間で確認が必要だが、詳細な項目を同時に確認することが難しい非機能要求を、重要な

項目から順に扱えるように段階的に詳細化しながら要求の確認を行うためのツール群。 

 
＜「プロセス評価・改善」に関わる規格化の変遷と対応する IPA の取組み＞ 

▲ 2008年：システム・ライフサイクルプロセス規格

▲ 2003年：システム・ライフサイクルプロセス規格

▲CMMI ver1.2

■翻訳

■翻訳

●共通フレーム2007

●SPEAK-IPA

●SPINA3CH
自律改善メソッド

提案中

▲CMMI ver1.3▲CMMI ver1.1

▲ 2003年：プロセス評価規格 ▲ 2008年：ソフトウェア・ライフサイクルプロセス規格

▲ 2011年：小規模ソフトウェア開発
組織向けプロセス規格国際標準化

ＩＰＡ

2000年 2005年 2010年

国内状況
を反映

トップダウン

ボトムアップ

一般向け

2011年

小規模
組織向け

 
CMMI: 能力成熟度モデル統合 
SPEAK -IPA(Software Process Evaluation & Assessment Kit IPA)：ソフトウェアプロセスの供給者能力判定及びアセスメントキット－IPA
版。アセスメントモデルの国際規格（ISO/IEC15504）に準拠したアセスメントモデルとアセスメント手法。標準モデルと軽量モデルが組み
込まれており、使い分けができる。 

＜「高回復力システム基盤導入ガイド」の全体構成＞ 

凡例
高回復力システム基盤の

導入ステップ

高回復力
システム
基盤

導入ガイド
（概要編）

平成24年
5月公開

高回復力
システム
基盤

導入ガイド
（計画編）

平成24年
5月公開

1. 検討対象の選定

2. “モデル”システム
の選定

3. 対策（システム
要件）の選定

4. 導入計画の策定

情報システムの
導入計画

経営者が判断する
（情報システム部門は支援）

経営者中心
に幅広く

情報システム
部門向け

高回復力システ
ム基盤の必要性
や導入方法の
概要を紹介

対策となる高回復
力システム基盤の
要件を決定し、導
入計画を策定する
手順を説明

高回復力
システム
基盤

導入ガイド
（事例編）

平成24年度
公開予定

文献調査やア
ンケート、イン
タビューの結果
から有効な対
策例を紹介

情報システム部門が実施する
（経営者は確認・承認）

 
＜「高回復力システム基盤導入ガイド」における“モデルシステム”＞ 

低 高モデルシステム
要件

業務の重要度

1 2 3 4

業務要件
（選定の
目安）

a 復旧時間
障害時 1～3日 2時間以内 2時間以内 2時間以内

災害時 1～6ヶ月 1～6ヶ月 1～7日 2時間以内

b 投資規模 低 中 高 高

システム
要件

➀
バックアップ
（取得間隔）

○
（月次）

○
（週次）

○
（数回/日）

○
（数回/時）

② 機器などの冗長化 × ○ ○ ○

③ バックアップサイト × × ○
○

(ホットスタンバイ)
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平成 23 年度の主な実績 
① 成果の民間企業・団体への移行を推進 
 IPA 成果の地域・中小企業への展開のため、成果を民間企業・団体に移行することに努めました。 
 
１）工数見積もり手法、ゴール成就への影響・リスク評価の方法論の移行 

 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（IESE23）との共同研究の成果である、

工数見積り手法（CoBRA24）を、CoBRA研究会へ技術移転しました。具体的には、研究会を計 8
回開催し、SECセミナーやソフトウェア開発環境展（SODEC25）などのイベントにCoBRA研究会

のメンバが講師として参加するなど、成果の移行が進んでいます。 
 また、同様に共同研究の成果であるGQM+ストラテジー26についても複数社とパイロット・テス

トを重ね、うち 1 社については、社内的に展開するまでになっています。この経験を踏まえ、より

一層の普及を図るため、新たなケースを開発し、平成 24 年度はワークショップなどを開催するこ

とにより実践事例を増やす予定です。 
 
２）定量的プロジェクト管理ツールの開発・公開 

 中小企業や小規模組織のソフトウェア開発現場では、プロジェクト管理のノウハウを持つ人材の

確保が難しいことや、定量的にプロジェクトを管理するための高価なツールを導入することが難し

いのが現状です。 
 そこで、地域・中小企業におけるソフトウェア開発プロジェクトの定量的管理手法の普及を図る

ため、企業に広く普及している開発管理プラットフォームへの導入が可能な「定量的プロジェクト

管理ツール」の開発を完了し、オープンソースとして公開しました（平成 24 年 4 月）。また、本ツ

ールの早期の普及展開を図るため、MISA27やITA28などへの訪問説明を実施（平成 24年 3月末現在、

3 団体、16 社）したところ、「管理用データ入力などの余分な作業コストをかけることなく進捗度

合い・工数・コストなどの統計データが収集できるため大変有用」との意見が多数出され、高い評

価を得ました。 
 

                                            
23 IESE(Institute for Experimental Software Engineering） 
24 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。 
25 SODEC(Software Development Expo & Conference) 
26 GQM+ストラテジー(Goal Question Metric ＋ Strategies)：組織のゴールと結び付けた IT 戦略の実施において、前提とする事実及び

仮定への考察からゴール成就への影響及びリスク評価を行う方法論。IESE が開発。 
27 MISA(Miyagi Information Service Industry Association)：（社）宮城県情報サービス産業協会。 
28 ITA（Information Technology Alliance）：独立系情報サービス会社の各社が相互の事業活性化、競争力アップを図ることを目的に

1995 年発足した任意の団体。 

 

 

＜定量的プロジェクト管理ツールの構成概要＞ 

 
 
 

＜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 IPA 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。 

＜中期計画の達成状況＞ 
 IPA 成果の地域・中小企業への展開のため、成果を民間企業・団体に移行することに努めました。 
独国 IESE との共同研究成果である工数見積り手法（CoBRA）は、CoBRA 研究会のメンバが講師を

勤めるなど、技術移転・移行が進んでいます。 
 定量的プロジェクト管理ツールはオープンソースとして公開し、余分な作業コスト削減に大変有

用という大きな評価も得ています。 「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］（ESCR）」のトレーナー養成コースを開発し、県立広島大学などでは既に ESCR の教育活

動が始まっています。また ESCR のコーディング作法の準拠をチェックする製品が国内外の企業 5
社で販売されるなど、ビジネスとして成立するほどに普及が進んでいます。 
 ESMG については、JASA と共催でセミナーを実施し、「トレーニングガイドのテーマを対応させ

るとよく理解できました。」など、多くの参加者から評価を得ました。 
 また、適切な受益者負担の観点から、SEC セミナーは平成 22 年度から有料化普及啓発活動の有

料化を促進しており、平成 23 年度は平成 22 年度の約 4.5 倍の収入を計上しました 
 これらの活動により、地域団体などにもソフトウェアエンジニアリング手法の知識・指導のスキ

ルが伝わり、今後は、地域団体と連携した効果的な普及が期待できます。 
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３）組込みシステム開発技術のセミナー講師の人材育成及び普及の拡大 

 成果の地方・中小企業への展開を加速させるため、従来、IPA職員を中心に講師を務めてきた組

込みシステム開発技術リファレンスESxR29シリーズを解説できるセミナー講師の人材育成に着手し

ました。具体的には、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］（ESCR30）

のトレーナー養成コースを開発し、指導要領や教育コンテンツなどの教材を整備しました。トライ

アルを含めトレーナー養成セミナーをJASA31やIEEE共催で計 3 回（参加者 43 名）開催しました。

セミナー受講者のうち、県立広島大学などでは既にESCRの教育活動が始まっており、着実に普及

しています。またESCRのコーディング作法に準拠しているかどうかをチェックするツール製品が

日本電気（株）などを含め国内外の企業 5 社で販売されるなど、ビジネスとして成立するほどに普

及が進んでいます。 
 
４）組込みソフトウェア向けプロジェクト計画立案トレーニングガイドの発行 

 組込みソフトウェア開発において、実態に即したプロジェクト計画書の策定を可能にする「組込

みソフトウェア向けプロジェクト計画立案トレーニングガイド（ESMG32）」を発行（平成 23 年 11
月）しました。本書では、プロジェクト計画立案の過程で思考している状況を客観的に整理して、

その作業過程を分かりやすく解説しました。ESMGは、既に発行している「組込みソフトウェア開

発プロジェクトのためのプロジェクト計画書策定のためのレファレンスブック」（ESMR33）を補完

するガイドであり、プロジェクト計画書の事例を示し具体的にプロジェクト計画作成過程について

トレーニング形式で解説している演習書です。これにより、プロジェクト計画立案に課題をもって

いる開発リーダーや、プロジェクトマネージャを目指す若手のソフトウェア技術者、及び初級・中

級ソフトウェア技術者がよりよいプロジェクト計画書を作成できるようになります。 
 また、JASA と共催でセミナーを実施し、「弊社の計画立案プロセスにトレーニングガイドのテー

マ 1～11 を対応させてみるとよく理解できました。」など、約 8 割の参加者から「大変良かった」

とのアンケート評価を得ました。さらに本書の PDF 版を公開し、約 4,000 件ダウンロードされま

した（平成 24 年 3 月末時点）。 

                                            
29 ESxR（Embedded System development exemplar Reference） 
30 ESCR（Embedded System development Coding Reference） 
31 JASA（Japan Embedded Systems Technology Association）：（社）組込みシステム技術協会。 
32 ESMG(Embedded Systems development Management planning training Guide) 
33 ESMR(Embedded System development Management Reference) 

 
＜トレーナー養成による普及活動形態＞ 

部会

IPA/SEC

企業

講師

知見や事例を収集

策定

ESxR

指導要領教授
教育コンテンツ提供

講師 受講生

講義・演習

講師 受講生

講義・演習

教育機関

地域団体

トレーナー養成

学内授業

地域内教育

講師 受講生

講義・演習

社内教育

・各組織が自主的に随時、セミナー開催可能
・カリキュラム・教材を自組織向けに改編可能

品質改善推進者

管理者、
品質改善推進者

教師

講師派遣＋
教育コンテンツ作成

受講生

 
 

＜組込みソフトウェア向けプロジェクト計画立案トレーニングガイド（ESMG）＞ 

  

 
ESMG の構成 

 

 

 
計画立案手順 
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② SEC セミナー開催と普及啓発活動の有料化を促進 
 地域・中小企業へのソフトウェアエンジニアリング手法の導入を促進するための広報活動を実施し

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」に対応し、適切な受益者負担の観

点から、普及啓発活動の有料化を促進しています。 
 
 地域団体や業界団体と連携し、SEC セミナーを計 63 回開催しました（東京 46 回、地方 17 回、合

計で 4,370 名の参加（前年比：158％））。地方開催の SEC セミナーについては、17 回全てで地域団

体などの主催又は共催により開催し、継続的に地域団体の活動を支援しました。さらに、上記セミナ

ーの他、地域・団体などからの要請に応じた講師派遣についても、計 25 回実施（参加者数 1,529 名）

するなど、きめ細かい支援を行いました。IPA 主催などで開催する SEC セミナーは平成 22 年度から

有料化（参加費 1,000～2,000 円程度）し、平成 23 年度は平成 22 年度の約 4.5 倍の収入を計上しま

した（平成 23 年度：3,680,000 円、平成 22 年度：821,000 円）。 
 また、ソフトウェア開発関連の技術展示会（SODEC、ESEC34、ET-WEST201135及びET201136）

に出展し、併設セミナーとして実際の成果利用者による事例紹介を行うなどの工夫を講じたところ、

アンケートでは、約 8 割の受講者から「IPAのセミナーの内容は実務の参考にしたい」との高い評価

を得ました。加えて、これまでの成果を 1 枚に収録したCD-ROMを配布（総配布枚数：約 8,000 枚）

したことも、受講者の好評を博しました。 
 

                                            
34 ESEC(Embedded Systems Expo & Conference)：組込みシステム開発技術展 
35 ET-WEST2011(Embedded Technology-WEST 2011)：組込み総合技術展 関西 2011 
36 ET2011(Embedded Technology 2011)：組込み総合技術展 2011 

 
＜SEC セミナーの開催実績概要＞ 

 平成 23 年度 平成 22 年度 

開催回数 63 回 47 回 

参加人数 4,370 名 2,767 名 

 東京開催 46 回 28 回 

 参加人数 2,683 名 1,579 名 

 地方開催 17 回 19 回 

 参加人数 1,687 名 1,188 名 

前年比：開催回数 134％、参加者数 158％ 
 

＜有料 SEC セミナー開催実績概要＞ 

 平成 23 年度 平成 22 年度 

開催回数 38 回 8 回 

参加人数 2,115 名 456 名 

参加費合計 3,680,000 円 821,000 円 

前年比：開催回数 475％、参加者数 464％、参加費合計 448％ 
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③ 文字情報基盤の整備：人名漢字に係る基盤の維持と普及 

IPA では、人名漢字を含む多様な文字を国際標準に従った体系に整備した「文字情報基盤一覧表」

及び、一覧表を実際に使用するための「IPAmj 明朝フォント」を無償配布しています。情報システム

の相互運用性が飛躍的に向上し、電子自治体、電子政府のコストダウン及び利便性向上が期待されま

す。 
IPA では、文字の追加や符号化などの文字情報基盤の維持・管理を行うとともに、以下のように実

運用に向けた環境を整備しました。 
1) 内閣官房情報通信技術（IT）担当室、経済産業省及び IPA の 3 者合同で、文字情報基盤推進に

関する基本事項を審議するための「文字情報基盤推進委員会」を設置（平成 23 年 6 月）。 
2) IPAmj 明朝フォント及び文字情報一覧の正式版を公開（平成 23 年 10 月）。 
3) 文字情報基盤について、実際の現場での利活用を促進するために全国各地で説明会を開催（東

京、福岡、仙台、札幌、大阪 計 350 名参加）。 
4) 異体字を含んだ漢字の入力・表示を行うウェブサイトによるプロモーション実証実験の準備を

進め、約 6 万字を体験できるサイトを構築して、平成 24 年 6 月より実験開始。 
5) 地方公共団体など及び企業が共同でコード変換・異体字入力・表示などを行うプロトタイプシ

ステムを用いた実証実験を実施するためのテーマ募集を開始。 
また、札幌市などの地方公共団体が、文字情報基盤を用いてシステムの刷新を開始したことに加え、

国においても以下のような取組みがなされており、文字情報基盤のインフラとしての重要度が増して

います。 
1) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が、「文字情報基盤の活用」が盛り込まれた「電子

行政推進に関する基本方針」を決定（平成 23 年 8 月）。 
2) 総務省が、全国 1300 自治体における固有外字に関する調査事業において、文字情報基盤を基準

として採用し、固有外字 110 万字との照合を実施。IPA も同事業のための運営委員会に参加。 
3) 文部科学省が全国の教育委員会へ向け、学校業務の電子化にあたり文字情報基盤の活用を呼び

かける通達を発信（平成 24 年 3 月）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

電子行政システムの構築においては人名漢字などに係る文字コードの不統一が開発効率の低下、

信頼性低下の大きな原因となっており、本事業はこれを解決するツールを提供するものです。 
平成 23 年 8 月に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が決定した「電子行政推進に関す

る基本方針」には「文字情報基盤の活用」がもりこまれ、IPA が開発したフォントの活用へむけ、

各種の具体的検討が開始されています。 
中期計画では、IPA 成果の活用について各省庁の具体的な取組みまでは想定しておらず、ここま

で進展したことで、当初の計画を大幅に凌駕したものです。 

 
＜公開した正式版 IPAmj 明朝フォントの仕様とダウンロード数の推移＞ 

IPAmj フォント 文字数 60,384 文字(非漢字を含む） 

字体 明朝体 

ファイル

形式 

オープンタイプフォント 

文字情報一覧表 文字数 58,712 文字（非漢字は収録し

ていない） 

基本情報 読み、画数、部首など 

対応付け 戸籍統一文字番号 

住民基本台帳ネットワーク 

システム統一文字コード 

国際標準符号 UCS（ISO/IEC 

10646） 

 
＜プロモーション実験の画面と普及策の全容＞ 
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000 .01

(検証版)

001 .01

(正式版)
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④ Ruby の国際標準化：日本生まれのプログラミング言語として初の国際規格化を達成 

IPA は、Ruby の標準仕様について国際標準化を進めてきましたが、平成 24 年 3 月 31 日に締め切

られた国際規格承認のための最終投票の結果、国際規格 ISO/IEC 30170 として承認されました。 
Ruby は平成 5 年にまつもとゆきひろ氏により発案された日本生まれのプログラム言語であり、

ISO/IEC のプログラム言語規格分野で承認された初の言語となりました。 
これまで、「未踏ソフトウェア創造事業（現「未踏 IT 人材発掘・育成事業」）」などにおいて、支援

を行っていましたが、平成 20 年からは「Ruby 標準化検討ワーキンググループ」を設置するなど、

Ruby の国際規格化へ向けた事業を進めてきました。平成 23 年 3 月の JIS 規格化の完了と同時に、IPA
は、日本工業標準調査会を通じて ISO/IEC へ国際規格案として提案を行うとともに、Ruby 規格案に

関するプロジェクトエディタを担当し、最終規格文書の作成を行いました。 
Ruby は、記述性の良さなどから注目を集め、ウェブアプリケーション構築などから、普及が始ま

ったプログラミング言語です。近年では、その高い開発効率が注目され、自治体・企業の現場で使わ

れる業務システムなどの、従来型情報処理分野においても、適用が進んでいます。 
また、国や地方自治体などによるRubyベースの産業育成施策が次々と打ち出されるようになって

きており、標準化への期待の高さが示されています。島根県を中心とし、全国の企業が参加する（財）

Rubyアソシエーション 37が設立され（平成 23 年 7 月）、さらに、福岡Rubyビジネス拠点推進会議が

活動を始めるなど、Ruby普及の拠点が各地にできつつあります。 
今後は、Ruby 標準の維持に関する業務を Ruby アソシエーションに移管する予定としており、ISO

規格審査の過程で生じた ISO規格と JIS規格との差を解消するための JIS改訂案を前倒しして作成す

るなど、円滑な業務移管に向けた準備を開始しました。 
この Ruby の国際規格化を記念して、「Ruby 国際標準化報告会」を開催し、その経緯と意義などに

ついて講演などを行いました（平成 24 年 6 月）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
37 Ruby アソシエーション協賛企業（一部）：（株）セールスフォース・ドットコム、富士通（株）、（株）テクノプロジェ

クト、（株）日立製作所、楽天（株）、（株）まちづくり三鷹 

 
＜中期計画の達成状況＞ 

Ruby はクラウドシステムのテナントに提供するプラットフォームとして大きな期待が寄せられ

ており、その国際標準化により、将来のクラウドにおけるデータやアプリケーションの可搬性、ソ

フトウェアの開発効率、システム全体の信頼性を向上させることができます。 
また、わが国オリジナルな計算機言語の JIS 化、及びその ISO 化は、いずれもわが国初の成果で

あり、それを活かすために、IPA 全体における国際標準化関連業務を戦略的に推進するための体制

として技術本部内に国際標準推進センターを設立しました。これにより IPA の国際標準化関連業務

効率的進展が一層期待できます。 

 
＜ISO/IECプログラム言語規格 38＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜Ruby の適用事例＞

                                            
38ISO/IEC JTC 1/SC 22（SC 22 はプログラム言語を担当する分科委員会）により承認されたプログラム言語規格の内、2000 年以降標準仕様

の更新が止まっているものを除く。発案国については IPA の調査による。 

日刊工業新聞 4 月 3 日 

中国新聞 4 月 3 日 

朝日新聞 4 月 3 日 

日本情報産業新聞 4月 9日 

言語名 制定年 発案 説明

COBOL 1978 USA 金額計算などの商用計算用言語

FORTRAN 1980 USA 科学技術計算用言語

Ada 1987 USA
米国国防総省が高信頼性・ 高保守性を目

指し て開発し た言語

CHILL 1989 Switzerland 交換機制御用言語

C 1990 USA
UNIXの移植性を高めるために、 自由

度、 実行速度、 などを追求し た言語

Pro log 1995 France
主に人工知能研究と エキスパート システ

ム実現ために使われている言語

ISLISP 1997 USA
実装の容易さ 、 拡張性の高さ から 数多く

の方言が作ら れた。

C+ + 1998 USA
C言語の拡張版と し てオブジェ ク ト 思考

の考え方を取り 入れて開発さ れた。

ECMA Scrip t 1998 USA
互換性の低い JavaScrip t と  JScrip t に共

通する部分を取り 入れて作ら れた。

Extended  APL 2001 USA 数学的記法をベースと し た言語

Z 2002 France
コ ンピュ ータ システムの記述と モデリ ン

グを行う ための形式仕様記述言語

C# 2003 USA
マク ロソ フ ト による.NET Fram ework共

通言語基盤の中心的な開発言語

Eiffel 2006 France
頑健なソ フ ト ウェ アの生産に注力し たオ

ブジェ ク ト 指向言語

Ru b y 平成2 4 年 日本
まつも と  ゆき ひろ 氏により 発案さ れ

た、 日本発のプログラ ム言語。 豊富な機

能と 簡便さ と を併せ持つ。

事　例 企　業　等

タブレット端末を活用した介護施設向けシステム リバティ・フィッシュ㈱

リアルタイム地震情報配信サービス「jishin.net」 東京ガス／㈱ティージー情報ネットワーク

柔軟にカスタマイズできる人事管理システム ㈱ＢＳＣ

全国の上下水道、消融雪、水門をRubyで管理 小松電機産業㈱

水族館エンターテインメントシステム
島根県立しまね海洋館アクアス／㈱日立ソリュー
ションズ

　その他の適用事例：食べログ.com、Twitter （創設時）、 山陰中央新報 4 月 3 日 
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平成 23 年度の主な実績 
① 海外政府関係機関との連携を強化 
 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（NIST40）及び仏国原子力・代替エネルギー

庁（CEA41）システム統合技術研究所（LIST42）との連携を開始しましたが、平成 23 年度は各機関

との連携の一層の強化に努めました。 
 NIST とは、第 2 回定期協議を、ワシントンで開催しました（平成 24 年 1 月）。日本からは、国内

における「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の検討状況を紹介するとともに、今後新たに整備さ

れる基準、規程類に関し、情報交換と制度化に向けた意見交換を継続していくことを確認しました。

また、両機関間の連携の一環として、「IPA フォーラム 2011」（平成 23 年 10 月開催）に NIST 研究者

を講演者として招聘するとともに、テスト及び検証技術に関する意見交換を実施しました。 
 LIST とは、平成 23 年 9 月に研究協力に関する相互協力協定を締結し、協定に基づく初の協力活動

として、モデルベース開発技術に関する国際ワークショップを開催（平成 24 年 2 月沖縄）しました。

官民の情報交換と今後の連携活動の方針を確認するとともに、「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」

を今後国際的に適用させるため、国際整合化に向けた両機関間の活動方針に関する細則を締結しまし

た。 
 
② IPA 成果に基づく国際規格発行 
 ソフトウェア開発プロジェクトのデータ収集・分析やプロセス改善などに関するわが国の取組みが

反映されるよう、国際標準化の提案を進めるとともに、それらの国際規格への反映を目指して活動を

してきました。活動の結果、2 件（ISO/IEC 29155-1（IT プロジェクト性能ベンチマーキング：概念

と定義）、ISO/IEC 29148（要求工学））の国際規格が発行され、2 件（ISO/IEC 29155-2（IT プロジ

ェクト性能ベンチマーキング：実施手順）、ISO/IEC 33004（プロセスモデルの要求仕様））の審議文

書が承認されました。 
 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、中小企業などの海外進

出や日本と同等品質の海外オフショア開発の実現などの一助として、わが国産業の国際競争力向上が

期待されます。 

                                            
39 SEI(Software Engineering Institute) 
40 NIST(National Institute of Standards and Technology) 
41 CEA(French Commission for Atomic Energy and Alternative Energies) 
42 LIST(Laboratoire d' Integration des Systemes et des Technologies） 

 

 
＜NIST 研究者とのテスト及び検証技術に関する  ＜仏 LIST カモン所長と IPA 藤江理事長による 
  意見交換会（平成 23 年 10 月 東京・千石）＞   相互協力協定の調印（平成 24 年 2 月 21 日）＞ 

         
 

 

 

＜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）＞ 

地域・中小企業

人材もノウハウも不十分で，
環境も十分とはいえない

•日本のデータ/白書
•ガイド，ツール
•教材，セミナー

このまま手を打たないと・・・

国際的勝ち組

生き残り組

負け組

•ベンチマーキング
•要求工学
•プロセス評価

IPA成果物

優良中小ベンダー

規模は小粒ながら，
信頼できる実力

日本(IPA)発の国際標準

導入・改善

でも
これだけでは・・・

らくらく準拠

IPA成果を
グローバル
スタンダード化

•海外から仕事を取れる
•海外に進出できる

•下請け中心の
国内市場頼り

•国内市場の縮小  

＜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（IESE）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協会（SEI39）をはじめとする欧米の代表的関連機関との共同作業を

進めるとともに、わが国が開発した基準、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。 

＜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のなかでも平成23年度からは海外政府関連機関との連携

を一層強化しました。特に LIST とは、初の協力活動としてモデルベース開発技術に関する沖縄国際

ワークショップを開催し、官民の知見交換、今後の連携活動の方針の確認、ソフトウェア品質監査

制度（仮称）の国際整合化に向けた両機関間の活動方針に関する細則締結を実施しました。 
 また、ソフトウェア開発プロジェクトのデータ収集・分析やプロセス改善などに関するわが国の

取組みが国際標準に反映されるよう、IPA 成果に基づく国際標準化の提案を進めるとともに、それら

の国際規格への反映を目指した活動を実施しました。 
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３．IT 人材育成の戦略的推進 ～スキル標準、情報処理技術者試験に産学連携施策を加えた IT 人材育成の一貫した流れの確立～ 
 

＜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 23 年度の主な実績 
① 新たな IT の潮流に対応した IT 人材育成の仕組みとして、「共通キャリア・スキルフレームワー

ク（第一版・追補版）を公開 
IT を取り巻く環境は大きく変化しており、それに伴い各企業における IT 技術者の業務内容や必

要とされるスキルも企業戦略に応じて変化しています。そのような状況に鑑み、IPA では、環境の

変化と IT 人材ニーズの変化に対応すべく、企業が自社のビジネス戦略に沿った IT 人材育成を可能

とする「共通キャリア・スキルフレームワーク（第一版・追補版）」（略称 CCSF：Common Career 
Skill Framework）を公開しました（平成 24 年 3 月）。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜中期計画の達成状況＞ 

スキル標準については、IT の新たな潮流に対応した IT 人材育成を推進するため、「共通キャリア・

スキルフレームワーク（第一版・追補版）」を公開しました。 

情報処理技術者試験については、東日本大震災の影響を受けたものの、共通キャリア・スキルフ

レームワークに準拠しつつ、国家試験として最大規模の試験を円滑に実施することができました。

また、平成 23 年 11 月からは、国家試験として初の試みとなる CBT 方式による IT パスポート試験

を開始し、年間を通して受験できる環境を整備しました。 

産学連携による実践的な IT 人材育成については、経済産業省委託事業により 8 大学のカリキュ

ラムなどを作成するとともに地域連携団体を支援することで新たに1,200名が受講できる体制を構

築し、平成 24 年度から全体で 2,100 名の学生が受講することが可能となりました。また、当該事

業で得られた産学連携教育手法に関するノウハウを調査報告書として取りまとめるとともに、カリ

キュラムなどの情報を「IT 人材育成 iPedia」にて公開しました。 
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＜主な取組み＞ 
1）３つのモデルを作成 

IT スキル領域の拡張に伴い、求められる IT 人材の変化に対応するため、3 スキル標準（ITSS、
UISS、ETSS）における「タスク」、「スキル」及び「職種／人材像」に関する情報を整理し、共通

の定義情報として｢タスクモデル（機能定義一覧）」、「スキルモデル（スキル定義一覧）」、「人材モ

デル（役割分担例）」を策定しました。3 スキル標準の共通情報を基本構造と定義したことにより 3
スキル標準を横断的に理解して活用することが可能となり、IT 分野の新領域であるクラウド、ビッ

グデータなどにも活用できる仕組みを構築しました。 
 

2）「知識体系」の充実 
「スキルモデル（スキル定義一覧）」と「共通キャリア・スキルフレームワーク（第一版）の知

識体系（BOK：Body of Knowledge）」との整合を図るため「知識項目例」の改訂を行いました。

これにより、3 スキル標準と情報処理技術者試験との関連付けがより強化され、情報処理技術者試

験を企業の人材育成のためにさらに有効に活用できるようにしました。 
 

3）人材育成の支援 
企業が CCSF を「企業のビジネス目標達成に貢献する人材の育成」に活用するにあたり「CCSF

コンテンツ活用ガイド」や自社に合った人材像を定義するための「CCSF 活用ツール」を提供しま

した。これにより以下のように企業が新たな人材像の検討や人材育成施策の見直しを図ることが可

能となりました。 
－ 「タスクモデル（機能定義一覧）」を参照して、自社の経営戦略や事業計画を反映した機能

や役割の定義を明確にできる 
－ 自社のタスクを絞り込めば、自動的にタスクに必要なスキルセットを明確にできる 
－ 自社に必要なタスクを明確にすれば、自社に必要な人材像を明確にできる 

今後は、CCSF に定義される 3 つのモデルを活用して、新たなサービス型人材像や主に中小企業

向けビジネスモデルのテンプレートを公開し、IT 人材の育成支援を加速していくとともに、CCSF
を導入した企業の事例を収集・分析し、人材モデルの拡充に取り組む予定です。 

 
② 「IT 人材白書 2011」の発刊と活用 

平成 22 年度に実施した IT 人材市場動向調査や重点調査をまとめ、「IT 人材白書 2011」として作

成、発刊しました（平成 23 年 5 月）。さらに、IT 関係者向けの総合情報サイト（ITpro）への記事

寄稿や、各種団体及び企業などの依頼による講演などを通じて情報を発信しました。 
「IT 人材白書」は経済産業省、文部科学省、総務省などにおける政策立案の基礎資料として活用

されるとともに、日本経済団体連合会（経団連）における政策提言にも活用されるなど、IT 人材の

動向を把握するための資料として、より一層その有効性が高まっています。 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

＜「IT 人材白書 2011」情報発信＞ 

掲載 時期 内容 
ITpro（日経 BP 社） 平成 23 年 5 月 特集記事を掲載（全 5 回） 

＜「IT 人材白書 2011」引用状況＞ 

組織 資料名称 引用内容 

経済産業省 
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨと経済研究会 

自律的で弾力的かつ頑強な情報

セキュリティを実現する政策 

平成 23 年 8 月 5 日 

「今後自社の IT 人材にとって重要となるス

キル」に関する図表 

文部科学省 
 産学人材育成ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

平成 24 年度の文部科学省の産学

連携人材育成施策について 

平成 24 年 5 月 11 日 

「企業の情報技術人材の「質」に対する不足

感は強い」 

総務省 
情報通信審議会 

情報通信政策部会 

知識情報社会の実現に向けた情

報通信政策の在り方  

平成 23 年 7 月 7 日 

IT 人材の「量」、「質」が不足していると感

じている IT 企業の人の割合は「量は」48.9％、

「質」は 85.8％と依然高い状況にある。 

内閣官房 
（高度情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ社会

推進戦略本部） 

情報通信技術人材に関するロー

ドマップ 

平成 23 年 8 月 3 日 

情報通信技術に関する業務に従事している

「情報通信技術人材」の総数は約 100 万人

と推計されている 

一般社団法人 
日本経済団体連合会 

「今後の日本を支える高度 ICT

人材の育成に向けて」 

平成 23 年 10 月 18 日 

ICT 企業では、ICT 人材の「量」に対する不足

感は改善しているものの、「質」に対する不足感

を抱いている。 

＜「IT 人材白書 2011」ダウンロード数＞ 

平成 22 年度 平成 23 年度 増減（件数、％） 

16,785 件 35,362 件 18,577 件（210.7％） 
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③ 国家試験として最大規模の情報処理技術者試験を円滑に実施 
東日本大震災の影響により中止した春期試験に代わり特別試験を平成 23 年 6 月 26 日及び 7 月

10 日に分けて実施しました。本特別試験の実施にあたって、春期試験への応募者（289,872 人）

に対して、試験の中止及び特別試験の実施について郵便やメールなどで周知を徹底し、希望に応じ

て受験辞退者（11,529 人）への受験料返金措置や次回試験への振替（8,839 人）の手続きを講じた

ことに加え、新規の応募者（25,153 人）に対する受付業務も着実に実施しました。特に東日本大

震災の被災者に対しては、受験申込みの受付期間終了後であっても受験料の返金に応じるなど柔軟

に対応することとし、申請のあった被災者など（140 名）に対して滞りなく返金作業を実施しまし

た。 

また、秋期試験への応募などに影響が生じないよう十分配慮を行い、採点に要する作業期間を前

年に比べ約 3 週間短縮させたことに加え、秋期試験の受付期間を前年に比べ約 2 週間遅らせるなど

の措置を講じ、秋期試験の円滑な実施に努めました。 

その結果、国家試験として最大規模（応募者 576,339 人）の試験を円滑に実施できました。 

④ 国家試験として初の CBT 方式による IT パスポート試験の開始 
社会人として誰もが共通に備えておくべき IT の基礎的知識を測る「IT パスポート試験」につい

て、受験機会の一層の拡大のため国家試験として初の CBT（Computer Based Testing）方式によ

る試験を早期に実現しました（平成 23 年 11 月開始）。 

CBT 方式の導入により全国 140 箇所以上の試験会場で、受験者が都合のよい会場や日時を選ん

で随時受験することが可能となったことに加え、試験結果が即時に確認できるなど、利便性が大幅

に向上しました。平成 23 年度全体の応募者数は、東日本大震災の影響を受けたものの、特別試験

の実施や秋期試験に加え、CBT 方式による IT パスポート試験を実現したことにより、応募者の減

少を食い止め、ほぼ前年度並みとなりました。 

さらに、CBT 方式による試験が開始されたことにより、年間を通じて受験が可能となったこと

から、産業界においても就職活動におけるエントリーシートに IT パスポート試験の結果（点数）

を記入させ、採用にあたっての参考情報として活用する動きが出始めているなど、波及効果が生ま

れています。 
⑤ 試験実施業務を全て民間に委託 

平成 23 年度に情報処理技術者試験実施業務の民間競争入札を実施することとしていた 3 地方支

部（関東、中部、近畿）について、滞りなく入札を実施し、これら 3 支部を平成 23 年 12 月に廃

止しました。これにより、試験実施業務を全て民間に委託するとともに、全ての支部を廃止するに

至り、「見直し基本方針」にて、平成 24 年度末までに実施することとされた「情報処理技術者試験

の実施のための借上事務所の廃止」を 1 年以上前倒して達成しました。 
⑥ 積極的な広報・普及活動を展開 

産業界及び教育界の主要 18 団体が参加する「IT パスポート試験普及協議会」を平成 23 年 11 月

に開催し、協議会傘下の学校などに対して講演や活用事例の紹介などを行い、IT パスポート試験の

一層の普及拡大に努めました。さらに、春期試験及び秋期試験に加え、CBT 方式による IT パスポ

ート試験の開始に向けた広告（トレインチャンネル、ウェブ広告及び雑誌広告）を積極的に展開し、

広く一般に周知を図りました。 
 

 
＜平成23年度情報処理技術者試験の応募者数などの状況＞ 

 平成 22 年度 平成 23 年度 対前年比 

応募者数 623,596 名 576,339 名 92.4％ 

合格者数 118,896 名 117,554 名 98.9％ 

 

＜CBT 試験開始式（平成 23 年 11 月 25 日）＞          ＜CBT 試験受験風景＞ 

 

＜IT パスポート試験の応募者状況＞ 
 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

応募者数 118,701 名 135,254 名 134,617 名（うち CBT 方式 17,064 名） 
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大変満足
10.5%

ほぼ満足
82.9%

その他

6.6%

 
⑦ 産学連携による実践的な IT 人材育成の支援 

高度 IT 人材育成の必要性が増大する中、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、実践的 IT スキルやノウハウを習得した人材を教育機関から産業界に輩出することが、わが

国の産業競争力を強化するために必須となっています。IPA では、文部科学省と経済産業省が立ち

上げた「産学人材育成パートナーシップ」情報処理分科会の方針に沿い、各種の事業を展開してい

るところです。平成 23 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、産学連携による

教育のさらなる展開と強化を図るため以下の事業を実施しました。 

 

1）平成 23 年度経済産業省委託事業では、8 大学のカリキュラムなどを作成したことに加え、地域

における産学連携体制を構築するため、大学と地場の企業をコーディネートする 2 つの「地域

連携団体（神奈川県、山梨県）」を支援するとともに、ノウハウの収集を行いました。この結果、

平成 24 年度から 8 大学及び 2 つの地域連携団体で実践的 IT 教育講座を実施することが可能と

なり、新たに合計で 1,200 名の学生が受講できる体制を構築しました。 

 

2）平成 21 年度及び 22 年度経済産業省委託事業により IPA 主導のもと「実践的 IT 教育講座」の

カリキュラムなどを作成した 10 大学については、平成 23 年度で約 900 名の学生が受講し、大

きな成果をあげることができました。 

平成 24 年度からは、平成 23 年度の成果とあわせて、全体（16 大学及び 2 地域連携団体）で

2,100 名の学生が「実践的 IT 教育講座」を受講することが可能となりました。 

 

3）産学連携による実践的な IT 人材育成の水平展開を図るため、実施実績校 10 大学で得られた産

学連携による教育手法のノウハウを調査・収集し、報告書に取りまとめ、ウェブサイトで公開

しました（平成 24 年 3 月）。 

また、企業が研修で使用しているコンテンツなどのうち、実践的 IT 教育に有効なものを収集し、

「教育コンテンツプラットフォーム」として「IT 人材育成 iPedia」で公開（平成 23 年 10 月）

することにより、利用促進を図りました。 

さらに、とりわけニーズの高い教育コンテンツについては、大学などで積極的に活用されるこ 

とで実践的な IT 教育の一層の拡大が見込めるため、無償で利用できる「汎用的教育コンテンツ」

3 種類を新たに開発しました。当該コンテンツについては、平成 24 年度から九州大学などで採

用が予定されています。 

 

4）わが国 IT 産業の将来を担う優れた人材が IT 分野へ進むことを支援するため、IT 技術者の仕事の

魅力をより多くの学生に伝えるためのパンフレットを作成し、全国約 900 校の教育機関に配布し

ました。なお、パンフレットを活用した教育機関に対してアンケート調査を行ったところ、9 割

以上の教育機関から高い評価（「大変満足」（10.5％）、「ほぼ満足」（82.9％）） を受けました。 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 23 年度実践的 IT 教育講座実績大学        平成 23 年度に実践的 IT 教育講座ｶﾘｷｭﾗﾑ作成  
（10 大学で約 900 名受講、平成 24 年度以降も継続）  （平成 24 年度講座開始、約 1,200 名受講予定） 

平成 22 年度開始校  協力企業（グループ） 
九州大学 富士通 
筑波大学 日立製作所 
東洋大学 富士通 
山口大学 日立製作所 
早稲田大学 日本電気 

地域連携団体 

神奈川県情報サービス産業協会 

山梨県情報通信業協会 

大学 協力企業（グループ） 
青山学院大学 日本ユニシス 

公立はこだて未来大学 日本 IBM、日本電気 
静岡大学 富士通、NTT データ 
電気通信大学 サイバー創研 
東京情報大学 日立製作所 

広島修道大学 
広島市立大学 

PMI 日本支部、 
三菱総合研究所 

法政大学 ウチダ人材開発センター 
サイバー創研 

H23 年度開始校  協力企業（グループ） 
会津大学 日本ユニシス 
愛媛大学 日立製作所 

富士通 

静岡大学 日本電気 
中央大学 富士通、NTT データ 
公立はこだて未来大学 日本 IBM、TIS  

IT人材育成iPediaや
Webで公開

実践的IT教育講座の実施

産業界 教育界

教育コンテンツ
プラットフォーム

実践的IT教育講座
調査報告書

汎用的教育コンテンツ
（無償提供）

 平成 24 年度 2,100 名の学生が受講予定 
 

＜パンフレットの表紙と教育機関におけるパンフレット活用後のアンケート結果＞ 

【その他の方の意見】 

・スマホやゲーム業界

も取り上げてほしい 

【満足の方の意見】 

・見やすくまとめられている 

・IT技術者のイメージが伝わる 

・就職ガイダンスで活用したい 
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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 23 年度の主な実績 
① 「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」を実施 

経営戦略及び産業構造の変化に対応した人材育成が求められている中、中小 IT ベンダーは大手

IT ベンダーに比べて人材育成の取組みが不十分な傾向にあります。この原因として、中小 IT ベン

ダーには人材育成に関する十分な成功事例や有効な情報が提供されていないことや、厳しい経営環

境におかれていることなどにより、経営者が課題解決や具体的な取組み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、中小 IT ベンダーにおけるスキル標準を活用した人材育成のベストプ

ラクティスを示す目的で、優秀事例を発掘し表彰する「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」を平成

22 年度に引き続き実施しました。 

全国から応募があった中小 IT ベンダー20 社に対し、外部有識者による書類審査並びに現地審査

を経て選出された優秀賞 3 社、特別賞 1 社を「IPA フォーラム 2011」（平成 23 年 10 月）にて表彰

しました。 

受賞企業の事例は、「IPA フォーラム 2011」での受賞記念講演に加え、「中小 IT 人材育成最適事

例セミナー」（平成 23 年 11 月）及び「スキル標準ユーザーズカンファレンス 2012」（平成 23 年

12 月）で発表するとともに、受賞企業の成功事例を紹介したパンフレットや「IPA Channel」など

の広報媒体を通じて、広く一般に周知を図りました。さらに、受賞企業事例紹介パンフレットに本

賞への応募時にも利用できる人材マネジメントセルフチェックリストを掲載し、活用法を具体的に

説明することで本チェックリストが企業における人材マネジメントの改善を図る指標として有効活

用できることを周知しました。 

また、本表彰制度は、スキル標準と人材育成をテーマにした CS 放送などの番組（ビジネス・ブ

レークスルー757Ch）で、表彰制度の仕組みや平成 22 年度の受賞企業の事例が取り上げられるな

ど、中小 IT ベンダーに着実に波及しています。 
 
 
 
 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

中小 IT ベンダーにおける人材育成のベストプラクティスを示す目的で、優秀事例を発掘し表彰す

る「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」を平成 22 年度に創設しました。 
平成 23 年度も引続き当該表彰制度を実施することにより、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ました。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 ベンダーの活性化を促し、日本の IT 力の向上とグローバル人

材の競争力強化を着実に推進することができました。 

 
＜平成 23 年度 受賞企業と評価ポイント＞ 

優秀賞 3 社 

（株）日本ビジネスエンジニアリング 

老齢ながらも若々しく誠実な社長と全社員との意思共有の仕組みの

構築により、全社一丸となり、経営戦略に則した取り組みが実施さ

れている。 

日本電気航空宇宙システム（株） 

社員からの提言、提案などを積極的に受け止めようとする対話が日

常的に行われ、経営者は全社員に積極的に情報発信し、社員の行

動方針が一貫されている。 

オリンパスソフトウェアテクノロジー

（株） 

自社開発したツールを活用しスキルを可視化することで効果的なス

キルアップ実現、社員のやる気を引き出すことに成功している。 

特別賞 1 社 

（株）Pro-SPIRE 
経営戦略に基づく独自のキャリアフレームワークを構築し、人材育

成が計画的に実施、全社員に面談を行い“なりたい姿”へのフォロ

ーとやる気向上を実現している。 

 
＜IPA フォーラム 受賞企業表彰式＞ 
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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 23 年度の主な実績 
① スキル標準の国際展開を推進 

日本の IT 企業がグローバル化を推進するために、アジア圏の企業は重要なパートナーとして位

置付けられています。そのため、アジア圏における計画的な人材育成や IT スキル標準の導入に関

心が高まっています。 
平成 23 年度は、フィリピンの IT 企業に対して IT スキル標準の導入を支援するとともに、さら

なる普及拡大のため、セミナーやワークショップを積極的に開催しました。その結果、現地の IT
企業や IT 関連団体から高い評価を得るとともに継続的な支援を要請され、導入を希望する企業・

団体の数は 38 に達するなど、IT スキル標準を着実に普及・浸透させることができました。 
さらに、アジア圏へ IT スキル標準を展開するにあたり、グローバルな視点で IT スキル標準の位

置付けを明確化する必要から米国の IT 団体を訪問し、IT 人材育成及び IT スキル標準の活用状況を

調査しました。加えて、欧州の標準団体を訪問し、IT スキル標準との整合性確保などを図りました。 
② 日本の情報処理技術者試験に対応した試験のアジア展開の支援 

ITPEC 加盟国（右図、B グループ）においては、日本の基本情報技術者試験及び IT パスポート

試験に相当する試験としてアジア共通統一試験を実施しており、それに加え、平成 23 年 10 月か

らは新たに応用情報技術者試験に相当する試験を開始するに至りました。また、アジア共通統一試

験を更に強化・定着させるため、B グループ各国において積極的にセミナーを開催しました。 
A グループにおいては、日本の新試験制度が施行されたことに伴う試験内容の確認作業並びに相

互認証の更新について各国と調整を図った結果、台湾を除いた全ての国と相互認証の改訂作業が完

了しました。 
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。 
・「英語版応用情報技術者試験演習問題集」を作成し、B グループへ提供（平成 23 年 8 月） 
・「アジア共通統一試験運用システム」のシステム更新に着手 
これにより、アジア諸国における IT 技術者の学習支援や企業及び教育機関などでの利用促進が

加速され、アジア圏の IT 人材の底上げと、流動化の促進が期待されます。 
③ プロジェクトマネジメントの国際標準化支援 

プロジェクトマネジメントの国際標準化（ISO21500）の策定に向けて、IPA が日本の意見を代

表する国内審議機関として主張・提案を行い、最終国際規格案（FDIS）の取りまとめに大きく貢

献し、平成 24 年中に予定されている国際標準化に向けて大きく前進しました。この国際規格が発

行されることにより、日本企業が海外企業と協調してソフトウェア開発などを進めるにあたり、用

語やプロセスが共通化され、文化や言語の違いから生じるトラブルが減少することが期待されます。 
 

＜中期計画の達成状況＞ 

アジア圏において、IT 人材を育成するために IT 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。 
IT スキル標準の導入については、フィリピンの IT 企業にスキル標準を導入するための支援を行

い、その結果現地の多数 IT 企業や IT 関連団体から高い評価を得るとともに、継続的な支援を要請

されるなど、着実に IT スキル標準を普及・浸透させることができました。 
アジア共通統一試験については、既に実施している日本の基本情報技術者及び IT パスポート相

当の試験に加え、平成 23 年度からは応用情報技術者相当の試験も開始しました。 
また、「応用情報技術者試験」の英語版演習問題集を提供することにより、アジア圏における IT

人材の学習環境が向上し、IT 人材の底上げに貢献したとともに、アジア共通統一試験の応募者も大

幅に増加するなど、大きな成果をあげています。 
プロジェクトマネジメントの国際標準化（ISO21500）については、最終国際規格案（FDIS）の

作成に貢献し、平成 24 年中に国際規格として発行される予定です。 
＜試験的導入企業とのセッション風景＞ 
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インド (Feb. 2001)
← SA, AP, FE
（NIELIT)

シンガポール（Aug. 2001）

← PM
（SCS）

韓国 (Dec. 2001)
← AP, FE
（HRD Korea ）

フィリピン （Apr. 2002）

← AP,FE,IP
（PhilNITs Foundation)タイ （Jun. 2002) 

← AP, FE,IP
（NASTD Academy)

台湾 (Dec. 2003)
← NW, SW, SU
（III/CSF）

中国 (Jan. 2002)

← PM,SA, NW, DB, AP, FE

（CEIAEC）

ミヤンマー（Nov. 2002）

← AP,FE,IP
(MCF)

マレーシア (Jan 2005)
← AP,FE,IP
(METEOR)

PM: プロジェクトマネージャ

SA: システムアーキテクト

NW: ネットワークスペシャリスト

DB: データベーススペシャリスト

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)
← AP,FE,IP

(NITP)

ベトナム（Jul. 2002）

← AP, 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）

＜情報処理技術者試験のアジア展開＞
（平成23年度末）
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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優れた個人(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 23 年度の主な実績 
① イノベーションを創出する資質・素養を持った「原石」の発掘・育成に重点をおいた未踏事業 

先端的なソフトウェアを開発する意欲と能力を持ちわが国の将来を担う若い突出した人材（スー

パークリエータ）を幅広く発掘・育成することは、国内産業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 23 年度の「未踏 IT 人材発掘・育成事業」では、若年層でイノベーションを創出する資質・

素養を有する人材の「原石」を発掘・育成することに重点化し、従来の未踏事業の応募対象枠（本

体：35 歳未満優遇、未踏ユース：25 歳未満）を「25 歳未満」のより若い人材を対象として一本化

し、86 件の応募に対し 21 件を採択しました。また、従来は他のイベントと共催していた「未踏ス

ーパークリエータ認定証授与式」を単独のイベントとして開催（平成 24 年 1 月）するとともに、

産業界との人的ネットワーク形成の観点から、IT 企業の経営層にも積極的に参画を呼び掛けること

により、突出した人材の活躍の場を広げるための活動を展開しました。 
さらに、未踏クリエータが東日本大震災にあたって取り組んだ電力関連情報の提供サービスなど

12 件の活動状況をウェブサイトで公開し、広く情報を提供するための支援を行いました。 
② 「セキュリティ＆プログラミングキャンプ 2011」の開催 

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を実施し、技術面・モラル面・セキュ

リティ意識などの向上を図り、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 2011」を開催しました（平成 23 年 8 月）。応

募者 274 名から 60 名（13～22 歳）を選抜し、プロジェクトマネージャーの他、まつもとゆきひ

ろ氏など優れた能力と実績をもつ著名な講師陣による基調講演、各種講義、実習などのプログラム

を集中的に実施しました。このキャンプの模様が NHK「ニュースウォッチ 9」で特集として放送

（平成 23 年 8 月 18 日）されるなど注目され、IT 人材の育成に関心がますます高まっています。 
③ 官民連携の仕組みを構築 

昨今、サイバー攻撃の複雑化・高度化などにより情報セキュリティ上の脅威が高まりつつある状

況から実践的な情報セキュリティ人材の育成が求められています。若い逸材の発掘の裾野を広げ、

産業界との交流の場の拡大を図るため、賛同企業・団体による「セキュリティ・キャンプ実施協議

会」を設立（平成 24 年 2 月）し、官民連携による実践的な若い突出したセキュリティ人材を発掘・

育成するための仕組みを構築しました。 

＜中期計画の達成状況＞ 
未踏 IT 人材発掘・育成事業については、より若い人材の育成にターゲットを絞り込み、25 歳未

満の枠に統一して公募を行い、過去最年少 14 歳の中学生を含む平均年齢 21 歳のクリエータ 29 名

（21 件）を採択し、イノベーションを創出する資質・素養をもった若い「原石」の発掘・育成を

実施しました。また、本事業で輩出した突出した人材と産業界・教育機関などとの人的ネットワー

ク形成の促進も図り、産業界、教育界の著名人などを含めた人的ネットワークの拡大がなされつつ

あります。 
セキュリティ＆プログラミングキャンプについては、若年層に対する教育プログラムとして 22

歳以下の学生・生徒を対象に着実に実施しました。また、若い逸材の発掘・育成の裾野を拡大し、

キャンプに参加した若い人材と産業界との交流の拡大を図り、更に活性化するため官民連携による

実践的な若いセキュリティ人材発掘・育成の仕組みを構築しました。 

＜未踏 IT 人材発掘・育成事業の様子＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜セキュリティ・キャンプの新たな枠組み＞

地方講座 地方講座

セキュリティ・キャンプ
中央大会

選ばれた尖がった人材が
セキュリティキャンプ中央大会参加講師陣

日本の安心・安全なIT社会に貢献し、産学官を支え
る世界に通用する「若いセキュリティトップガン人材」

地方講座 地方講座

尖がった若い人材発掘の裾野、輪を広げる

地方講座

最先端で活躍の技術者

企業等との
交流

セキュリティ・キャンプ
実施協議会

官民連携による推進

真剣なまなざしで指導する未踏ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 発表を見つめる若いクリエータ達 

 
最年少クリエータ（14 歳中学生）の発表 
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① IPA の貢献により承認された国際規格（全 9 件） 

                             
 

＜国際標準化 WG 等における IPA 職員の在任人数＞ 
（単位：人） 

 国内委員会 海外委員会 

役員 1 － 

セキュリティセンター 18 5 

ソフトウェアエンジニアリング

センター 
17 3 

国際標準推進センター 3 － 

IT 人材育成本部 2 1 

合 計 41 9 

     （注）延べ人数 

 
 
 
 
② IPA が関係する審議中の国際規格（全 13 件） 

１．情報セキュリティに関する規格 

IEC62443 
（制御システムのセキュリティ）に関する規格。ワーキンググループを設置し、審議に参

加。 

ISO/IEC 27014 

(情報セキュリティガバナンス)に関する規格。審議に参加。 

経済産業省のガバナンス委員会報告書をベースとして、日本が主導権を取り提案。国

際規格案（DIS）に進めることで承認。 

ISO/IEC TS 27017 
（クラウドセキュリティの国際標準化）に関する規格。審議に参加。 

日本が提案した ISO/IEC 27002 を拡張したフォーマットで作成することが承認。 

ISO/IEC 29147 
（脆弱性情報の開示）に関する規格。改訂審議に参加。 

ベンダのインタフェース部分に該当。 

ISO/IEC 30111 
（脆弱性対応手順）に関する規格。改訂審議に参加。 

ベンダ内部の脆弱性対応手順に該当。 

ISO/IEC 19790 
（暗号モジュールのセキュリティ要求事項）に関する規格。NIST と共にエディタとして貢

献。DIS の編集作業を実施。 

ISO/IEC 24759 
(暗号モジュールの試験要求事項)に関する規格。NIST と共にエディタとして貢献。 

2nd WD の編集作業を実施。 

ISO/IEC 27033-2 （ネットワークセキュリティ）に関する規格。審議に参加。 

ISO/IEC 27037 （ディジタル証拠）に関する規格。審議に参加。 

ISO/IEC 29146 （アクセスマネジメントのフレームワーク）に関する規格。コエディタとして貢献。 

２．信頼性向上に関する規格 

ISO/IEC 29155-2 
（IT プロジェクト性能ベンチマーキング：実施手順）に関する規格。エディタとして貢献。 

審議文書が承認。 

ISO/IEC 33004 （プロセスモデルの要求仕様）に関する規格。エディタとして貢献。審議文書が承認。 

３．IT 人材育成に関する規格 

ISO 21500 
（プロジェクトマネジメントの国際標準化）に関する規格。審議に参加。 

最終国際規格案（FDIS）の作成に貢献。 

 

 

【参考】＜IPA が貢献する国際規格について＞ 
IPA 事業に関わる国際規格を以下にまとめます。 

１．情報セキュリティに関する規格 

★ ISO/IEC 11770-5 (鍵管理）に関する規格。(SC27)WG 主査として貢献。日本発規格。 

★ ISO/IEC 18033-4 (ストリーム暗号)に関する規格。(SC27)WG 主査として貢献。日本発規格。 

★ ISO/IEC 29192-2 (軽量暗号-ブロック暗号)に関する規格。(SC27)WG 主査として貢献。日本発規格。 

★ ISO/IEC 18031 （乱数生成）に関する規格。(SC27)WG 主査、コエディタとして貢献。 

★ ISO/IEC 24760-1 （アイデンティティ管理のフレームワーク）に関する規格。(SC27)審議に参加。 

★ ISO/IEC TR 29149 （タイムスタンピングサービス）に関する規格。(SC27)審議に参加。 

２．信頼性向上に関する規格 

★ ISO/IEC 29155-1 
（IT プロジェクト性能ベンチマーキング：概念と定義）に関する規格。コエディタとして

貢献。（SC7 WG 10） 

★ ISO/IEC 29148 
（要求工学）に関する規格。コエディタとして貢献。（SC7 WG 7） 

要件定義のプロセスを規定。 

★ ISO/IEC 30170 
（Ruby の標準仕様）に関する規格。エディタとして貢献。(SC22) 

※まつもとゆきひろ氏により発案された、プログラム言語分野で初の日本発規格。 
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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
は我が国の IT をソフトウェア面から支えている我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 23 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 22 年 12 月に閣議決定された「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。）を踏まえ、民間では実施困難な業務に重点化を図るべく、更なる業務の

見直しに取り組みました。 
具体的には、「民間で実施できる又はすべき事業の民間移管」などの観点から、主に以下の取組

みを行いました。 
1）「見直し基本方針」で示された期限を遵守し、情報処理技術者試験実施業務の完全民間移行

を実現 

2）その他、IPA から民間や地域団体へ移行した主な案件 
・工数見積り手法「CoBRA」を CoBRA 研究会へ技術移転 
・セミナー講師を養成するためのトレーナー養成セミナーを開催し、民間・地域団体による

普及活動を展開 
・IPA が主催していたセミナーを民間や地域団体などの主催・共催による実施方式へ移行 

さらに、予算を効果的に執行するため、上期の進捗状況と下期の実行計画を精査し、予算を再

配分することなどにより、事業の重点化を図りました。 
また、見直し基本方針で示された政府出資金の国庫返納を含む保有財産の適正化や適切な受益

者負担を促進するため、出版物を主とする有料化の拡大などに鋭意取り組んでいます。 
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

業のユーザ企業など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 23 年度は、「国（独立行政法人）として

IPA に期待する取組み」などの観点を中心として、「東日本大震災に関して IPA などの公的機関に

期待すること」を新たに追加し、平成 22 年度の 128 者から 24 者増加となる 152 者に対してヒア

リングを行い、上記見直しの検討材料としたことに加え、平成 24 年度計画にも反映しました。 
③ 「IPA ism」（アイピーエーイズム）を制定 

内部統制の一環として、役職員一人ひとりが組織の代表であるとの自覚と責任感を持って職務

を遂行するために、法人の理念、ミッション及び行動指針などを再認識させ、更なる組織力の強

化及び一体感の向上を目的として、「IPA ism」（アイピーエーイズム）を制定しました。 
「IPA ism」を常に心掛けて行動するとともに、意識の共有を図るべく、常時携行することが可

能なカードを作成し、全役職員に配布しました（平成 24 年 2 月）。 
今後も、内部統制の充実・強化に取組み、組織の「質」を高める努力を継続します。 

＜IPA の今後の業務の方向性（経済産業省資料より）＞ 
見直し基本方針を踏まえた今後の方向性独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針

●社会全体に関わる情報システム、制御系システム
等のセキュリティ、信頼性基準を整備

●標的型攻撃等の新しい脅威への対応を強化

●国際的な制度協調、標準的技術基盤を形成

●災害に強いITアーキテクチャを再検討

●イノベーションを生み出す「融合人材」等、時代に即したIT人材
の育成体系・基準の企画・構築の強化

●若手人材育成、産学官連携、リカレント教育の推進

●継続教育の導入等による情報処理技術者試験体系の見直し

・ウイルス不正アクセス対策業務と脆弱性対策業務を統合（H23.4）

・事業成果の普及・啓発の主体の民間移行、セミナー有料化の推進

・試験実施業務の完全民間移行を完了、全地方支部を廃止（Ｈ23.12完了）

・事業成果の普及・啓発の主体の民間移行の推進

情報セキュリティと信頼性向上の一体的推進

ＩＴ人材育成基準の構築、評価尺度の提供

「
頼
れ
る
Ｉ
Ｔ
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
、

Ｉ
Ｔ
の
基
盤
・
基
準
の
提
供
に
事
業
を
重
点
化

情報セキュリティ対策
【23年度中実施】

情報システムの信頼性向上
【24年度中実施】

高度ＩＴ人材の育成
(情報処理技術者試験)

【23年度中実施】

高度ＩＴ人材の育成
(スキル標準他) 
【24年度中実施】

●情報セキュリティ対策業
務の実施体制の見直し

●予算の効率的な執行、人
件費の節減等によるコス
ト削減、業務の重点化

●事業の在り方の抜本的

見直し

●受益者負担の在り方の

検討

●民間では代替が

困難な業務に特化

●試験実施の業務の全てを

民間実施

●地方組織（６地方支部）

の全廃  
＜100 者ヒアリングによる平成 24 年度以降の計画への主な反映事項＞ 

主なコメント・指摘事項 平成 24 年度以降の計画への反映 
【情報セキュリティ対策分野】 
■プライバシー保護関連等セキュリティに関わる国際

標準化を進めてほしい。 

■プライバシー保護などのセキュリティに関する国際標
準化を、ISO/IECSC27 の国際会議において推進予定。 

【情報システムの信頼性向上分野】 
■これまでと視点が違ってきており、ソフトウュアの

品質を利用者視点で考える必要性が高まっている。 

 
■ソフトウェア品質監査制度について、実証実験などを

行うことにより推進。 
【IT 人材育成分野】 
■産学連携による実践的 IT教育を普及させるための広
報活動が必要であると考える。 

 
■実践的 IT 教育に関する事例やコンテンツなどの広報
普及活動を行う。 

【東日本大震災関連】 
■発災してから ITに何ができるか考えるのでは効果的
な復旧・復興はできないため、日頃からの準備が必要。 

 
■情報システム基盤の復旧に関する対策の調査を実施す
るとともに、JUAS などと連携して普及活動に努める。 

 
＜「IPA ism」カード＞ 

＜中期計画の達成状況＞ 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を受け、真に国で取り組むべき業務以外の民

間移管を促進するとともに、民間で実施することが困難な事業に重点化するための業務の見直しに

取り組みました。 
また、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を行い、継続的な

業務運営の効率化、適正化に取り組んでいます。 
さらに、内部統制の一環として、法人の理念、ミッション及び行動指針などを記した「IPA ism」

を制定し、全役職員への配布を通じて、組織力の一層の強化を図りました。 
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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 23 年度の主な実績 
① シナジー効果を創出するための組織体制の構築を推進 

一連の独立行政法人改革などによる業務見直しも踏まえ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構築に努めました。 
1）中期計画に基づき、オープンソフトウェアの基盤整備及び普及促進などの事業を推進してい

た「オープンソフトウェア・センター」を廃止（平成 23 年 6 月）し、部門毎に実施してい

た国際標準などに係る業務を、組織全体で戦略的・横断的に推進するための体制を構築する

ことを目的として、「国際標準推進センター」を新設しました（平成 23 年 7 月）。 
 

2）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との問題意識のもと、従来の技術部門（セキュリティ

センター、SEC、OSC）における技術的リソース（人材、機能、ノウハウ）を有効に利用す

るため、各技術部門を統括する「技術本部」を設置し、既に設置済みである人材部門を統括

する「IT 人材育成本部」との 2 本部体制を確立しました（平成 23 年 7 月）。これにより、一

体的・機動的な業務運営が推進されることに加え、両本部間の連携強化による人材やノウハ

ウなどの有効利用が促進されることにより、更なるシナジー効果の創出を図っていきます。 
 
3）これまで複数設置していたコンピュータウイルスや不正アクセスに関する相談窓口を統合し、

利用者の利便性向上と適切な情報を速やかに提供することを目的として、マルウェア及び不

正アクセス全般の情報セキュリティ関連の相談に一元的に対応する「情報セキュリティ安心

相談窓口」を開設しました（平成 23 年 10 月）。 
 
② 全ての地方支部の廃止を達成 

平成 23 年度に情報処理技術者試験実施業務の民間競争入札を実施することとしていた 3 地方

支部（関東、中部、近畿）について、滞りなく入札を実施し、これら 3 支部を平成 23 年 12 月に

廃止しました。これにより、全ての支部を廃止するに至り、「見直し基本方針」にて、平成 24 年

度末までに実施することとされた「情報処理技術者試験の実施のための借上事務所の廃止」を 1
年以上前倒して達成しました。 

 
③ 政府出資金を適切に返還 

「見直し基本方針」に対応し、信用基金を除く一般勘定の資産について、業務を実施するために

真に必要な資産を精査した結果、同勘定における政府出資金 40 億円を適切に国庫に返納しました

（平成 24 年 3 月）。 
 
 

＜2 本部体制を確立し、更なるシナジー効果を創出＞ 

人材・ノウハウの

有効利用による

シナジー効果の

創出

情報

セキュリティ

対策

IT人材育成の

戦略的推進

情報システム

の

信頼性向上
成果の

提供・活用

人材の活用

人材の活用

成果の

提供・活用
成果の

提供・活用

人材の活用

 

＜民間競争入札の実施及び支部廃止状況＞ 

民間競争入札 

実施年度 
対象試験地 担当支部 支部廃止時期 

平成19年度 高松 

那覇 

四国支部 

沖縄支部 
平成19年12月 

平成20年度 広島 中国支部 平成21年6月 

平成22年度 
札幌 

仙台 

福岡 

北海道支部 

東北支部 

九州支部 

平成22年12月 

平成23年度 

大阪、滋賀、京都、 

奈良、神戸、和歌山 
近畿支部 

平成23年12月 名古屋 中部支部 

東京、埼玉、千葉、柏、 

八王子、横浜、藤沢、厚木 
関東支部 

＜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、平成 23 年度に実施することとしていた 3 地方支部（関東、中部、近畿）の民間競争

入札を滞りなく実施し、これら地方支部を廃止するとともに、情報処理技術者試験実施業務の全て

を民間に移管しました。 
また、これまで部門毎に実施していた国際標準に係る業務を組織全体で推進するため、「国際標準

推進センター（OSC）」を設置したことに加え、各技術部門（セキュリティセンター、SEC、OSC）

を統括する「技術本部」設置し、「IT 人材育成本部」との 2 本部体制を確立したことによって、これ

まで以上に人材やノウハウなどの有効利用によるシナジー効果の創出を図っていきます。 
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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 23 年度の主な実績 
① プロモーションメディアなどを活用した効果的な情報発信を展開 

IPA の成果を広く、早く、着実に提供するため、プロモーションメディア広告やミニブログな

どを利用した、効果的でわかりやすい情報発信に努めました。 
具体的には、JR 東日本の「トレインチャンネル」をはじめ、JR 西日本、東京メトロなどの電

車内動画広告を活用し、情報セキュリティに関する動画を放映しました（平成 23 年 12 月から順

次公開）。特に、平易な言葉を用いたメッセージと親しみやすいアニメーションで構成した情報セ

キュリティ注意喚起動画は好評を博しました。 
また、近年、報道機関・メディア、官公庁、自治体などでも情報発信手段として活用されてい

る Twitter に着目し、脆弱性情報を広く一般利用者に伝えるため、「脆弱性対策情報データベース 
JVN iPedia」及び「MyJVN バージョンチェッカ」の新着情報を Twitter へ発信するサービスを新

たに開始しました（平成 23 年 7 月）。 
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、ウェブ公開など）の検討や前月までの活動状況についての評価な

どを行いました。こうした取組みの結果、平成 23 年度の TV、新聞、雑誌などのメディア掲載件

数は前年度比で約 14％増の 1,538 件（事業仕分け関連などその他を除いた場合：1,468 件、前年

度比 20.5％増）となるなど、IPA 事業成果のメディアへの露出は着実に増加しています。 
 
② 「くらしと経済の基盤としての IT」に着目した報告書を公表（シンクタンク機能の充実） 

平成 22 年 12 月に「くらしと経済の基盤としての IT を考える研究会」を発足させ、「これまで

とは質的に異なる IT」の台頭により、私たちの身の回りの社会生活や経済活動の中で、IT を利用

する場面がどのように拡大・深化するのか、つながる IT の代表であるビッグデータを利用したサ

ービスの利便性や脅威をどう捉えるかなどについて検討（平成 22 年 12 月から全 12 回開催、う

ち平成 23 年度中に 9 回開催）し、報告書として取りまとめ、ウェブサイトにて公表しました（平

成 24 年 3 月）。 
本研究会にて検討・議論した「個人と IT の関わり方に関する新たな課題」などについて、次期

中期計画の策定に活かすことにより、今後の IT における技術的課題などを解消するための取組み

を推進していきます。 
 
 

 
 

＜テレビ・ラジオ放送及び記事掲載一覧＞ 
事業名  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  その他  合計  

媒体  21 年度  22 年度  23 年度 21 年度  22 年度  23 年度 21 年度  22 年度  23 年度 21 年度  22 年度  23 年度 21 年度  22 年度  23 年度 

テレビ・ラジオ  9 11 27 0 0 0 1 0 2 0 5 0 10 16 29 

新聞 99 112 151 51 55 35 57 97 137 40 95 45 247 359 368 

雑誌 32 42 68 16 25 25 22 27 51 2 6 1 72 100 145 

インターネッ ト

ニュース 

421 686 814 70 63 65 42 100 93 17 30 24 550 879 996 

合計  561 851 1,060 137 143 125 122 224 283 59 136 70 879 1,354 1,538 

 
＜つながる IT における｢価値の創造｣と「信頼の基盤」の概念図＞ 

 

＜中期計画の達成状況＞ 
広く国民に対して重要な情報やお知らせを早く、着実に提供するため、新たにトレインチャンネ

ルやミニブログなどを利用した積極的な情報発信を行いました。具体的には、情報セキュリティの

注意喚起や IT パスポート試験の広告展開を行った結果、セキュリティセンターのウェブサイトへの

アクセス数が飛躍的に増加するなど、明確に効果が現れています。加えて、理事長を議長とする「広

報会議」を通じた発信内容の質も向上させた結果、平成 23 年度における IPA 事業成果のメディアへ

の露出は着実に増加しています。 
また、平成 22 年度に発足させた「くらしと経済の基盤としての IT を考える研究会」の検討結果

を報告書として平成 24 年 3 月に公開しました。今後、この結果を事業に反映させていくことにより、

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 43、

業務経費 44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 23 年度の主な実績 
①「業務・システム最適化計画」を着実に推進し、IT パスポート試験の CBT 化を実現 

「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管理業務の最適化に

取り組みました。 
情報処理技術者試験業務については、CBT システムの開発を鋭意推進し、中期計画で掲げた目

標を 1 年以上前倒し、平成 23 年 11 月から CBT 方式による IT パスポート試験を開始しました。 
また、同様に計画を定めている財務関連業務についても、システム調達をより適正かつ効果的

に実施するため、CIO と関係部署による調達の妥当性などを検証する会議体として「システム企

画調整会議」を新たに設置し、システム企画を総合的な視点で検討するための体制を整備しまし

た。 
さらに、IPA の基幹業務システム及び個別業務システム全体の最適化・効率化を図るため、「共

通基盤システム」の構築にも着手しました。 
 
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を進めるため、平成 21 年度から取り組んで

いる書籍などの有料化及び平成22年度から取り組んでいるセミナーの有料化を積極的に推進しま

した。こうした取組みの結果、平成 23 年度における自己収入額は、前年度比で約 41％増の

10,707,615 円と大幅に増加しました。今後も有料化の範囲を拡大するとともに、成果普及業務の

民間移管を推進することにより、総合的なコスト削減に努めます。 
 
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など）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 23 年度においては、基準年度である

平成 17 年度と比較して 16.6％の削減を達成し、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・学歴など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 95.2（総務省算出）となっており、適正であることが検証されま

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

 
＜成果物などの有料化に伴う自己収入の推移＞ （単位：円） 

項目 平成 22 年度 平成 23 年度 増減 

書籍等販売（印税含む） 6,781,357 6,505,615 ▲275,742 

セミナー参加費 821,000 4,202,000 3,381,000 

合  計 7,602,357 10,707,615 3,105,258 

 
 

＜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 平成 23 年度 

人件費 1,757 1,709 1,660 1,599 1,553 1,545 1,465 

削減率 － ▲2.7％ ▲5.5％ ▲9.0％ ▲11.6％ ▲12.1％ ▲16.6％ 

 
 

＜事務・技術職員のラスパイレス指数 (平成 23 年度) ＞ 
国の給与水準を 100 としたときの指数 

年度 平成 22 年度 平成 23年度 増減 

対国家公務員（事務・技術職員） 113.9 113.1 ▲0.8 

地域勘案 99.2 98.3 ▲0.9 
学歴勘案 110.2 109.7 ▲0.5 

地域・学歴勘案 95.7 95.2 ▲0.5 

（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

ート試験について、中期計画で掲げた目標を 1 年以上前倒し、CBT 方式による試験の実施を実現し

ました。 
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を推進し、自己収入も大幅に増加しています。 
特に人件費は、16.6％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 23 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 22 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。 
具体的には、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・公募要領などについては、「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、監事も出席する役員会にて審議を行いました。

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。加えて、事前に仕様書を開示

し、内容に対する意見や情報を広く求め、得られた情報を仕様書に反映させて入札に付す方

式を導入するなど、透明性・公平性を向上させるための新たな取組みも開始しました。 
こうした取組みを徹底した結果、最も競争性の高い一般競争入札への移行が更に図られ、

契約金額全体に占める割合が 8 割に達しました。また、随意契約についても、平成 22 年度

までに真にやむを得ない案件のみにまで削減しましたが、平成 23 年度においては更に 2 件

を削減し、18 件のみにしたところ、平成 24 年 5 月に開催された契約監視委員会においても、

「特に問題なし。随契、一者応札についても原因を究明し改善を図っている。」との評価を受

けています。 
 

 
② 契約情報などを公表し、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

況などについても、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 23 年度の契約状況＞        （単位：件、千円） 
 随意契約等見直し計画

（22 年 4 月）目標値 
平成 22 年度 平成 23 年度 

件数 金額 件数 金額 平均落札率 件数 金額 平均落札率 

一
般
競
争
入

札
等 

一般競争入札 
17.8％ 38.1％ 44.4％ 63.3％  47.8％ 80.1％  

80 2,233,550 114 1,672,294 67.9％ 117 3,751,011 69.5％ 

企画競争・公募 
77.1％ 51.5％ 47.9％ 16.1％  44.9％ 9.6％  

346 3,019,565 123 425,024 110 450,662 

競争性のない随意契約 
5.1％ 10.4％ 7.8％ 20.6％ 7.3％ 10.3％ 

23 611,800 20 544,318 18 482,785 

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

449 5,864,915 257 2,641,636 245 4,684,458 

＜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） 

4 429,622 

2. 主催者及び会場等が特定された出展等に係るもの 6 23,894 
3. 国外の研究機関等から技術供与等を受けるもの 1 10,586 
4. その他相手が特定されるもの（顧問弁護士、暗号用機器購入、国際デファクト団体加盟料） 3 5,774 
5. 設備（ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、ｿﾌﾄｳｪｱ）の購入・構築と不可分な関係にある改造、保守、運用支援等業務 1 4,988 
6. 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 4,586 
7. 法令の規定により明確に相手が特定されるもの（官報公告） 1 3,334 

合  計 18 482,785 

＜一者応札・応募の件数・金額＞       （単位：件、千円） 
応札 

(応募) 者 
一般競争入札 企画競争 公募（事前確認公募） 合計 

22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 
二者 
以上 

件数 103 102 37 20 0 0 140 122 
金額 1,369,470 3,078,857 108,253 34,843 0 0 1,477,723 3,113,700 

一者 
件数 11 15 1 1 85 89 97 105 
金額 302,824 672,154 19,950 19,425 296,821 396,394 619,594 1,087,973 

合計 
件数 114 117 38 21 85 89 237 227 
金額 1,672,294 3,751,011 128,203 54,268 296,821 396,394 2,097,317 4,201,673 

一者の 
割合 

件数 9.6％ 12.8％ 2.6％ 4.8％ 100.0％ 100.0％ 40.9％ 46.3％ 
金額 18.1％ 17.9％ 15.6％ 35.8％ 100.0％ 100.0％ 29.5％ 25.9％ 

（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、また、更な

る一般競争入札への移行を推進しています。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、「特に問題なし。随契、一者応札についても原因を究明し改善を図っている。」と

の評価を得ています。 
今後も入札・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。 
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