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業務の実績・効果の総括

・第２期中期目標（主務大臣）： 情報システム・ソフトウェアの信頼性、生産性を向上す
るためのソフトウェア・エンジニアリングの高度化に取り組む。

・第２期中期計画（IPA）： 推進すべき取組みを、以下の3本柱に重点化。
［取組み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

［取組み2］：地域・中小企業のためのシステム構築手法の提供
［取組み3］：海外有力機関との国際連携

・上記の中期計画の取組みごとに、第２期中期計画期間中に実施したすべての事業に
ついて、業務実績、普及・活用状況等の事業の効果をとりまとめ、以下に従って検証・
評価し、その結果を総括した（説明資料本文、一覧表を参照）。

１．「情報システムの信頼性の向上」に係る事業の総括

第２期中期計画期間における「情報システムの信頼性の向上」に係る業務の重点
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独立行政法人としてのIPA実施の妥当性

・IPA実施の妥当性について、民間事業者が実施した場合における比較の観点を勘案し、以下
の3つの基準を設定。すべての事業について、どの基準を満たすものであったのか評価。評価
結果を業務実績説明（本文中）に記載。今後の方向性と合わせて、一覧表を作成。

［民間では収集が困難な情報の収集が不可欠な事業］
①機微情報活用事業 ：企業秘密や機密性の高い情報の収集・分析が不可欠な事業
②ノウハウ集約事業 ：個別企業の経験やノウハウの収集・一般化が不可欠な事業

［政策的必要性］
③事業を開始した時点における政策的必要性に基づき実施したものであって民間では取組
みが進まない事業

・特に上記の複数の基準を満たした事業が、第２期中期計画における［取組み1］では、31事業
中11事業、［取組み2］では、7事業中3事業に上り、政策的必要性に基づき民間では取組みが
困難な取組みを実施する役割をIPAが担ってきたことを示している。



Copyright © 2012 独立行政法人情報処理推進機構 3

・これを踏まえ、すべての事業について、今後の方向性を以下の4つの類型に整理し、民間移管
するもの、事業を終了するもの、所要の見直しの上で次期中期計画期間において取り組むも
ののどれに該当するかを明記。業務実績説明（本文中）及び一覧表に記載。

・成果を民間移管するもの（40事業中16事業、（注））に関しては、現在、移管先となりうる民間団
体等と調整を進めている。

・特に、中期目標に従って所要の見直しを行った上で、次期中期計画期間において事業に取り
組むもの（40事業中10事業）については、本説明資料においても実績説明を記載（※本説明資
料の後半部分）。

注：40事業は[取組み1]、 [取組み2]、 [取組み3]の事業数の合計。「オープンソフトウェアの利用促進」は含まず。

今後の方向性

今後は、国民生活や社会基盤を支える重要インフラ分野や電子政府等における情報処理シス
テムの信頼性・安全性の向上に係る取組みに重点化を図る。
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第２期中期計画期間中の取組みの定量評価（経済効果）

・第２期中期計画期間中の取組みの経済効果に関して、定量評価を実施。
・情報システムの信頼性の向上に関する経済効果：一定の仮定の下、年間3,040億円～3,710億円
という試算結果。
・内訳をみると、組込み系分野で910～1,300億円、エンタプライズ系分野で2,130～2,410億円。
・本試算は、統計データの制約などから開発コストの削減効果に限定して試算したもの。社会基盤と
しての情報システムの信頼性の向上がもたらす便益は、産業界にとどまらず、幅広く社会全体に裨
益するものと考察。

情報システムの信頼性の向上に関する成果の経済効果（試算）
・本試算は、「ソフトウェア産業の実態把握
調査」等を活用して、一定の仮定を置い
た上で、IPAの情報システムの信頼性の
向上に関する成果の導入による開発コ
ストの削減効果を試算。

＜試算方法＞

「ソフトウェア産業の実態把握調査」等か
らソフトウェア開発費を推計し、平均的な
品質からソフトウェアエンジニアリングの
活用により高品質に改善した場合のコス
ト削減効果（8.0%）、「ソフトウェア産業の
実態把握調査」における成果物の導入
割合を乗じて算出。
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第２期中期計画期間中の取組みの定量評価（競争力強化に対する効果）

FP/人月

年度

日本のソフトウェア開発の生産性の推移
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・第２期中期計画期間中の取組みの競争力強化に対する効果に関して、定量評価を実施。「ソフト
ウェア開発データ白書」のデータを活用して試算。
・国際的な開発データを収集している、豪国の非営利団体ISBSGが公開している直近の2004年時
点で、日本と海外のソフトウェア開発の生産性（FP/人月）を比較すると、海外は7.8（FP/人月）に
対して、日本の生産性は13.9(FP/人月）と1.8倍高かった。
・ソフトウェア産業の競争力強化の取組みによる生産性向上：3年間で生産性（FP/人月）は年平均
54％の改善効果（2008～2011年度）。
・2004～2011年度の期間のプロジェクトの規模（中央値）は各々417（FP）、475（FP）であったこと
から、この7年間でプロジェクトの規模は14％増加。また、同期間の開発中に発生したバグの欠陥
密度（バグ1件が発生するFP数）は、各々333（FP/件）、345（FP/件）と増大していたことから、7年
間で信頼性は3％向上。
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【IPA実施の妥当性】
［民間では収集が困難な情報の収集が不可欠な事業］

①機微情報活用事業 ：企業秘密や機密性の高い情報の収集・分析が不可欠な事業
②ノウハウ集約事業 ：個別企業の経験やノウハウの収集・一般化が不可欠な事業

［政策的必要性］
③事業を開始した時点における政策的必要性に基づき実施したものであって民間では取組みが進まない事業

記載欄 ◎： 上記の①、②、③の3つが該当する事業
記載欄 ○： 上記の①、②、③のうち2つが該当する事業
記載欄 △： 上記の①、②、③のうち1つが該当する事業

【今後の方向性】
記載欄 ◎： 次期の中期計画期間において、中期目標に従って所要の見直しを行った上で事業に取り組むもの。

記載欄 Ⅰ： 移管先となる機関・団体において、必要に応じ改定等のメンテナンスまで可能となる成果については、
第２期中期計画期間をもって完全に民間移管。

記載欄 Ⅱ： 所要の改訂を行う必要性が極めて高く、かつ民間では対応が困難な企業秘密扱いの情報収集・分析
が不可避な成果については、改定業務を除き普及促進を民間移管するもの。

記載欄 Ⅲ： 当初の事業目的を達成したため、第２期中期計画期間をもって事業を終了するもの。

SECが第２期中期計画期間中に実施した各々の事業について、「IPA実施の妥当性」の分
類と「今後の方向性」を以下の基準に基づいて評価した。

２．「情報システムの信頼性向上」に係る事業評価結果に基づく今後の方向性
（１）IPA実施の妥当性・今後の方向性の分類方法
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事業内容 IPA実施の妥当性 今後の方向性
移管先

（今後の方向性Ⅰ、Ⅱの場合）

「ソフトウェア産業の実態把握に関する調査」 ○ （①,③） Ⅲ

①重要インフラ情報システムの高信頼性対策 ◎ （①,②,③) ◎

②情報システム信頼性自己診断ツール △ （③） Ⅲ

③重要インフラ情報システムの構築における指針案策定 ○ （②,③） ◎

④情報システム障害防止のための組織的なマネジメント調査 ◎ （①,②,③) ◎

①非機能要件記述とアーキテクチャ記述ガイドの策定 △ （③） Ⅲ

②非機能要求グレードの策定 △ （③） Ⅰ 民間団体と調整中

③非機能要求グレード活用事例収集 △ （③） Ⅰ 民間団体と調整中

④非機能要求グレードの研修用教材の策定 △ （③） Ⅰ 民間団体と調整中

①形式手法適用海外事例調査 △ （③） Ⅲ

②形式手法適用実証実験 ◎ （①,②,③) Ⅲ

③形式手法教材作成・普及啓発 △ （③） Ⅲ

④形式手法日本語仕様作成ガイド（仮称）の策定 △ （③） Ⅲ

⑤モデルベース開発技術の取組み △ （③） Ⅲ

①第三者による説明力強化フレームワークの構築に向けた検討実施 △ （③） ◎

②第三者による説明力強化フレームワークの構築に向けた規程類整備 △ （③） ◎

③模擬実験 △ （③） Ⅲ

①組込みソフトウェア開発の品質・信頼性確保のためのガイド等の策定 ◎ （①,②,③) Ⅲ

②自動車分野でのIPA/SEC成果の実証実験と普及展開 ◎ （①,②,③) Ⅲ

③ETSSの普及・推進 △ （③） Ⅰ 一般社団法人組込みスキルマネージメント協会（SMA）

④ESCRトレーナー養成用教材の整備 △ （③） Ⅰ オープンライセンスで公開

⑤ESPR、ESMRトレーナー養成用教材の整備 △ （③） Ⅰ オープンライセンスで公開

①プロセス改善アセスメントモデル「SPEAK-IPA」の整備 ○ （②,③） Ⅱ 民間団体と調整中

②SPEAK-IPA準アセッサ育成 △ （③） Ⅱ 民間団体と調整中

③自律的プロセス改善手法「SPINA³CH 自律改善メソッド」の策定・普及促進 △ （③） Ⅱ 民間団体と調整中

④共通フレームの改訂 ○ （②,③） Ⅱ 民間団体と調整中

「情報システムの信頼性の向上」に係る事業実績と評価について

（1-3）上流工程での高信頼化技術促進事業

（1-2）信頼性・性能・保守性といった非機能要求の見える化事業

（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

（1-1）重要インフラ情報システムの信頼性向上事業

（1-6）ソフトウェア開発プロセスの改善強化事業

（1-5）組込みシステムの信頼性向上事業

（1-4）ソフトウェアの信頼性に関する第三者による説明力の強化事業

7
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【「情報システムの信頼性の向上」に係る事業の位置付け】

◎ は次期中期計画において所要の見直しを行った上で事業に取り組むもの

Ⅰ は第２期中期計画期間をもって完全民間移管するもの

Ⅱ は改訂業務（改訂の必要性が極めて高くかつ企業秘の情報収集・分析が不可避）を除き普及促進を民間移管するもの

Ⅲ は事業目的を達成したため第２期中期計画期間をもって終了するもの

ﾍﾞﾝﾀﾞ・ﾚﾍﾞﾙ

ﾕｰｻﾞ・ﾚﾍﾞﾙ

（2-2）地域・中小企業における超上流工程の取組み強化事業【Ⅱ】

企
業
・業
界
レ
ベ
ル
か
ら
ユ
ー
ザ
レ
ベ
ル
へ

競争力強化から安全性・信頼性向上へ

競争力強化から
安全性・信頼性向上へ

対象

重点

（1-3）上流工程での高信頼化技術
促進事業【Ⅲ】

（1-7）ビジネスの環境の変化への迅速な
対応事業【Ⅲ】

（３）海外有力機関等と
の国際連携【◎】

（1-1）重要インフラ情報システムの
信頼性向上事業【◎】

（1-6）ソフトウェア開発プロセスの改善強化事業【Ⅱ】

（2-1）定量データに基づくプロジェクト管理促進事業【◎】

（1-10）Rubyの国際標準化事業【Ⅰ】

（１）ソフトウェア実態把握に関する調査【Ⅲ】

（1-8）文字情報基盤整備事業【◎】

（1-5）組込みシステムの信頼性向上【Ⅰ，Ⅲ】

（1-4）ソフトウェアの信頼性に関する
第三者による説明力の強化事業【◎】

（2-3）ITサービス継続計画

（IT-BCP）の導入促進事業【Ⅱ】

（1-9）技術参照モデル（TRM）の整備
事業【◎】

（1-2）信頼性・性能・保守性といった非機能要件の見える化事業【Ⅰ，Ⅲ】
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◇第２期中期実績
●国際標準に適合したプロセス改善手法「SPEAK-IPA」の実証実験を踏まえた改善点を反映した「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ｰIPA版（SPEAK-IPA）」を公開（平成23年3月）。

●ベストプラクティスを収集し、「プロセス改善セミナー 事例紹介～ベストプラクティスワークショップ編～」として発行（

平成24年4月）。

（活動の背景と目的）大企業を中心に、プロセスアセスメントモデルの一つであるCMMI（Capability Maturity Model
Integration）を用いたソフトウェア開発のアセスメント（診断）を実施し、ソフトウェア開発の進め方（プロセス）の改善が
実施されてきたが、多くのコストが掛かり、資金や人的資産にゆとりのある企業以外は実施することが困難。そこで、ソ

フトウェア品質向上を目標とした負担の少ないプロセス改善の手法を提供する取組みを実施。

（ISO/IEC 15504-4でのプロセス改善サイクル）

（２）改訂業務を除き普及促進を民間移管する事業の例
（1-6）ソフトウェア開発プロセスの改善強化事業
＜プロセス改善アセスメントモデル「SPEAK-IPA」の整備＞

民間による
普及促進
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◇第2期中期実績
●平成19年10月に発行した「共通フレーム2007（第1版）」にソフトウェア保守プロセス関連等の最新の国際規格を反
映させ、第2版を発行（平成21年10月）。

●国際標準規格及びJIS規格の改訂を踏まえ、「共通フレーム2013」発行に向けた改訂作業を今年度実施中。

（活動の背景と目的）国際標準に準拠した共通の物差し（プロセスの定義、用語の統一等）である「共通フレーム」を調

達仕様等の記述に用いてシステム仕様を明確化することにより、事業者間の用語の違いによるトラブルが防止され、

信頼性向上を促進する。国際標準（ISO/IEC12207）に準拠した上で、情報システムの信頼性向上のカギとなる上流
工程の要件定義プロセスについては、我が国のIT業界での経験・ノウハウを取り入れて、「共通フレーム」の改訂を実
施。

＜共通フレーム2007（第2版）改訂の流れ＞

＜共通フレーム2007（第2版）のプロセス体系＞

平成21年10月発行

（1-6）ソフトウェア開発プロセスの改善強化事業
＜共通フレームの改訂＞
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（活動の背景と目的）組込みシステムは、自動車、産業機械などあらゆる製品に内蔵され、製品の付加価値の源泉と

なる一方、ソフトウェアの不具合が重大事故につながる恐れが増大。組込みシステムの開発現場では、開発プロセス

標準がない、品質管理のための指標が未整備など、信頼性向上のための環境整備は喫緊の課題。そこで、第１期中

期計画を継続して、民間では困難な開発工程での様々な事例の収集・整理に基づき、組込みソフトウェア開発の品質

・信頼性確保のためのガイド等の策定を実施し、「V字開発モデル」の全領域をカバーするガイド整備を完了。

◇第２期中期実績
●IPAの公的な検討の場に限っての利用という条件の下、部会委員メンバー企業から、社内でも一部の関係者しか共
有されない設計、品質管理、テスト工程等の情報を収集し、抽象化した上で、中小企業でも活用できるガイドとして

発行。

平成24年11月発行平成24年11月発行

平成22年11月発行 平成23年11月発行

平成24年9月発行

平成20年12月発行

＜組込みソフトウェア開発工程におけるガイドの位置づけ＞

（３）当初の事業目的を達成したため、第２期中期計画をもって終了する事業の例

（1-5）組込みシステムの信頼性向上事業
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（活動の背景と目的）物流、金融、交通、エネルギー分野などの重要インフラでは、IT障害の発生により社会に大きな
影響が及ぶため、国民が安心して利用できるITへの要求が増大。そこで、情報システムの信頼性向上の取組みを重
要課題と位置づけ、障害事例の分析や指針策定等を実施。

◇第２期中期実績
● 「重要インフラ情報システム信頼性研究会」において、再発防止、拡大防止に向けたシステム障害事例（約100件）
を分析し、報告書を公開（平成21年4月）。

●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と目標管理のための指針案を策定（平成23年3月）。
●平成17年～20年に発生した障害事例119件の収集・分析を踏まえて、信頼性向上対策のとりまとめ（平成23年3月） 。
●中小企業等が自社の取組み及び組織の点検・改善ができるように「障害管理フレームワーク」を策定し、「障害管理

の取組みに関する報告書」として公開（平成24年11月）。

＜障害管理における経営レベルのガバナンスと
情報システムレベルのマネジメントの概念図＞

＜IPAが提案する重要インフラ情報システムの信頼性向上のフレームワーク＞

（４）次期中期計画において、所要の見直しを行った上で、取り組む事業の概要

（1-1）重要インフラ情報システムの信頼性向上事業
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（活動の背景と目的） ソフトウェアの機能安全への要求が国際的に高まる中、米国における自動車のリコール問題を

契機に、経済産業省産業構造審議会において、第三者検証によるソフトウェアの信頼性の見える化の促進の重要性

が示された（平成22年3月）。これを受けて、製品・サービスの提供者ではない第三者が、ソフトウェアが正しく作られて
いるかを確認・評価し、利用者に理解できる形で情報提供するフレームワークの検討及び実証を行う取組みを実施。

◇第２期中期実績
●パブリックコメントを経て、「ソフトウェアの品質説明力強化のための制度フレームワークに関する提案（中間報告書）」

を公開（平成23年9月）。
●フレームワークを詳細化するとともに、関係規程・規則、監査基準、監査実務ガイドライン、認定制度規程などの調

査報告書を公開（平成24年11月）。

＜ソフトウェアの品質説明力強化のための制度フレームワークの枠組み＞

（1-4）ソフトウェアの信頼性に関する第三者による説明力の強化事業
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（活動の背景と目的）電子行政システムで必要となる人名漢字等約6万文字の漢字のうち、JIS及びISOで標準化され
たコードが付与された漢字は約1万字に過ぎず、残る約5万文字については自治体等が個別にコードを振って使用し
ている状況である。コードの不統一は、システム開発効率の低下、開発・運用コストの上昇、システム信頼性低下を招

き、東日本大震災の際には緊急に必要となった業務バックアップやシステム連携において深刻な障害となった。この

問題を解決するために、文字情報一覧表、文字フォントの開発及び国際標準化への取組みを実施。

◇第２期中期実績
●約1万文字を収録したIPAフォント（明朝、ゴシック）を公開(平成21年4月）。
●文化庁による新常用漢字表検討における新字体作成作業にIPAが協力。IPAフォントで作成された常用漢字表を、
内閣より告示（平成22年11月）。

●約6万字を収録したIPAmj明朝フォントと文字情報一覧表を公開(平成23年10月）。国際標準化作業を開始。

2012/6 2013年度 2014年度

2012年10月、ISOへ1900文字を新規提案

2015年度以降

ISOによる標準
化作業（第5次）

異体字コードの付与

文字情報基盤、標準化未了文字（約7000字）の標準化計画

約500文字完了

約4500文字完了

全符号化
完了

ISOによる標準化作業（第6次）

ISOで現在作業中の標準化作業（第5次)が完了

提案準
備作業

約
5000

文
字

約
2000 文

字

住民基本台帳ネットワーク
システム統一文字（漢字19563字）
多くの住民が氏名に使う文字を整理

常用漢字（2136字）
法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、
一般の社会生活において、現代の国語を
書き表す場合の漢字使用の目安を示す。
（個々人の表記にまで及ぼそうとするものではい。）

JIS漢字コード（10050字）
実用上の情報交換の必要性から、出現頻度などを元
に文字を選定 (JIS X 0213:2004)

戸籍統一文字（漢字55270字）
戸籍のオンライン手続に使用することを目的
として整理した文字（辞書をベースに整理）

・・・

・・・

・
・
・

文字情報基盤
電子行政に不可欠な戸
籍統一文字、住民基本
台帳ネットワーク統一
文字を包含する、約6万
文字を収録したフォント
(IPAmj明朝フォント）を
整備。

文字コードの対応関係
等をまとめた文字情報
一覧表とともに無償公
開。

電子行政システムの
・効率化
・低コスト化
・高信頼化
・オープンアクセス化

（1-8）文字情報基盤整備事業
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（活動の背景と目的）電子行政システムの構築に係る調達の公平化、効率化を支援するために、「情報システムに係

る政府調達の基本指針 」（平成19年3月）に沿った調達仕様を作成する際に、調達担当者の作業の効率化を図るた
めの「技術参照モデル（TRM）」の策定を実施。また、欧州委員会の類似の取組みとの間で協力関係を構築し、技術
評価の枠組みについて共同で検討。

◇第２期中期実績
●平成22年度より毎年改訂版を公開。改訂にあたっては模擬実験、アンケート調査、パブコメの結果を反映。
●欧州委員会情報科学総局と連携して、技術評価の枠組みについて検討し、TRMへ反映。欧州発行文書にも日本案
が反映（平成24年3月）。

模擬作業実験結果、アンケート結果等を踏まえたTRM改訂作業

情報システムに係る
政府調達の基本指針

情報システムに係る
相互運用性
フレームワーク

補完

平成19年3月

平成19年6月

技術参照モデル（TRM）
調達における仕様記述例
調達仕様作成の虎の巻

○相互運用性・信頼性の評価・認定に関する基準等の作成・改訂等について同様の取組を進める欧州委員会情報科学総局(*1)と
連携。

(*1)欧州委員会情報科学総局IDABC(Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens)部局。2010に、
IDABCは新組織ISA(Interoperability Solutions for European Public Administrations )に引き継がれた。

(*2) CAMSS : Common Assessment Method for Standards and Specifications, 情報システムの相互運用性を拡大するために優先して調達すべき標準を評価する手法を
検討するプロジェクト。

(*3) ECOSS : Evaluation Criteria for Open Standards and Specifications

CAMSS(*2)
Phase-1
原案作成

「オープンな標準」の評価
基準(ECOSS(*3))検討

TRM
作成

評価の試行、
基準改善

ECOSS決定

パ
ブ
コ
メ

発
行

評
価

パ
ブ
コ
メ

発
行

評
価

TRM
作成

TRM
作成

CAMSS Phase-1
最終案作成

評価の試行、基
準改善

CAMSS Phase-2
検討

日本
(IPA, METI)

欧州
（IDABC/ISA(*1)）

連携 連携 連携

評価

評価

相互認証

パ
ブ
コ
メ

技術のリス
トアップ

（1-9）技術参照モデル（TRM）の整備事業
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◇第２期中期実績
●民間では収集が困難な実際の開発プロジェクトデータを収集し、「ソフトウェア開発データ白書」として定期的に発行

（平成24年10月、平成22年10月、平成21年9月、平成20年8月）。
●「Web版プロジェクト診断支援ツール」のプロジェクトデータの更新、機能拡張を行い公開（平成21年9月）。
●簡易な分析が可能となる「スタンドアロン型プロジェクト診断支援ツール」を公開（平成21年9月）。
●ソフトウェア開発データ白書発行の都度、白書データをベンチマークとする「プロジェクト診断支援ツール」を更新。

（活動の背景と目的）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、定量データ（規模、工数、進捗、品質データ等）に基づく高価なプロジェクト管理ツール導入が難

しいのが実状。そこで、地域・中小企業におけるソフトウェア開発の信頼性向上の基盤となる環境整備の取組みとして

、国内企業27社との間で秘密保持契約を締結するとともに、IPA内に専用スペースを確保するなど、厳密なデータ管
理の下にデータの収集・分析を実施。

1,774942 1,418 2,056

2005 2006 20082007

2,327

2009 2010-2011

2,584

27企業、3,089プロジェクトのデータ

2012-2013メーカー系、ユーザ系、独立系の複数のベンダからデータを収集メーカー系、ユーザ系、独立系の複数のベンダからデータを収集
・モノサシとしての精度を高めていく精度を高めていく
・新たなモノサシや課題抽出の切り口を提案する切り口を提案する

（2-1）定量データに基づくプロジェクト管理促進事業
＜ソフトウェア開発データ白書、開発データ活用ツール＞


