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１．第２期中期計画期間中に実施した業務

以下では、第２期中期計画期間中に実施した業務について、業務実績と効果につ

いて総括する。各事業の総括に当たっては、各事業の成果の普及・活用状況、独立

行政法人としての IPA 実施の妥当性、各事業の今後の方向性等の観点から、当該事

業の検証・評価を記載する。

（i） 事業成果の普及・活用状況

各事業成果の「普及状況」は、成果物のダウンロード件数等を記載した。また、

「活用状況」は、「2011 年度ソフトウェア産業の実態把握に関する調査」（平成 23

年度実施）の結果に基づき、算出し記載した。

（ii） 独立行政法人としての IPA 実施の妥当性

IPA 実施の妥当性に関しては、次の 3 点を評価する基準として、以下のとおり

類型化して評価した。（※各事業の「IPA 実施の妥当性」欄には、以下の類型に

対応する記号を記載。）

［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

［類型１］ 記載欄 ◎： 上記の①、②、③の 3 つが該当する事業

［類型２］ 記載欄 ○： 上記の①、②、③のうち 2 つが該当する事業

［類型３］ 記載欄 △： 上記の①、②、③のうち 1 つが該当する事業

（iii） 各事業の今後の方向性

各事業の今後の方向性に関しては、以下のとおり類型化して評価した。（※各

事業の「今後の方向性」欄には、以下の類型に対応する記号を記載。）

［類型１］ 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。

［類型２］ 記載欄 Ⅰ： 移管先となる機関・団体において、必要に応じ改訂等の

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。

［類型３］ 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、改訂業務を除き普及促進を民間移管するもの。
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［類型４］ 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。

（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

IT は、我が国の国民生活・経済活動を支える社会基盤となっている。特に、情報シ

ステムは、情報通信、金融、交通、エネルギー分野など重要インフラでは、IT 障害の

発生により社会に大きな影響が及ぶ恐れがある。また、自動車、産業機械などあらゆ

る製品に内蔵される組込みシステムは、製品の付加価値の源泉となる一方、ソフトウ

ェアの不具合により重大事故につながる恐れがある（別紙１）。

こうした中、安心して利用できる IT への要求は格段に増大しており、第２期中期計

画では情報システムの信頼性向上への取組みを重要課題と位置づけ、民間では収

集困難な情報システムに関するデータを用いた分析に基づく各種指針の策定、対応

策のとりまとめを実施している。

特に、情報システムの信頼性向上の基礎であるソフトウェア開発やプロジェクト管

理の「見える化」に重点的に取り組み、とりわけ、ソフトウェア開発における問題の早

期発見・解決の重要なポイントとなる上流工程（注１）での取組みを強力に推進した。

（注１）ソフトウェア設計・開発の初期段階でシステムの要件定義や実装する機能の定義設

計を行う工程。上流工程での取組みが対象物の品質を大きく左右するとして重要視される

ようになった。

なお、情報システムの信頼性向上に係る成果物は、「世の中に認識してもらうべき

資料が多いが、目的の資料を探すのに手間がかかり、見つけるのが難しい」との意

見（平成 23 年度「100 者ヒアリング」）を踏まえ、ソフトウェア・エンジニアリング・センタ

ー（SEC）発足以後の全ての事業成果を様々な切り口で検索し、見つけた資料をダウ

ンロードできる「SWE iPedia」（平成 24 年 6 月サービス開始、（注２））を通じて、幅広い

活用を可能とするサービスを提供した。

（注２）「SWE iPedia」（IPA/SEC 成果の提供ツール）

アクセス件数 約 12 万件

※平成 24 年 6 月のサービス開始後 3 か月間

※IPA/SEC 成果のダウンロード数は前年同期比（7～9

月期）で約 2 割増加（約 17 万件→約 20 万件）

成果物登録件数 約 900 件

［ソフトウェア産業の実態及び IPA 成果の導入状況の把握］

個別企業のソフトウェア開発の動向や品質、コスト、納期に関する目標達成状況

等に関するソフトウェア産業の実態を把握し、政策の立案や実施の基礎データとする
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とともに、集計・分析結果を幅広く共有するため、政府（経済産業省）が平成 15 年度

から平成 22 年度まで、「組込みソフトウェア産業実態調査」を実施してきた。

本調査については、組込み企業のみならず、ベンダー企業、ユーザー企業も調査

対象に加えた上で、平成 23 年度より、IPA が実施している。

平成 23 年度の調査の実施に当たっては、4,000 社超に対して幅広く調査票を配布

し、365 社から回答を得た。本調査では、製品の不具合発生率、出荷後の不具合によ

る損失額、品質・コスト・納期（QCD）の目標達成状況、プロジェクト工数開発工程ごと

の要員数・開発期間の分布状況、国内外からの受託・委託の状況といった立ち入っ

た内容に関し詳細に情報収集を行うとともに、これらの内容に IPA の成果の導入状況

に関する項目を加え、業種横断的に調査（※ベンダー企業、組込み系企業に対する

回答記載項目は合計で 400 超、ユーザー企業に対しては 200 超となる大掛かりな調

査）を実施し、公開した（平成 24 年 4 月、（注３））。本調査については、企業における

IT システムの信頼性向上等に向けた継続的な基礎データの収集のため、平成 24 年

度も実施中。

（注３）「2011 年度 ソフトウェア産業の実態把握に関する調査」

調査票配布数 4,009 社

調査票回答数（有効回答数） 全体：365 社（361 社）

ベンダー企業：82 社（80 社）

ユーザー企業：113 社（111 社）

組込み系企業：170 社（170 社）

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：3,198 件（平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月公開

IPA 実施の妥当性 ○ （①,③）

今後の方向性 Ⅲ
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（別紙１） 過去の情報システムの障害による影響と原因（主要なもの）

情報システム障害内容 原因

2012 年 2 月 2 日 東京証券取引所株式売買シ

ステムのトラブル。午前 7時 38 分株式売買システ

ムで一部の相場情報が配信できない事象が発

生。午前9時からの当該銘柄について売買停止。

情報配信ゲートウェイサーバー8 台のうちの 1 台

で午前1時27分に発生したハードウェア障害によ

る予備系への切替処理が正常に完了していなか

ったことが原因。

2011 年 7 月 23 日 中国浙江省温州市での高速

鉄道追突事故。40 人死亡、負傷者多数。

列車運行センターのデータ収集装置のプログラ

ムソフトに設計上の重大な欠陥があったことが原

因。青信号の誤発信により、後続列車の自動停

止装置が作動しなかった。

2011 年 3 月 みずほ銀行システムのトラブル。

オンライン取引の開始が大幅に遅延。決済処理

が約 38 万件未処理。翌日以降、ATM サービス・

インターネットバンキングが停止。振込み約 94 万

件、給与振込み約 62 万件（総額 1,256 億円）が未

処理。

東日本大震災の義援金振込が集中し、夜間バッ

チ処理の一口座当たりの処理件数の上限値を超

えたことが原因。更に、前日の夜間バッチが完了

せず ATM 障害が発生。異常終了した夜間バッチ

処理の回復ができず、新たな取引も未処理となっ

た。

2011年 国内で医療情報システムの不具合によ

り、医師が登録した内容と異なる指示が出力。誤

注射 3 件、点滴事故 3 件、投薬誤り１件が発生。

医療情報システムへ処置内容の登録と発行とい

う 2 つの操作を、数秒から十数秒の短時間に実

施した場合に発生するプログラムのバグが原因。

2008 年 10 月 2 日 カンタス航空シンガポール発

オーストラリア、パース空港行きの便の飛行中の

急降下事故。74 人負傷。

コンピューター障害が発生したことで、自動操縦

システムが停止し、飛行データ・慣性基準システ

ムが迎え角の計算において、誤った数値データを

生成したことが原因。197m 機体が急降下した。

2007 年 10 月 12 日 首都圏自動改札機トラブル

により 4,378 台に障害発生 。

無効カードの情報 2 バイトが欠落していたことが

原因。

2000 年 11 月 パナマ国立ガン研究所での放射

線治療器トラブル。8 人死亡、20 人が過剰照射に

よる健康被害。

治療計画作成用ソフトウェアを技師が人為的に

誤操作したことで、照射する放射線量を誤って計

算したことが原因。

1985 年～1987 年 米国での放射線治療器

（Therac-25）のトラブルにより 6 人が大量の放射

線照射。

ソフトウェアを更新した際に、「今まで，事故は起

きていない」、「過剰照射など起こるはずがない」

というソフトウェアに対する過信から、テストにお

いてバグを取り除けなかったことが原因。
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(1-1) 重要インフラ情報システムの信頼性向上事業

システムトラブルにより社会に大きな影響が及ぶ恐れのある重要インフラ情報シ

ステムの信頼性向上のため、以下の取組みを実施。

①重要インフラ情報システムの高信頼性対策

ユーザー系企業 10 社を含む「重要インフラ情報システム信頼性研究会」を設置

し、システム障害対策について、再発防止、拡大防止に向けたシステム障害事例

（約 100 件）の分析に基づく対策のプロファイル化（類型化）とシステム企画・保守

運用段階で考慮すべき指標などを明確化した報告書を公表（平成 21 年 4 月、（注

４））。

（注４）「重要インフラ情報システム信頼性研究会報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：6,215 件 （平成 23 年度）

※平成 21 年 4 月公開

評価 ・重要インフラ情報システム信頼性研究会報告書で言

及している「システムプロファイリング」は、世の中で

十分広くは認知されていない（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

②情報システム信頼性自己診断ツール（第 1 版）

「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン第 2 版」(経済産業省、平成

21年3月公開）に準拠した「信頼性評価指標」に基づき、利用者が自社システムの

信頼性向上に関する取組み状況を客観的に評価することを支援する「情報システ

ム信頼性自己診断ツール（第 1 版）」を開発し、公開（平成 21 年 9 月、（注５））。

（注５）情報システム供給者と情報システム利用者を対象に、システム構築において安全

性・信頼性に関する作業の実施状況を診断し、診断結果を視覚的にも分かりやすく各回答

の得点を棒グラフで表示するとともに、全回答を 14 個の診断項目に配分しそれぞれを得

点率でレーダーチャートに表示。

③情報システム信頼性自己診断ツール（第 2 版）

セキュリティの強化やベンチマーク機能等の拡充を行い、「情報システム信頼

性自己診断ツール（第 2 版）」を公開（平成 22 年 3 月、（注６））。
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（注６）「情報システム信頼性自己診断ツール（第 2 版）」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：270 件 （平成 23 年度）

※平成 22 年 3 月公開

評価 ・自社で自己評価のため活用している（100 者ヒアリン

グ）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

④重要インフラ情報システムの構築における指針案策定

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策定（平成 23 年 3 月、（注７））。また、平成 17

年～20 年の間に実際に発生した障害事例を 119 件収集し、その障害原因の推定、

再発防止策を立て、信頼性向上対策としてとりまとめ（注８）。

（注７）「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～」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：4,281 件 （平成 23 年度）

＜成果の活用状況＞：

ベンダー企業：23％ （有効回答数 47 件）

ユーザー企業：13％ （有効回答数 90 件）

※平成 23 年 3 月公開

※「2011 年度 ソフトウェア産業の実態把握に関する調

査」において本成果を「導入した」または「参考にした」

と回答した割合。以下、同じ。

評価 ・重要インフラに関する取組みは、超上流のシステム

企画の端から目標を充足していって欲しい。上流へ

の重点シフトはよい方向（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 ◎

（注８）本ガイドブック中に「障害事例分析と障害再発防止策」を掲載。

⑤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

重要インフラ分野の代表的な事業者 7 社が運用する情報システムに関し、その

「障害管理」の取組みの事例を調査し、組織体制や共通点及び特徴的な点を整理

し、「情報システム障害の再発防止のための組織的マネジメント調査 WG 報告書」
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として公開（平成 24 年 4 月、（注９））。さらに、障害管理に関連した一連のプロセス

を国際標準に準拠したものにするとともに、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」として再構成し、「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、（注１０））。

（注９）「情報システム障害の再発防止のための組織的マネジメント調査 WG 報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：4,546 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月公開

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

（注１０）「障害管理の取組みに関する報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：―件

※平成 24 年 11 月公開

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

(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

国民生活に影響を及ぼし得るシステム障害の発生要因には、システムの本来の

機能以外の非機能要求の設定が適当でなかったことに起因するトラブルも多い（注

１１）。一方、非機能要求の社内標準を持っている企業（ユーザー及びベンダー企

業）は 17％にとどまる。こうした課題に対応するため、以下の取組みを実施。

（注１１）平成 18 年 12 月～21 年 3 月に起こったシステム障害の約 4 割（94 件のうち 40 件）

が非機能要求の設定に起因するトラブルであった（IPA 調べ）。

①非機能要件記述とアーキテクチャ記述ガイドの策定

非機能要件の精密な記述方法を中心とした検討を実施。「構造的な記述法と有

効性の実証」に取り組み、その成果を「非機能要件記述とアーキテクチャ記述ガイ

ド（概要編）」として公開（平成 21 年 3 月、（注１２））。さらに、アーキテクチャ設計を

行う手順の精緻化を図り、「非機能要求とアーキテクチャ分析 WG 報告書～非機

能要求記述とアーキテクチャの関係分析事例研究結果より～」を公開（平成 23 年

4 月、（注１３））。

（注１２）「非機能要件記述とアーキテクチャ記述ガイド（概要編）」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：651 件 （平成 23 年度）
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※平成 21 年 3 月公開

評価 ・社内ガイド等の作成に参考とした（100 者ヒアリン

グ）。

・社内報で紹介し、社内での活用を促している（有識者

アンケート）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

（注１３）「非機能要求とアーキテクチャ分析 WG 報告書～非機能要求記述とアーキテクチャの

関係分析事例研究結果より～」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：2,882 件 （平成 23 年度）

※平成 23 年 4 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

②非機能要求グレードの策定

社会的影響の大きさに応じて、情報システムに求める品質・信頼度に適した機

器構成やバックアップ頻度等の非機能要求を発注仕様書に記載することを提言し

た「非機能要求グレード利用ガイド」を公開（平成 22 年 4 月、（注１４））。

（注１４）「非機能要求グレード利用ガイド」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：20,253 件 （平成 23 年度）

10,242 件 （平成 24 年度上期）

＜成果の活用状況＞：

ベンダー企業：44％ （有効回答数 52 件）

ユーザー企業：18％ （有効回答数 89 件）

※平成 22 年 4 月公開

評価 ・少なくとも今まで非機能要求に関しては、国際標準、

国内標準と言えるものは見たことがなく、システムトラ

ブルが大きな社会的影響を及ぼすようになった昨今、

本成果がスタンダードとなれば、システムの評価やシ

ステム調達時の提案依頼書にも使用可能となり、国

内のシステム障害件数の削減につながるものと考え

る（有識者アンケート）。

・要求定義というプロジェクトステップにおいて、浅くまと

められがちな非機能要求について網羅されており、プ
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ロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダークラス

が自プロジェクトにおける非機能要求の抜け・漏れを

確認するために価値がある（有識者アンケート）。

・本成果を社内基準として活用し、非常に貢献している

（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

③非機能要求グレード活用事例収集

非機能要求グレードの有用な活用事例を 10 件収集し、具体的な活用方法を解

説した事例集として公開（平成 24 年 4 月、（注１５））。

（注１５）「非機能要求グレード活用事例集」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：1,813 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月公開

評価 ・活用事例集を提供しているので、実務の参考になる

（セミナーアンケート）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

④非機能要求グレードの研修用教材の策定

さらに普及を加速するため、「非機能要求グレードの研修用教材の策定」を今

年度実施中（注１６）。

（注１６）「非機能要求グレードの研修用教材の策定」

普及・活用状況 今年度実施中

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

(1-3) 上流工程での高信頼化技術促進事業

情報システムの信頼性向上のためには、「上流工程の品質向上の取組みが重

要なポイント」との SEC 審議委員会（外部有識者により構成）での助言を踏まえ、上

流工程の先進的な設計方法として再評価されている形式手法の普及促進のため、

以下の取組みを実施。
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①形式手法適用海外事例調査

豊富な形式手法の適用事例が存在する欧米を対象とした事例調査を実施し、

重要インフラ分野で形式手法を適用した 11 プロジェクトの適用目的、範囲、効果、

開発プロセス、使用ツール等をとりまとめ、「形式手法適用調査報告書」として公

開（平成 22 年 7 月、（注１７））。

（注１７）「形式手法適用調査報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：2,303 件 （平成 23 年度）

※平成 22 年 7 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

②形式手法適用実証実験

実際に開発され運用されている情報システムの外部設計書の検査に形式手法

を適用する実証実験を実施。55 件の指摘事項を検出し、うち 22 件については「設

計書の修正が必要」と評価（平成 23 年度、（注１８）、（注１９））。

（注１８）（株）東京証券取引所の協力により、様々な書類の授受を行うシステムに適用。東

証からは「外部設計書等の品質を向上させるための方策の一つとして、従来のレビューに

加えて形式手法を採用することは十分可能であると思われる」との高い評価を得た。

（注１9）「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」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：3,731 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月公開

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

③形式手法教材作成・普及啓発

管理者や実務者が形式手法の有用性への理解を深めるための研修教材を作

成し、3 都市（東京、名古屋、尼崎）で実証的な研修セミナーを実施。その結果を踏

まえ、「厳密な仕様記述を志すための形式手法教材」を公開（平成24年11月、（注

２０））。

（注２０）「厳密な仕様記述を志すための形式手法教材」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：―件

※平成 24 年 11 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）
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今後の方向性 Ⅲ

④形式手法日本語仕様作成ガイド（仮称）の策定

形式手法の論理的な記述法を取り入れた「日本語仕様作成ガイド（仮称）」の策

定を今年度実施中（注２１）。

（注２１）「日本語仕様作成ガイド（仮称）の策定」

普及・活用状況 今年度実施中

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

⑤モデルベース開発技術の取組み

システム開発の上流工程における高信頼設計や検証への取組みを強化し、設

計検証を実現するための有力な技術のひとつとして、モデルベース開発について

調査を実施し、報告書を公開（平成 24 年 3 月、（注２３）、（注２４））。

（注２３）国内企業における取組み状況やモデルベース開発ツール（設計支援ツール、検

証支援ツール）等に関する実態を調査・分析。モデルベース開発技術部会を設置し、シス

テム統合により発生する課題の抽出及びその解決手法の検討を進め、ユーザモデリング

技術と利活用技術を整理。

（注２４）「モデルベース設計検証技術者スキル体系化調査報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：383 件（平成 23 年度）

：528 件（平成 24 年度上期）

※平成 24 年 3 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 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

ソフトウェアの機能安全に関する国際的な要求の高まりや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（注２５）が、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を提示（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（ソフトウェア品質監査制度（仮称））の検討及び実証を行う以下の取組みを実

施。
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（注２５）情報経済分科会情報サービス・ソフトウェア小委員会

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

有識者や関係事業者の意見を集約するとともに、諸外国の制度等を参考にし

て、フレームワークの案をとりまとめ、パブリックコメントを経て中間報告書を公開

（平成 23 年 9 月、（注２６））。

（注２６）「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）」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：1,510 件（平成 23 年度）

※平成 23 年 9 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 ◎

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

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原案を作成し、公開（平成 24 年 11 月、（注２７））。

（注２7）「ソフトウェア品質監査制度部会活動報告書及び関連委託事業報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：―件

※平成 24 年 11 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 ◎

③模擬実験

フィージビリティ評価、コスト評価を目的とする 12 件の模擬実験を、今年度実施

（注２８）。

（注２８）「ソフトウェア品質監査制度（仮称）構築に向けての参考データ収集のための模擬実

験」

普及・活用状況 公開準備中

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

(1-5) 組込みシステムの信頼性向上事業
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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により重大事故につながる恐れが

ある。組込みシステムの信頼性向上については、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が喫緊の課題と

なっていた。このため、民間では収集困難な事例の整理に基づき、以下の取組み

を実施。

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

民間では収集困難な機密性の高い企業の現場の生データについて、部会活動

を通じて委員から収集し、組込みソフトウェア開発の品質・信頼性確保のためのガ

イド等を策定し（注２９）、その普及促進のためのセミナーを実施。

①－１： 「組込みソフトウェア開発向け品質作り込みガイド（ESQR）」の策定に当

たっては、有識者をメンバーとする部会（6 社、1 大学）を構成し、ソフトウェアの品

質を定量的に測るために必要なプロセス品質評価指標 12 種、プロダクト品質評価

指標 14 種とこれらを算出する基礎となる基礎指標 24 種についてメンバー企業より

事例を収集。

こうした事例は、各社において実際に利用している計算方法、許容誤差、利用

方法、基準値等を含み、特に基準値に関しては企業秘密であるため、IPA の公的

な検討の場に限っての利用という厳しい制限のもとに、社内でもごく一部の関係者

しか共有されることのない情報をガイド作成に活用。情報提供者の了解を得て、こ

うして収集した数値を製品に要求される品質要求レベルごとに平均をとった値にし

て参考値として掲載。

このように実際の現場における経験や事例情報を一般化して策定されたガイド

であることから、本成果はソフトウェア開発現場で有効に適用可能。

①－２： 「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 C++）［C++

言語版］」の策定に当たっては、有識者をメンバーとする部会（9 社）を構成し、部

会メンバーから各社内で採用している C++コーディング基準、基準を制定する際に

最も重要である基準として採用した理由（リスクと効果）に関して情報を収集。特に、

基準として採用した理由に関しては、社内品質基準と密接に関係するため企業秘

密扱いとされているため、IPA の公的な検討の場に限っての利用という厳しい制限

のもとに、社内でもごく一部の関係者しか共有されることのない情報をガイド作成

に活用し、一般化した上で情報提供者の了解を得て掲載。

①－３： 「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）」の策定に当たっては、有識者をメンバーとする部会（7社、1大学）を構成
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し、プロジェクト計画の妥当性を判断する際の指標提供に対する強い要請にこた

えるため、IPA の公的な検討の場に限っての利用という厳しい制限のもとに、部会

メンバーから各社内で採用している人件費・生産性等のリソース見積基準に関す

る事例を収集し、平均的な数値を算出した上で、情報提供者の了解を得て掲載。

①－４： 「組込みソフトウェア向け設計ガイド（ESDR）［事例編］」の策定に当たって

は、有識者をメンバーとする部会（10 社）を構成し、設計事例として部会メンバーか

ら、成功事例 64 件、失敗事例 5 件、改善事例 19 件の詳細情報を収集し、これ

らの情報を設計ノウハウとして抽象化した上で、74 件の設計作法として 4 つのカテ

ゴリーをとりまとめ。各メンバー企業から収集した情報は、具体的な製品開発の中

で設計されたもので、課題、目的、効果、留意点、設計内容等から構成されており、

企業秘密扱いとなっているが、IPA の公的な検討の場に限っての利用、抽象化し

た上での掲載、製品名等固有情報の非開示という厳しい制限のもとに提供。

①－５： 「組込みソフトウェア開発における品質向上の勧め［テスト編～事例集

～］」の策定に当たっては、有識者をメンバーとする部会（9 社）を構成し、各部会メ

ンバーから、テストの役割（テストの実施方法、考え方等）、テストの限界（効率的

なテスト方法等）、基準値･目標値･終了条件などを含む 36 件の事例を収集し、一

般化してとりまとめ。収集した情報は企業秘密扱いとなっているため、IPA の公的

な検討の場に限っての利用、抽象化した上での掲載、製品名等固有情報の非開

示という厳しい制限のもとに提供。

（注３０）「組込みソフトウェア開発向け品質作り込みガイド（ESQR）」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：2,346 件 （平成 23 年度）

（注２９）組込みシステムの信頼性向上に関する成果実績

・組込みソフトウェア開発向け品質作り込みガイド（ESQR）(注３０) 平成 20 年 12 月発行

・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 C++）［C++言語版］(注３１)

平成 22 年 11 月発行

・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）(注３２)

平成 23 年 11 月発行

・【改訂版】組込みソフトウェア開発向け品質作り込みガイド（ESQR）(注３３)

平成 24 年 9 月発行

・組込みソフトウェア向け設計ガイド（ESDR）［事例編］(注３４) 平成 24 年 11 月発行

・組込みソフトウェア開発における品質向上の勧め［テスト編～事例集～］(注３５)

平成 24 年 11 月発行
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＜成果の活用状況＞：

組込み系企業：32.2％ （有効回答数 149 件）

※平成 20 年 12 月発行

評価 ・具体的な参考指標が示されており、本成果の適用に

おける考え方を理解しやすい（100 者ヒアリング）。

・組込み、という面で特化された形では利用していない

が、共通的な品質管理の考え方として参照し、全社標

準化や教育テキストにも流用している（有識者アンケ

ート）。

・プロジェクトマネージャーがレビューやテストに対して

基本的な確認と抜けが無いかをチェックするガイドと

して効果がある（有識者アンケート）。

・本成果で示している目標値設定はしているが、他社

に比べてどうなのかについて、自社の目標値の良し

悪しを知りたい。他社と比較できるようになるなら、自

社のデータを出してもよい（100 者ヒアリング）。

・品質の標準値をベンチマークするために利用してい

る。継続して、品質指標値を提供してほしい（100 者ヒ

アリング）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

（注３１）「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 C++）［C++言語版］」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：2,360 件 （平成 23 年度）

＜成果の活用状況＞：

組込み系企業：42.7％ （有効回答数 150 件）

※平成 22 年 11 月発行

評価 ・C 言語、C++など時代の流れにマッチしたコーディング

作法を提供する事は標準化という流れを作る一助に

なったと評価している（有識者アンケート）。

・ソフトウェアコーディングガイドラインを、国際的なソフ

トウェア設計標準規格である MISRA-C 及び ESCR を

ベースとして策定している（有識者アンケート）。

・社内のコーディング規約作成の参考として活用した

（有識者アンケート）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）
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今後の方向性 Ⅲ

（注３２）「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）」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：3,979 件 （平成 23 年度）

＜成果の活用状況＞：

組込み系企業：21％ （有効回答数 147 件）

※平成 23 年 11 月発行

評価 ・プロジェクトマネジメントを適切に実施するためには、

QCD を守るための計画が必要であり、目標値をきち

んと決め、そこに近づくための技術を培うためのガイ

ドとして本成果は有用である（有識者アンケート）。

・標準ガイドとして活用している（有識者アンケート）。

・本成果を適用した事例とその効果が知りたい（100 者

ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

（注３３）「【改訂版】組込みソフトウェア開発向け品質作り込みガイド（ESQR）」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：459 件 （平成 24 年度上期）

＜成果の活用状況＞：

組込み系企業：32.2％ （有効回答数 149 件）

※平成 24 年 9 月発行

評価 （注３０）の「組込みソフトウェア開発向け品質作り込み

ガイド（ESQR）」に記載

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

（注３４）「組込みソフトウェア向け設計ガイド（ESDR）［事例編］」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：―

＜成果の活用状況＞：―

※平成 24 年 11 月発行

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

（注３５）「組込みソフトウェア開発における品質向上の勧め［テスト編～事例集～］」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：―
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＜成果の活用状況＞：―

※平成 24 年 11 月発行

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

②自動車分野での IPA/SEC 成果の実証実験と普及展開（注３６）

次世代車載ソフトウェア開発プロジェクト（JASPAR プロジェクト、（注３７））にお

いて、実際の基本設計工程とシステム設計工程に IPA/SEC 成果(注３８)を適用

する実証実験を実施し、有効性を確認（平成 20 年度）。JASPAR プロジェクトにお

ける車載用共通基盤ソフトウェアの共同開発において、標準的な開発手法として

IPA/SEC 成果を採用（平成 21 年度、（注３９））。

（注３６）「自動車分野での IPA/SEC 成果の実証実験と普及展開」

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

（注３７）JASPAR（Japan Automotive Software Platform Architecture）プロジェクトは、経済

産業省と国内自動車業者が共同で進めた「次世代車載ソフト開発プロジェクト」。約 30 社

に及ぶ自動車関連メーカから 100 人以上の技術者がプロジェクトに参加。

（注３８）組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド（ESPR）、組込みソフトウェア向けプロ

ジェクトマネジメントガイド［計画書編］（ESMR）

（注３９）異なる開発手法を身につけた技術者の共同開発プロジェクトでは、作業内容や管

理指標等の統一が必要であり、組込みソフトウェア開発技術ガイド（ESPR、ESMR）を標準

として採用することにより、統一的なプロジェクト管理を実現した。

③ETSS の普及・推進

ETSS の普及・推進のために、導入推進者向けのガイド及び概説書を作成し、

公開（平成 20 年度・平成 21 年度、（注４０）、（注４１））。また、ETSS の普及を目的

として民間主体による「一般社団法人組込みスキルマネージメント協会（SMA）」が

設立（平成 21 年 7 月）されたことを受け、同協会との役割分担を行うとともに、その

活動を支援。支援に際して、ETSS 導入推進のための教材を開発し、JASPAR の

プロジェクトで実証実験を実施し、ETSS 導入により技術者のプロジェクト実施前後

の技術力向上及びスキル診断精度向上に効果があることを確認（平成 21 年度、

（注４２））。

（注４０）「組込みスキル標準 ETSS 導入推進者向けガイド」
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普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：824 件 （平成 23 年度）

＜成果の活用状況＞：―

※平成 20 年 11 月発行

評価 ETSS の評価について記載

・組込み技術者のスキルレベルを数値化し評価する標

準的な方法は、ETSS しかなく、弊社のスキル測定に

おいても本基準を使って、年１回技術者のスキルを測

定している（有識者アンケート）。

・ソフトウェア技術者のスキル・キャリアモデルとして利

用している（有識者アンケート）。

・標準化された組込み技術によって業界内の人材が流

動的になる、など様々な効果を及ぼしたと評価してい

る（有識者アンケート）。

・標準的ものさしとして外部（お客様）への提示指標に

も利用した（有識者アンケート）。

・社内標準作成の際に参考として活用している。リファ

レンスとしては非常に有効である（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

（注４１）「組込みスキル標準 ETSS 概説書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：1,034 件 （平成 23 年度）

＜成果の活用状況＞：―

※平成 21 年 11 月発行

評価 （注４０）の「組込みスキル標準 ETSS 導入推進者向け

ガイド」に記載

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

（注４２）「SEC journal ETSS 特集号 JASPAR・国プロ推進 WG における ETSS の導入」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：661 件 （平成 23 年度）

※平成 21 年 4 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ



23 
 

④ESCR トレーナー養成用教材の整備

企業・教育機関等において、民間トレーナーによる ESCR の自律的な普及を図

るため、ESCR トレーナーズトレーニング教材を作成し、オープンライセンスで公開

（平成 24 年 9 月、（注４３）、（注４４））。企業・教員向けのトレーナー養成セミナーを

開催（注４５）。

（注４３）「ESCR トレーナーズトレーニング教材」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：56 件 （平成 24 年度）

※平成 24 年 9 月公開

評価 ・組込みソフトウェア開発の品質・信頼性確保のための

ガイドの普及を考えると、導入しようと考えている企業

の中に入り込んでコンサルテーションをやらなければ

広まらない。そういう意味では、トレーナーズトレーニ

ングにより、コンサルテーションができる人が育ってく

れることを期待する（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

（注４４）国内外の企業 5 社が、ESCR に準拠しているかどうかを検査するツール製品を販

売するなど、商業ベースでの民間移管も進展している。

（注４５）既にトレーナー養成セミナーを受講した修了者が講師として、広島市立大学にて

自律的に ESCR セミナーを開催している（平成 24 年 8 月）。

⑤ESPR、ESMR トレーナー養成用教材の整備

組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド（ESPR）のトレーナーズトレーニング

教材を平成 24 年度に作成（注４６）。また、組込みソフトウェア向けプロジェクトマネ

ジメントガイド［計画書編］（ESMR）のトレーナーズトレーニング教材を平成 24 年度

中に作成予定（注４７）。

（注４６）「ESPR トレーナーズトレーニング教材」

普及・活用状況 公開準備中

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

（注４７）「ESMR トレーナーズトレーニング教材」

普及・活用状況 今年度実施中
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IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

(1-6) ソフトウェア開発プロセスの改善強化事業

近年、多くの企業では、プロセスアセスメントモデルの一つである CMMI（注４８）

を用いたソフトウェア開発のアセスメント（診断）を行い、その結果に基づいて仕事

（プロセス)の改善を進める方策が実施されてきたが、その導入・アセスメントの実施

には、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。中小企業におけるソフトウェア（製品）品質の安定・向上を達成すべく

仕事のやり方を工夫する取組みを提供し、コスト削減、納期短縮などを効果的に実

現するために、以下の取組みを実施。

（注４８）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（CMU/SEI）が開

発したプロセスの成熟度を評価するための指標。実務レベルの指標として組織や企業の

ソフトウェアプロセスの成熟度を示すことができ、組織のソフトウェア開発などの能力を向

上させたり、能力を客観的に判断するための指標として利用されている。

①プロセス改善アセスメントモデル「SPEAK-IPA（注４９）」の整備

国際標準に適合したプロセス改善手法「SPEAK-IPA」の実証実験及び改良検

討を行い、その結果を反映した「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 IPA 版（SPEAK-IPA）」を公開（平成 23 年 3 月、（注５０））。

また、プロセス改善の普及のためのセミナーを実施し、これまでにセミナーで紹

介してきたベストプラクティスの概要を取りまとめ、「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、（注５１））。

（注４９）SPEAK－IPA(Software Process Evaluation & Assessment Kit IPA)：モデルベース

のプロセス改善を推進しようとしたときの活用を目的としたアセスメントモデル。

（ 注５ ０） 「 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

(SPEAK-IPA)」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：658 件 （平成 23 年度）

※平成 23 年 3 月公開

評価 ・プロセス参照モデルベースが国際標準規格なので、

共通フレームを採用している社内でのプロセス評価に

使えるか検討している（100 者ヒアリング）。

・グローバルスタンダードに向けたアピールが足りな

い。SPEAK－IPA は国際標準規格に沿っているなど、
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もっと表に出してほしい（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅱ

（注５１）「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～」

普及・活用状況 ＜配布件数＞：1,557 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月発行

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅱ

②SPEAK-IPA 準アセッサ育成

平成 22 年度に改訂した「プロセス改善アセスメントモデル SPEAK-IPA」を用い

た「プロセス改善推進者及びアセッサ育成ガイド（案）」を作成し、企業を対象に 3

回の実証実験を実施し、報告書を公開（注５２）。実証実験の結果を踏まえて、「プ

ロセス改善推進者、アセッサ教育教材」を作成し、SPEAK-IPA 準アセッサ育成セミ

ナーを 2 回実施（平成 24 年度）。

（注５２）「SPEAK-IPA アセスメント手順の有効性評価報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：503 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月公開

評価 ・改訂された SPEAK-IPA のアセスメントは網羅的・客

観的にプロセスの強み、弱み、リスクを明らかにして

おり有効であったと評価（有効性評価報告書）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ

③自律的プロセス改善手法「SPINA3CH 自律改善メソッド（（注５３）、（注５４））」の

策定・普及促進

中小企業・組織においても国際規格に適合したプロセス評価・改善活動を推進

するため、軽量プロセス改善手法であるプロセス改善導入推進者向け教材を作成

するとともに、実証実験を実施し、得られた知見を盛り込んだ「SPINACH 自律改善

メソッド利用ガイド」を作成（平成 23 年 3 月）。

平成 22 年度に作成した「SPINACH 自律改善メソッド利用ガイド」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、

「SPINA3CH 自律改善メソッド」として公開（平成 23 年 7 月）し、普及のためのセミナ

ー及びワークショップを開催。また、平成 23 年度に公開した「SPINA3CH 自律改善
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メソッド」について、企業を対象に 3 回の適用実験を実施し、報告書を公開（平成

24 年 9 月、（注５５））。

（注５３）SPINA3CH自律改善メソッド：ソフトウェアの開発プロセスに問題意識を持つ技術者

向けに、改善活動に役立つヒント等を盛り込んだツール類をとりまとめたプロセス改善の

手法。

（注５４）「SPINA³CH 自律改善メソッド」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：15,956 件 （平成 23 年度）

※平成 23 年 7 月公開

評価 ・開発プロセスのみでなく日々業務における業務プロセ

スの自律改善にも利用でき、プロセスの問題点の「見

える化」から「改善」への最適なツールである（有識者

アンケート）。

・プロセス改善の初心者にも分かりやすく、使いやすい

（使い方のセミナーも受けているので使いやすい）。成

果が期待できる（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ

（注５５）「自律的プロセス改善手法有効性評価報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：176 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 9 月公開

評価 ・問題点が例示されており、問題の発見と因果関係分

析に取り掛かりやすく、改善策の事例も提示されてお

り、改善策を検討する際の参考になるという評価（有

効性評価報告書）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ

④共通フレームの改訂

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が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、情報システムの信頼性向上を

促進。
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平成 19 年 10 月に発行された「共通フレーム 2007（第 1 版）」にソフトウェア保守

プロセス関連等の国際規格発行状況等を踏まえた最新情報を反映させた第 2 版

を発行（平成 21 年 10 月、（注５６））。

「共通フレーム」は国際標準（ISO/IEC12207）規格を包含するものであるが、特に

情報システムの信頼性の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、我が国の産業界での必要性に鑑み日本独自の考え方に基づき IT 業での経

験・ノウハウを取り入れて追加。併せて、国際標準策定に向け取り組み中。

さらに、国際標準規格発行状況及び 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。運用プロセスを重視し、運用を重

視した開発が可能となるようタスクやガイドを更新。特に多くの企業が導入してい

るサービス運用（ISO/IEC20000）を参照可能とするサービスマネジメントプロセス

を新設。

（注５６）「共通フレーム 2007 第 2 版」

普及・活用状況 ＜販売件数＞：875 件 （平成 23 年度）

※平成 21 年 10 月公開

評価 ・裁判等の司法の場において、ソフトウェア開発関連の

紛争解決の材料として本成果を活用している（有識者

アンケート）。

・社内の開発プロセス標準と共通フレームの突き合わ

せを行い、抜け漏れ確認を行い改善に役立てている

（有識者アンケート）。

・共通フレームの発行後、共通フレームベースに社内

標準を見直し、品質向上と開発の効率化に取り組ん

でいる（有識者アンケート）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅱ

(1-7) ビジネス環境の変化への迅速な対応事業

従来の多くの情報システム開発、特に規模の大きなプロジェクトにおいて、「ウォ

ーターフォール型開発」が用いられてきたが、この開発手法の場合、開発前に要件

を確定させることが前提となっており、要件の変化への対応が難しい。少人数の規

模の小さい開発プロジェクトやウェブサービスなどの一部のビジネスモデルでの適

用に限られていたアジャイル型開発をはじめとする「非ウォーターフォール型開発」

及び変化に柔軟に対応できる情報システム構築技術について、以下の取組みを実

施。
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①非ウォーターフォール型開発の適用促進

「非ウォーターフォール型開発 WG」を設置し、アジャイル型開発等の新たな開

発手法の適用領域や成功・失敗事例の調査結果から適用促進のための課題（経

営層の理解、契約方式、人材）を検討し、従来の開発手法に馴染んだ技術者が非

ウォーターフォール型開発を採用する際の留意点等をとりまとめ、「非ウォーターフ

ォール型開発調査報告書」として公開（平成 22 年 4 月、（注５７））。

（注５７）「非ウォーターフォール型開発調査報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：4,103 件 （平成 23 年度）

※平成 22 年 4 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

②アジャイル型開発手法の適用事例収集

中・大規模システムへのアジャイル型開発手法の適用事例調査を行い、適用

上の工夫点を明らかにして、「非ウォーターフォール型開発の普及要因と適用領

域の拡大に関する調査報告書」として、国内の中・大規模プロジェクト事例編、海

外における普及要因編を公開（平成 24 年 3 月、平成 24 年 6 月、（注５８））。

（注５８）「非ウォーターフォール型開発の普及要因と適用領域の拡大に関する調査報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：2,052 件 （平成 23 年度）

13,804 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 3 月（事例編）、6 月（普及要因編）公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

③要求の変化に対応する情報システム構築技術調査

アジャイル型開発や活用シーン、開発プロセス等の技術課題を深堀するため

の調査を実施し、その結果を「要求の変化に対応する情報システム構築技術の適

用に関する調査報告書」として公開（平成 24 年 4 月、（注５９））。

（注５９）「要求の変化に対応する情報システム構築技術の適用に関する調査報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：1,552 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）
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今後の方向性 Ⅲ

(1-8) 文字情報基盤整備事業

電子行政システムの構築においては、人名漢字等約 6 万文字の漢字の使用が

必要となるが、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。それら文字コードの不統一が、システム開発効率の低下、開発・運用

コストの上昇のみならず、システム信頼性低下の大きな要因となっている。また、東

日本大震災の際には多くの自治体で緊急の業務バックアップやシステム連携を行

う必要が生じたが、文字コードの不統一はこの際にも深刻な障害となった。この問

題を解決すべく、IPA は、内閣官房情報通信技術（IT）担当室、経済産業省との 3 者

合同で「文字情報基盤推進委員会」を設置し（平成 23 年 6 月）、そこでの審議結果

に基づき文字情報基盤事業を推進している（注６０）。

なお、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」が盛り込まれてい

る。また、文字情報基盤により、全国自治体等行政機関全体で年間 38 万時間の事

務時間削減、年間 34.6 億円のシステムコスト削減が見込まれている1。

①IPA フォントの整備

（1） 多様な情報システム環境で利用可能な高品質の日本語フォント（JIS X 0213 規

格に基づく約 1 万文字を収容）である「IPA フォント」を、IPA が独自に開発した

IPA フォント専用の新しいライセンス「IPA フォントライセンス」により公開（平成

21 年 4 月）。同ライセンスは、国際組織である OSI（Open Source Initiative）より、

同組織の定めるオープンソース基準を満たしたものであるとの認定。

（2） 文化庁による、常用漢字の改訂作業に用いる文字フォントに IPA フォントが採

用され、新常用漢字の字体の検討のための作字作業を IPA が担当（平成 21

年度）。

◆IPA フォントの概要

IPA 明朝フォント 文字数 約 11,000 文字

字体 明朝体

ファイル形式 オープンタイプフォント

文字セット JIS X 0213:2004 準拠

IPA ゴシックフォン 文字数 約 11,000 文字

1 平成 23 年 10 月 26 日経済産業省プレスリリース「行政機関向け文字情報基盤の公開について」より。
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ト 字体 ゴシック体

ファイル形式 オープンタイプフォント

文字セット JIS X 0213:2004 準拠

②文字情報基盤構築に係る研究開発事業

（1） 人名漢字等を含む約 6 万文字を持ったフォントを、IPA フォントをベースにして、

実質 6 か月の短期間で作成することに成功（IPAmj フォント）。同フォントは、我

が国の特に地方自治体の情報システムにとって問題となっていた、人名漢字

の相互運用性の問題を解決するための基礎を確保。

◆文字情報基盤で提供するフォント（IPAmj 明朝フォント）、文字情報一覧表の概要

IPAmj 明朝フォント 文字数 60,384 文字

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（漢字のみを掲載）

基本情報 読み、画数、部首など

各種体系の文

字コードとの対

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）

③文字情報基盤漢字の国際標準化の推進

約 6 万文字の漢字のうち、約 7,000 文字について、国際標準によるコードが未

付与。標準化提案書を提出済みの 5,000 文字については、ISO により第 5 次標準

化作業として約 4,500 文字は平成 24 年度中に、残りの 500 文字については平成

25 年度中に国際標準によるコードが付与。また、最後に残る約 2,000 文字につい

ては、標準化のための準備作業を実施し、標準化提案書を ISO へ提案（平成 23

年 10 月）。平成 27 年度以降に ISO による第 6 次標準化作業が終了し、全符号

化を完了予定。
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④普及活動及び実証実験

（1） 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、地方自治

体担当者を対象とした説明会を開催（東京、福岡、仙台、札幌、大阪 計 350

名参加）。

（2） 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、平成 24 年 6 月より

運用開始（平成 25 年 3 月に実験終了）。

（3） 地方公共団体及び企業など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 4 件を実施（平成 24 年 8 月～25 年 3

月）。

実施概要 実施地域
被災者支援システムを含む自治体内異機種間連携の
ための汎用的手法の実証。

藤沢市

住民基本台帳系と戸籍系のシステム連携の実証 石巻市

軽自動車税関係システムへの適用実証 福岡県等

印刷業務の外部委託の際の文字コード変換への適用
実証

南幌町

（注６０）「文字情報基盤整備事業」

普及・活用状況 IPA のサーバからのダウンロード数

＊IPA フォント,IPAmj 明朝フォントは、IPA 以外の第三者による再配布を認めて

いるため、IPA からのダウンロード数は、実際の活用数とは異なる。

年度 IPA フォント IPAmj フォント

平成 19 年度(10 月～) 59,470 -

平成 20 年度 69,969 -

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
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平成 21 年度 112,416 -

平成 22 年度 127,054 -

平成 23 年度 227,579 16,481

・文化庁が、IPA フォントを「新常用漢字」の検討作業に採用（平成

21 年 10 月）。同フォントを活用した検討を経て、新しい常用漢字表

が内閣告示第 2 号として IPA フォントを使用して作成され、告示さ

れた（平成 22 年）。

・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、国や民間においても以下のような

取組みが行われており、文字情報基盤のインフラとしての重要度

が増大。

・高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部において、「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）。

・総務省が、全国約 1,300 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。各自治体へ、独自外字と文字情報基盤との

対応表を収めた DVD を送付（平成 24 年 3 月）。

・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

当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）。

・日本マイクロソフト㈱は、Word、Excel、PowerPoint などのマイクロ

ソフト製品上で IPAmj 明朝を用いて異体字の取り扱いを可能にす

るアドイン『Unicode IVS Add-in for Microsoft Office』を無償公開

（平成 24 年 11 月）。

評価 ・日本の外字問題を解決する画期的事業である（100 者ヒアリン

グ）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

(1-9) 技術参照モデル（TRM）の整備事業

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2」（平成 19 年 3 月）に沿った調達仕様を作

成する際に現場調達担当者が参考にすることで調達作業の効率化を図る「技術参

2 「情報システムに係る政府調達の基本指針」,2007 年 3 月 1 日,各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定。
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照モデル（TRM）」を策定。以後、クラウド技術等新しい技術動向へ対応するための

改定と効果の検証を実施（注６１）。

①技術参照モデル（TRM）の策定

各府省 CIO 補佐官等有識者約 30 名からなるワーキンググループにより、TRM

策定作業を実施。

平成 21 年度から毎年度、パブコメ募集とその回答処理を行ったうえで経済産業

省のウェブサイトから公開。

②効果検証作業

（1） 平成 20 年度版、平成 23 年度版につき、TRM を用いた場合と用いない場合に

おける仕様書の品質と効率を、模擬的要求仕様について実際に調達作業を行

ってみることにより比較。TRM の効果を評価し、新版の作成に反映。

（2） 各府省の CIO 補佐官に対するアンケート調査を実施（平成 23 年 12 月）。主に

活用している章、注目している項目等を分析。

③欧州との協調

（1） TRM をさらに充実するために、欧州委員会情報科学総局下の IDABC／ISA3と

協調し、政府の情報システムの相互運用性を拡大。これに先立ち調達すべき

3 IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses

and Citizens)：欧州域内の電子政府システムの相互運用性を拡大するためのプロジェクト。2010 年より

ISA( Interoperability Solutions for European Public Administrations)に引き継がれた。欧州委員会情報科学総

局の下に設置。

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
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技術規格に優先度をつけるための評価手法の検討を実施。平成 23 年 12 月、

平成 24 年 3 月にブリュッセルで開催された欧州委員会主催の Workshop on

CAMSS4ワークショップに、唯一の域外組織として IPA が参加。検討結果は

TRM に反映。欧州側においても CAMSS 最終版に IPA の案を反映。

（2） 欧州各国の情報システム調達関係機関と協調し、「情報システムの相互運用

性を拡大するために適した基準」をリストアップするための評価基準の策定を

推進。検討成果の評価基準を技術参照モデル（TRM）へ反映。

④新規課題の調査（オープンデータ）

（1） 「くらしと経済の基盤としての IT を考える研究会」（事務局 IPA）の成果を踏まえ、

電子政府の新しい課題として重要となるオープンデータについて、有識者ヒア

リング、米国、欧州訪問調査等による技術動向調査を実施。

4 CAMSS (Common Assessment Method for Standards and Specifications)：欧州各国間の公共サービスの連携を

目指して情報科学総局が策定した、標準技術を評価するための手法。

○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
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行
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日本
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（注６１）「技術参照モデル（TRM）の整備事業」

普及・活用状況 ・各社が、ホームページで各社製品・サービスの TRM への対応状況を公表

日本アイ・ビー・エム㈱、富士通㈱、日本電気㈱、㈱日立製作所、日本マ

イクロソフト㈱、日本オラクル㈱、みずほ情報総研㈱、OSS 推進フォーラ

ム。

・総務省情報調達統一研修へ講師 2 名を派遣し、各回約 20 名の参加者へ

TRM を活用した調達時のオープンソフトウェア採用について講義（平成 20

年 9 月、10 月、平成 21 年 1 月、平成 21 年 9 月、平成 22 年 1 月、平成

22 年 7 月）。

・7 つ以上の府省（内閣府、消費者庁、内閣官房、経産省、厚労省、宮内

庁、外務省、総務省、農水省、など）が全体最適化を進めるうえで必要な

標準技術の採用促進のためなどに活用中であることを確認（CIO 補佐官

アンケート、平成 23 年実施）。

・平成 23 年 12 月、平成 24 年 3 月にブリュッセルで開催された欧州委員会

主催の Workshop on CAMSS に、唯一の欧州域外組織として IPA が参加。

CAMSS 最終版には IPA の作成している調達のための技術評価手法との

整合を図るための日本修正案が反映された。

・「地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査」（IPA が

全国の都道府県（47）、市（756）、東京特別区（23）を対象に毎年実施）に

おいて得られたTRM と、情報システムに係る政府調達の基本指針の認知

度は以下のとおり

調査年度
TRM を認知すると答

えた自治体数（％）

「基本指針」を認知すると

答えた自治体数（％）

H20(N=412) （調査せず） 76.5

H21(N=386) 54.3 78.5

H22(N=416) 58.8 78.6

H23(N=395) 57.0 76.2

H24 (調査中)

評価 ・組織が公平な調達を実施していることの根拠として TRM を用いていること

を提示している（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥

当性

◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

(1-10) Ruby の国際標準化事業
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①Ruby の国際標準化（注６２）

（1） 日本生まれのプログラミング言語 Ruby について、IPA にて JIS 標準規格文書

を策定。日本発のプログラミング言語として初の JIS 規格化（JIS X 3017）(平成

23 年 3 月)を達成。直ちに JIS からのファーストトラック手続きにより、ISO 化へ

向けた手続きを開始。

（2） JIS 規格となった Ruby 仕様書をファーストトラック手続きにより ISO へ提案（平

成 23 年 4 月）。ISO での審議の結果、平成 24 年 3 月、日本発のコンピュータ

ー言語として初の ISO 化を達成。

②Ruby 標準メンテナンス作業の民間移行

（1） Ruby World Conference を島根県等との共催により開催（平成 21 年、22 年、23

年、24 年実施）。各回約 1,000 名が参加。毎回 IPA 枠を設け、標準化の意義や

その活用法、メンテナンス法等を周知。

（2） Rubｙの標準化を前提とし、島根県、松江市等がシステム調達へRubyを活用す

る準備を開始。また、Ruby関連企業が集まり（一財）Rubyアソシエーションを設

立。

（3） 「Ruby の ISO 化報告会」を開催（平成 24 年 6 月）。約 500 名が参加。標準化の

意義、そのビジネスへの活用法、メンテナンスの方向性などを周知。

（4） 標準化により国や地方公共団体による調達で Ruby を指定することが可能とな

り、Ruby によるシステム構築調達による Ruby 関連企業の地方への立地（島根

県、福岡県等）が加速。

所属名 システム名 開発言語

統計調査課 人口移動調査システム Ruby

人事課 恩給システム Ruby

市町村課 市町村振興資金システム Ruby

医療政策課 医療施設管理システム Java

健康推進課 原爆手当システム Ruby

健康推進課 調理師試験システム Ruby

青少年家庭課 母子寡婦福祉資金システム Ruby

障がい福祉課 心身障害者扶養共済システム Ruby

薬事衛生課 麻薬免許システム Ruby

農業経営課 農業近代化資金利子補給管理システム Ruby

林業課 林業・木材産業改善資金システム Ruby

森林整備課 造林補助金システム Ruby

人権同和教育課 奨学資金債権管理システム Ruby

平成 23 年度島根県のシステム調達状況
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企業立地実績（H19.4～H24.3）

年度 企 業 名 立地場所 雇用予定数 主要事業

１９ (株)MCセキュリティ 松江市 14人 不正侵入防止システムの開発・製造

２０ セコム山陰(株) 松江市 10人 データセンター業

２０ (株)マツケイ 松江市 10人 データセンター業

２０ (株)アイ・コミュニケーション 松江市 30人 放送通信システム開発販売

２０ バブ日立ソフト(株) 松江市 9人 Rubyによるソフトウェア開発

２０ 日立ソフトエンジニアリング(株) 松江市 9人 Rubyによるソフトウェア開発

２０ (株)CTU 隠岐の島町 57人 コールセンター業

２１ カーディナルシステム(株) 松江市 11人 経営支援ソフトウェアの開発販売

２１ (株)ワコムアイティ 松江市 10人 畜産農家支援システムの開発

２１ スタジオ和オリエント(株) 松江市 7人 ICT技術開発PJと連携したソフト開発

２１ (株)GNS 松江市 7人 画像監視ソフトウェアの開発

２２ (株)ナナイロ 出雲市 5人 CGの企画・制作

２２ (株)インターネットイニシアティブ 松江市 10人 クラウドサービス向けデータセンター

２２ （株）インディソフトウェア 松江市 6人 ゲームソフトの企画・開発・運営など

２３ (株)オネスト 松江市 35人 パーケージソフトの開発・販売

２３ (株)テクノプロジェクト 松江市 20人 クラウドサービスの構築・提供

２３ （株）コミニティ・クリエイション 松江市 5人 Rubyによるソフトウェア開発

15 ‥‥ 県内企業の業容拡大（5）‥‥県外企業等の新規立地（12）
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（注６２）「Ruby の国際標準化事業」

普及・活用状況 ・IPA と島根県等で共催し、島根県松江市で開催した Ruby World

Conference（平成 21,22,23,24 年実施）には毎回約 1,000 名が参

加。

・島根県等に、Ruby による企業立地が活性化（上記②の(4)参照）。

・島根県を中心とし、全国の企業が参加する（一財）Ruby アソシエ

ーションが設立された（平成23 年7 月）。同法人は、現在公益法人

化の準備を進めており、Ruby 国際標準のメンテナンスを柱の一つ

とする計画。

評価 ・日本発の言語の発展に大きく貢献。調達がやりやすくなり、Ruby

による企業立地も進みつつある。顧客に Ruby を提案しやすくなっ

た（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅰ （民間団体への標準メンテナンス業務移管を準備中）
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（２）地域・中小企業のためのシステム構築手法の提供

第２期中期計画では、我が国産業の裾野を支える地域・中小企業の IT 化の促進

は、我が国産業の国際競争力の強化を図る上で極めて重要な課題と位置づけ、東日

本大震災を契機に必要性に対する認識が高まっている IT サービス継続計画の導入

促進、信頼性の高い高品質な情報システムの開発に不可欠な定量的な品質管理の

導入促進に取り組んだ。

また、情報サービス・ソフトウェア開発業の 9 割を占め、経営資源等の制約から自

律的な取組みが困難な中小企業における信頼性向上への取組みとして、高信頼なシ

ステム構築手法の導入促進や、実践的なガイドラインの提供などを実施し、我が国全

体の情報処理システムの信頼性水準の底上げを促進した。

(2-1) 定量データに基づくプロジェクト管理促進事業

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）

に基づき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。

一方、情報サービス・ソフトウェア開発業の 9 割を占める中小企業におけるソフト

ウェアの信頼性が社会全体に及ぼし得る影響の大きさに鑑み、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として、以下の取組み

を実施。

①ソフトウェア開発データ白書

民間では収集が困難な企業の開発現場における生のプロジェクトデータを収集

し、規模・工数・工期などの相互関係を分析した結果を「ソフトウェア開発データ白

書」として発行（注６３）。

本白書の作成に当たっては、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 に限られた担当者しか立ち入ることができない専用スペースを確保

するなど体制を構築した上で、厳密なデータ管理のもとにデータを収集・分析。

具体的には、合計 3,089 件のプロジェクトに関するデータを収集しており、社内

でもごく一部の関係者しか共有されることのない以下に示す生データを、IPA が集

計し、分析した上で公開。ソフトウェア分野における開発データを体系的に収集し

た本データベースは、世界的に見てもトップクラスの品質、件数（注６４）。

［ソフトウェア開発データ白書で収集している主なデータ］

・開発プロジェクトの工数、工期、規模に関するデータ
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・開発プロジェクト別の発生不具合数、発生不具合密度に関するデータ

・開発プロジェクトの工程別の生産性データ

・開発プロジェクトの工程別のテストケース数、検出バグ数

・開発言語別、プラットフォーム別の生産性データ

・各工程ごとのレビュー実績工数に関するデータ 等

（注６４）海外では、オーストラリアに拠点を持つ非営利のベンチマーキング団体であ

る ISBSG（International Software Benchmarking Standards Group）が約 6,000 件のプ

ロジェクトデータを保有しているが、国別での提供は行っていない。

本データの活用により、過去の類似プロジェクトデータとの比較により計画の妥

当性の検証、継続的な改善が可能。また、ソフトウェア開発データ白書のデータを

ベンチマークとする「プロジェクト診断支援ツール」を白書発行後 6 か月以内に更

新し、公開。

（注６３）「ソフトウェア開発データ白書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：5,088 件 （平成 23 年度）

＜成果の活用状況＞：

ベンダー企業：51％ （有効回答数 57 件）

ユーザー企業：26％ （有効回答数 89 件）

※隔年 1 回発行

評価 ・IT 紛争に関わる裁判において、裁判官、代理人弁護

士、紛争当事者に対して、ソフトウェア完成度合いの

評価基準の参考資料として、本成果の実績例を示し

て、争点整理を進めている（有識者アンケート）。

・本成果は自社の実績との比較を行う上で必須の情報

であり、あらゆる業務で活用している（有識者アンケ

ート）。

・開発生産性や開発期間、工数配分、テストケース指

標等に本成果の統計値を利用している（有識者アン

ケート）。

・社内の品質評価の参考値として採用している（100 者

ヒアリング）。

・IT 部門の信頼性、生産性ベンチマーキングに活用

し、当社ポジショニングの確認と対応、改善の要否に

関して判断を行っている（有識者アンケート）。
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IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

②開発データ活用ツール

平成 19 年度に公開した「Web 版プロジェクト診断支援ツール」をプロジェクトデ

ータの更新、分析範囲の拡張等を行った機能拡張版として公開（平成 21 年 9 月、

（注６５）、（注６６））。

中小企業における定量的管理手法の普及促進のため、入力項目を絞り込み、

簡易に自データの分析が可能となる「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、（注６５）、（注６７））。

定量データの更なる活用を促進するため、定量データによる品質予測の具体

的手法及びノウハウを体系化した「続 定量的品質予測のススメ」を発行（平成 23

年 3 月、（注６８））。

（注６５）「ソフトウェア開発データ白書｣分析結果の迅速な公開及び利用者が自社のプロジ

ェクトデータと容易に比較できる環境を構築している。

（注６６）「Web 版プロジェクト診断支援ツール」

普及・活用状況 ＜アクセス件数＞：609 件 （平成 23 年度）

※平成 21 年 9 月公開

評価 ・見積り、見積り審査、客先提示などの際に、世の中に

対するベンチマーキングとして活用している。社内の

見積り精度向上支援システムを開発する際に、デー

タ特性（プロフィール項目）や表示形式（箱ひげ図）、

層別などの考え方を参考にした。統計実績に基づく見

積り結果の点検など、見積り精度向上の支援に貢献

している（有識者アンケート）。

・開発プロジェクトの定量的な診断ができる点を評価し

ている（有識者アンケート）。

・社内実績との比較にベンチマークデータとして利用し

ている（セミナーアンケート）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

（注６７）「スタンドアロン型プロジェクト診断支援ツール」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：1,092 件 （平成 23 年度）
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※平成 21 年 9 月公開

評価 ・見積り、見積り審査、客先提示などの際に、世の中に

対するベンチマーキングとして活用している。社内の

見積り精度向上支援システムを開発する際に、デー

タ特性（プロフィール項目）や表示形式（箱ひげ図）、

層別などの考え方を参考にした。統計実績に基づく見

積り結果の点検など、見積り精度向上の支援に貢献

している（有識者アンケート）。

・開発プロジェクトの定量的な診断ができる点を評価し

ている（有識者アンケート）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

（注６８）「続 定量的品質予測のススメ」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：2,436 件 （平成 23 年度）

※平成 23 年 3 月公開

評価 ・プロジェクト管理手法の標準化に本成果を活用（知見

採用、教育）した。定量化し可視化した図表グラフの

使用が当り前の開発文化形成が進み、管理層・技術

者のスキルアップ、コミュニケーション改善に大いに

寄与できたと考えている（有識者アンケート）。

・全社の管理標準における品質管理関連において、参

考にし、標準文書の改善に役立てている（有識者アン

ケート）。

・社内マネジメントガイド作成に利用している。ガイド作

成の手助けになり、結果に満足している（有識者アン

ケート）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎

③定量的プロジェクト管理ツール（EPM-X）

プロジェクトの定量的管理手法の普及を図るため、中小企業でも容易に導入が

可能な「定量的プロジェクト管理ツール（EPM-X）」を開発し、オープンソースとして

公開（平成 24 年 4 月、（注６９）、（注７０））。
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（注６９）定量的プロジェクト管理ツール本体は約 4,930 件、導入関連文書は 17,450 件が、

既にダウンロードされるなど、中小企業等のニーズに沿ったツールとして好評。今年度は、

地方の中小企業を中心に積極的に導入促進活動を実施している。

（注７０）「定量的プロジェクト管理ツール（EPM-X）」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：

ツール 4,930 件 （平成 24 年度上期）

導入関連文書 17,450 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 4 月公開

評価 ・社内システム開発環境への標準ツールとしての導入

を検討している（有識者アンケート）。

・入力項目や分類の観点を参考にしている（セミナーア

ンケート）。

・グラフ化など見える化機能を利用している（セミナーア

ンケート）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ

(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

中小企業や小規模組織のソフトウェア開発現場における情報システムの信頼性

向上のポイントとなる事業計画から要件定義に至るソフトウェア開発の超上流工程

（注７１）の取組みを強化するため、発注者と受注者が守るべき基本的な考え方と

行動規範に関する以下の取組みを実施。

（注７１）超上流とは、情報システム構築の構想や計画の立案や要件定義を行う段階で、シ

ステム設計などの上流工程よりもさらに上流のプロセス。超上流工程での取組みの徹底

が、システムの信頼性向上や手戻り防止、業務改革による経営効率化の実現など、プロ

ジェクト成功のカギになるとされている。

①IT 化の原理原則 17 ヶ条の策定・普及促進

超上流工程の取組み強化の重要性について一層の理解促進を図るため、平

成 18 年 5 月に発行した「超上流から攻める IT 化の原理原則 17 ヶ条」を活用した

様々な成功・失敗事例やケーススタディを収集し、ベストプラクティス等としてとりま

とめ（平成 22 年 10 月、（注７２））、セミナー等を通じて普及を促進。

国際標準化会議において、「超上流から攻める IT 化の原理原則 17 ヶ条」を紹

介し、超上流に対する考え方・内容を国際標準に反映すべく活動中。
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（注７２）「実務に活かす IT 化の原理原則17 ヶ条～プロジェクトを成功に導く超上流の勘どころ

～」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：5,674 件 （平成 23 年度）

＜成果の活用状況＞

ベンダー企業：48％ （有効回答数 50 件）

ユーザー企業：21％ （有効回答数 90 件）

※平成 22 年 10 月発行

評価 ・本成果や超上流から攻めるＩＴ化の事例集は、超上流

フェーズの社内標準検討時に参考にしている（有識者

アンケート）。

・ソフトウェア担当者向けの教育教材として、17 ヶ条を

活用している（有識者アンケート）。

・本成果を参考本とした育成プログラムを 2 年間に亘り

実施。因果関係は証明できないが、今年度は不採算

が大幅減少（有識者アンケート）。

・利用部門との共通認識の醸成や役割分担の合意づく

りに役立てている（有識者アンケート）。

・客先に配布して啓発した（有識者アンケート）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅱ

②上流工程における品質確保に向けた機能要件の合意形成手法の普及促進

上流工程での発注者と開発者の意思疎通の工夫などを記載した「発注者ビュ

ーガイドライン ver.1.0」（平成 20 年 7 月公開、（注７３））と、同ガイドラインをより実

践的に活用するための「発注者ビューガイドラインの活用と拡張」を公開（平成 21

年 4 月、（注７４））。

IT 投資判断等をはじめとする情報システム導入の企画から開発、リリースまで

に発生する意思決定（22 局面）における企業等の価値評価基準について、国内を

中心に 42 事例を調査し、意思決定判断のポイントを整理し、報告書として公開す

るとともに、SEC journal 第 20 号に解説記事を掲載（平成 22 年 3 月、（注７５））。

平成 20 年度に公開した「発注者ビューガイドライン ver1.0」について、従来の内

容を充実し、ユーザー視点を強化した改訂版「機能要件の合意形成ガイド」を公開

（平成 22 年 3 月、（注７６））。

（注７３）「発注者ビューガイドライン ver.1.0」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：10,760 件 （平成 23 年度）
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※平成 20 年 7 月公開

評価 「発注者ビューガイドライン」の改訂版である（注７６）の

「機能要件の合意形成ガイド」に記載

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ

（注７４）「発注者ビューガイドラインの活用と拡張」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：2,577 件 （平成 23 年度）

※平成 21 年 4 月公開

評価 「発注者ビューガイドライン」の改訂版である（注７６）の

「機能要件の合意形成ガイド」に記載

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ

（注７５）「情報システム導入時の価値評価と合意形成に関する調査報告書」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：1,716 件 （平成 23 年度）

※平成 22 年 3 月公開

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ

（注７６）「機能要件の合意形成ガイド」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：25,854 件 （平成 23 年度）

※平成 22 年 3 月公開

評価 ・社内開発標準に本成果をフィードバックした（有識者

アンケート）。

・社内で活用している（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ

(2-3) IT サービス継続計画（IT-BCP)の導入促進事業

東日本大震災を契機に事業継続計画（BCP）や IT サービス継続計画の必要性

に対する認識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着手

の企業が多い。そこで、中小企業や地方公共団体等における IT サービス継続計画

策定を促進するため、以下の取組みを実施。



46 
 

①高回復力システム基盤導入ガイド（概要編）及び高回復力システム基盤導入ガイ

ド（計画編）の策定

高い回復力（レジリエンス）を持つ情報システムの構築の考え方と方法を経営

層向けに平易に解説した「高回復力システム基盤導入ガイド（概要編）」及び実務

者向けに計画策定の具体的な手順をまとめた「高回復力システム基盤導入ガイド

（計画編）」を作成し、公開（平成 24 年 5 月、（注７７）、（注７８））。

②高回復力システム基盤導入ガイド（事例編）の策定

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

体的に解説した「高回復力システム基盤導入ガイド（事例編）」を作成し、公開（平

成 24 年 7 月、（注７７）、（注７８））。

（注７７）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、

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

る。

（注７８）「高回復力システム基盤導入ガイド」

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：5,503 件 （平成 24 年度上期）

※平成 24 年 5 月（概要編、計画編）、7 月（事例編）公

開

評価 ・BCP 策定までは出来ないが、システム対策は取りた

い、という企業にとって指針となる内容になっていると

評価している（有識者アンケート）。

・システムと防災の両面からクライアントに訴求して行く

事業を行っているが、防災面ではBCP、IT－BCPと人

命との観点から復旧時の人的関与度合いなどについ

て示してあり、本成果を参考に検討・提案している（有

識者アンケート）。

・ＩＴサービス継続のための手法の中では、自社では本

成果を利用している（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅱ
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（３）海外有力機関との国際連携(注７９)

情報システムの信頼性向上を支える技術基盤となるソフトウェアエンジニアリング

の先進的な手法やその標準化に向けた動き等について、欧米の代表的機関との連

携により知見の集積や国内への導入促進を図る取組みを実施した。

(3-1) 米国商務省国立標準技術研究所（NIST）

［連携の必要性・意義］

米国商務省傘下の国立標準技術研究所（NIST）のエンジニアリング部門（NIST

Engineering Laboratory; EL）は、モデルベース・エンジニアリングの国際標準に準拠

したツールの適用促進や品質データの計測手法の普及により、国防総省（DoD)の

システム導入のリードタイムの短縮、障害発生率の低減、コスト削減を実現する取

組みを実施する政府機関。この取組みにより、DoD 向けのみならず民生向け製品

の製造を兼ねるサプライヤーの競争力強化も同時に達成。

また、NIST のソフトウェア・システム部門（Information Technology Laboratory の

Software and System Division; SSD）は、既に国家の社会インフラとなっているソフト

ウェア基盤や次世代のソフトウェア基盤の信頼性の飛躍的向上を達成するため、

優れた標準の開発と先進的なソフトウェアの統合的テスト環境の開発・整備に取り

組む政府機関。

こうした役割を担う政府機関である NIST と連携することにより、ソフトウェアの信

頼性向上及びソフトウェア産業の競争力強化に資する先進的な手法や技術に関す

る知見を IPA の取組みに戦略的に活用することが狙い。

［取組み実績］

NIST とは、平成 22 年度からソフトウェアエンジニアリング分野について定期協議

を開始。NIST の上級研究者を招聘し、情報システムの信頼性向上に不可欠なテス

ト及び検証技術について、講演会と意見交換を実施（平成 23 年度）。今年度は、ソ

フトウェアエンジニアリングの経済的効果の考え方について意見交換を実施中。

(3-2) 仏国原子力・代替エネルギー庁 システム統合技術研究所（CEA/LIST）

［連携の必要性・意義］

システム統合技術応用研究所（CEA/LIST）は、700 名の研究者と技術者

（PhD120 名含む）を擁し、ソフトウェアエンジニアリング、エネルギー、交通、スマー

ト・ディジタルシステム等の各分野に関する研究開発を実施しているフランス原子

力・代替エネルギー庁（CEA）傘下の政府機関。フランスで初めて臨界状態に達し
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た原子炉の制御ソフトウェアの安全に係る取組みが CEA/LIST のソフトウェアエン

ジニアリング研究の端緒。こうした沿革を背景に、現在は特に形式手法による数学

的なモデル定義を含むモデリング技術をはじめとする社会基盤システムの安全性・

信頼性向上技術分野において世界的に見ても強みを有する機関。

こうした役割を担う政府機関である CEA/LIST との協力関係を構築していくことに

より、今後取組みの必要性が高まると考えられる統合システムの信頼性向上への

取組みを強化する上で不可欠な先進技術に関する先端的な知見を効果的に集積

することが狙い。

［取組み実績］

IPA は、平成 23 年 9 月に情報システムの信頼性向上に関し、CEA-LIST との間

でソフトウェア／システム・エンジニアリング分野の一般的な協力事項で合意し、相

互協力協定を締結。相互協力協定に基づく連携の一環として、情報システムの信

頼性向上に有効な先進的なモデルベース開発技術に関する国際ワークショップを

平成 24 年 2 月に開催。

(3-3) 独国フラウンホーファー協会 実験的ソフトウェア工学研究所（IESE）

［連携の必要性・意義］

IESE は、60 機関を有する独国フラウンホーファー協会の研究所の一つで、ソフト

ウェアエンジニアリング分野で、客観的なデータに基づいた定量的な実証研究を中

心に先端研究を実施する研究機関。予算の 1／3 を連邦政府が、1／3 を州政府が

拠出して運営。さらに、自動車・交通分野、金融・保険分野、通信分野等の産業分

野への成果導入の支援のほか、政府・公的機関を対象に公共サービスの効率性を

高めるために、大規模な政府情報システムの品質向上、プロセスデータ検証による

ベンチマーキング、政府横断的 IT プロジェクトのプロジェクト管理の取組みなどソフ

トウェアエンジニアリングを活用し電子政府を支援。

特に、ソフトウェアの信頼性向上のカギとなる上流工程での潜在的な問題の抽

出を可能とするソフトウェア品質に関する実践的な計測手法やそれを活用した品質

向上（アセスメントやベンチマーキング）に関しては世界トップレベルの技術を所有。

こうした強みを有する機関との連携により得られた知見を、ソフトウェアの信頼性向

上に向けた IPA の取組みに戦略的に活用することが狙い。

［取組み実績］
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IESE とは、ソフトウェアエンジニアリング技術（CoBRA 法5、GQM+ストラテジー法6、

品質予測手法 HyDEEP7など）を、国内企業に適用するための共同研究を実施。

上記開発手法について、平成 21 年度から毎年、日本国内でワークショップを開

催。また、共同成果である CoBRA 法に基づく見積り支援ツールは、既に民間団体

である CoBRA 研究会へ移管済み。

(3-4) 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（CMU/SEI）

［連携の必要性・意義］

米国の SEI（Software Engineering Institute）は、国防総省（DoD）の支援のもとに

連邦政府の資金により運営されているソフトウェアエンジニアリングの研究機関。

SEI では DoD を中心とする政府情報システムの調達・開発に係るシステム刷新、信

頼性向上に対し、ソフトウェア開発プロセス改善をはじめとする先進的なソフトエン

ジニアリング手法の適用により、強力に支援するミッションを担当。

特に、軍事費の多くを占めるソフトウェアの信頼性向上とコスト削減を達成するた

めに、「成熟度フレームワーク」を SEI が策定し、応札する業者を客観的に評価する

基準として DoD による調達の枠組みに導入。その後の改訂を経て、ソフトウェアプ

ロセスのモデルの体系化・統合したものが「能力成熟度モデル統合」（CMMI）として

広く普及し、政府調達の基準として適用。

最近では、DoD をはじめとする政府調達における、ネットワークで複数のシステ

ムがつながり高度に複雑化するシステムの信頼性向上とリードタイムの短縮に適

用可能なプロセスや手法、ツールの適用に取組み中。

ソフトウェアエンジニアリングで政府調達を支援する上記の取組みや大規模なク

リティカル・システムの安全性に関する検証技術等に強みを有する機関との連携に

より得られた知見を、ソフトウェアの信頼性向上や政府調達の支援に向けた IPA の

取組みに戦略的に活用することが狙い。

［取組み実績］

CMU/SEI とは、国際標準に基づくプロセス改善手法や高信頼性ソフトウェア開発

技法、ベンチマーキング等の手法について、定期的な情報交換を実施。この情報

交換の成果として、今年度は、CMU/SEI の研究員（Dr. Mike Konrad）によるシステ

ムの信頼性と安全性に関する講演を実施。

5 CoBRA 法（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ーの知識を組み合わせて、見積りモデルを構築する手法。
6 GQM+ストラテジー法(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。
7 品質予測手法 HyDEEP：CoBRA 法に基づく品質予測手法。
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さらに、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等に関し、

日本企業にとって馴染みの深い手法がグローバルな標準とな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以下の活動を実施（注８

０）。

①ISO/IEC 29155-1～4（ IT プロジェクト性能ベンチマーキング）

IPA では、民間では収集困難なソフトウェア開発プロジェクトの生データを 3,000

件超保有し、各種の取組みに不可欠な基礎データとして活用。一方、こうしたデ

ータに関して、海外のデータとの厳密な比較を行うことはデータ項目の定義が定

まっていないため、現状では困難。

本規格は、こうしたデータ項目の概念や定義の国際標準化を行うものであり、

これにより、海外のデータとのより厳密な比較を可能とする重要な意味を持つこ

とから、我が国主導のもとに国際標準策定に向けた取組みを実施。

②ISO/IEC 29148（要求工学に関する規格）

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」（注８１）を調達仕様の記述に用いることにより、システム仕様が

明確化され、事業者間の用語の違いによるトラブル、手戻りの回避につなげるこ

とが可能。

この「共通フレーム」は、国際標準（ISO/IEC12207）規格を包含するものである

が、特に情報システムの信頼性の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、我が国の産業界での必要性に鑑み、日本独自の考え方に基づき

追加した部分であるが、現状では、国際標準が策定されておらず用語の定義・統

一がない状態。

このため、「共通フレーム」のうち、現行の国際標準に不足している上流工程で

の用語の定義・統一を行うことは、国際標準に準拠した調達仕様の記載や契約

書の作成という観点から重要な意味を持つことから、我が国主導のもとに国際標

準策定に向けた取組みを実施。

（注８１）「共通フレーム」とは、情報システムの企画、開発、運用において、ユーザー、ベ

ンダー等の間で相互の役割や業務の範囲・内容、契約上の責任などに誤解がないよう

に、共通して利用する用語や作業内容の標準化を行うためのガイドライン。

③ISO/IEC 33004（プロセスモデルの要求仕様に関する規格）

米国国防総省（DoD）をはじめとする政府調達の基準として適用されている「能

力成熟度モデル統合」（CMMI）は、応札する業者を客観的に評価する基準として

調達の枠組みに導入。しかしながら、現状では、CMMI の認証を取得するために
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多額の費用が必要。このため、我が国の情報サービス・ソフトウェア開発業の 9

割を占める中小企業では、CMMI の取得は普及されていない状況。

一方で、IPA では、これまでに、ソフトウェア開発組織のプロセス能力をより容

易に柔軟性をもちつつ客観的に評価する枠組み（SPEAK-IPA）を策定し、その普

及を促進。この枠組みを国際標準に準拠したものとするため、我が国主導のもと

に国際標準策定に向けた取組みを実施。

上記①、②、③の国際標準化の取組みのうち、既に国際標準として承認された 2 件

では IPA 研究員らがコエディタとして、また、現在審議中の 2 件では IPA 研究員がエ

ディタを務め、国際標準化に係る議論を主導（注８２）。

（注８２）エディタとは、特定の規格の原案作成・修正、審議の実務を主導するプロジェクト

又は文書に責任を持つリーダーをいう。リーダーとともに、原案作成・修正、審議の実務を

主導する者をコエディタという。
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（注８０）信頼性向上に関する国際標準化への取組み状況

ISO/IEC 29155-1

※平成 23 年 11 月 24

日 ISO/IEC 規格として

発行

IT プロジェクト性能ベンチマーキング：概念と定義

平成 20 年 5 月から IPA 研究員がコエディタとして活動。IPA 研究員が

原案を起草。

（SC78/WG10/SG1）

エディタ：フィンランド、コエディタ 2 名：日本、アメリカ

構成国：主査：イギリス、幹事：オーストラリア、参加：アメリカ、カナ

ダ、ドイツ等 15 か国

ISO/IEC 29155-2～4 IT プロジェクト性能ベンチマーキング：実施手順

平成 20 年 5 月から IPA 研究員がエディタとして活動（ISO/IEC

29155-3 は平成24 年5 月から IPA 研究員がエディタとして活動）。IPA

研究員が原案を起草。審議文書が承認。（SC7/WG10/SG1）

エディタ：日本、コエディタ 2 名：アメリカ、フィンランド（ISO/IEC

29155-2＆4）、日本（ISO/IEC 29155-3）

構成国：主査：イギリス、幹事：オーストラリア、参加：アメリカ、カナ

ダ、ドイツ等 15 か国

ISO/IEC 29148

※平成 23 年 11 月 24

日 ISO/IEC 規格として

発行

要求工学に関する規格。要求定義のプロセスを規定。

平成 20 年 5 月から IPA/SEC プロセス共有化 WG 委員（橋本惠二：

東京国際大）がコエディタとして活動。

（SC7/WG7）

エディタ：アメリカ、コエディタ 4 名：日本、アメリカ（2 名）、INCOSE9

構成国：主査：カナダ、幹事：なし、参加：アメリカ、イギリス、フランス

等 13 か国、1 団体(INCOSE)

ISO/IEC 33004 プロセスモデルの要求仕様に関する規格。

平成 21 年 5 月から IPA 研究員がエディタとして活動。審議文書が承

認。［CD10］（SC7/WG10）

エディタ：日本、コエディタ：インド

構成国：主査：イギリス、幹事：オーストラリア、参加：アメリカ、カナ

ダ、ドイツ等 15 か国

8 ISO/IEC JTC1/SC7：ISO/IEC Joint Technical Committee 1 (for information technology)/ SubCommittee 7

(Software and Systems Engineering)
9 INCOSE（International Council on Systems Engineering）：学際的なアプローチの実践応用と複雑なシステムの実

現を可能とする方法を進展させることを目的とし、産業界、学際組織、政府機関における世界規模の SE の定義、

理解、実践を進めているシステムエンジニアのための国際的な専門組織。非営利会員組織として 1990 年に設

立。 
10 CD（Committee Draft）： 5 段階から成る国際規格制定過程の第 3 段階目の文書（委員会原案）。
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（注７９）「海外有力機関との国際連携」

普及・活用状況

評価 ・我が国の企業は、「by JAPAN」「in JAPAN」になりが

ち。世界の知恵を集めて日本発の技術として世界に

発信していく発想が重要。日本企業の現場技術者

は、技能者が中心で、真の技術者が少ないことが、

「from JAPAN」を難しくしている。産学の連携や海外

機関との連携の強化が有効で、SEC もそれをリードす

べき（100 者ヒアリング）。

・IESE との共同成果である CoBRA 法に基づく見積り支

援ツールは、コスト見積り手法として大変参考になり、

見積りモデル作成の作業効率化に貢献している(有識

者アンケート)。

・海外調達の発注時のリスク共有として、CoBRA 法に

基づく見積り支援ツールを活用している（100 者ヒアリ

ング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 ◎
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（４）オープンソフトウェアの利用促進

【本事業は平成 20 年度～22 年度の 3 年間の事業であり、22 年度末を以って終了】

オープンソフトウェアの推進は、ソフトウェアの中身や仕様が見えることによる安

全・安心の実現及び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

よるソフトウェア各階層における健全な競争環境の整備にとって重要である。そこで、

政府は、「重点計画- 2008」（平成 20 年 8 月、ＩＴ戦略本部）の策定や「電子計算機利

用高度化計画」（平成 20 年 3 月、経済産業大臣告示）を通じてオープン化促進の方針

を示した。

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１期中期計画の成果（オープンソースソフトウェア（OSS）の開

発支援、性能評価、導入実証等）を踏まえ、国際的な視野の下オープンソフトウェア

の利用促進に係る事業を実施した。

(4-1) オープンな標準の普及と国際協力の推進事業

①連携プログラム技術評価制度の運営（注８３）

平成 20 年経済産業省告示第 61 号11に基づき、連携プログラム技術評価制度を

運営。

申請のあった 91 件のソフトウェアを評価し、評価書を発行。

（注８３）「連携プログラム技術評価」

普及・活用状況 ・3 年間で 91 件について評価書を発行。評価された製品は情報基

盤強化税制における減税対象となった（同税制は平成 22 年度で

11 平成 20 年経済産業省告示第 61 号独立行政法人情報処理推進機構による部門間・企業間で分断されている

情報処理システムの連携に資するプログラムに関する技術上の評価に関する手続を定める告示及び電子計

算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラム以外のプログラムの開発に係る電

子計算機利用高度化計画。

連携プログラム技術評価 申請企業別

年度（委員会回数） 評価件数 日立 NEC IBM 富士通 Oracle SAP ｲﾝﾌｫﾃﾘｱ ｱﾌﾟ ﾚｯｿ

平成20 年度（8回） 47 8 2 1 9 5 2 1 1

平成21 年度（5回） 39 4 1 0 1 2 4

平成22 年度（1回） 5 2* 3

合計 91 12 3 1 12 5 2 1 2 5 3

連携プログラム技術評価 申請企業別

年度（委員会回数） 評価件数 日立 NEC IBM 富士通 Oracle SAP ｲﾝﾌｫﾃﾘｱ ｱﾌﾟ ﾚｯｿ

平成20 年度（8回） 47 8 2 1 9 5 2 1 1

平成21 年度（5回） 39 4 1 0 1 2 4

平成22 年度（1回） 5 2* 3

合計 91 12 3 1 12 5 2 1 2 5 3

＊ 追評価。評価済み連携プログラムの後続バージョンであって、連携プログラムの技術要件に

関わる機能的変更を伴わないもの。

連携プログラム技術評価結果一覧（注８３）
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廃止）。

評価 ・減税による当該製品への投資拡大に期待（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

②Web サービス相互運用性拡大のための JIS 規格の策定

連携プログラムにおいてその相互運用性拡大に資する国際規格 ISO/IEC

29361:2008、ISO/IEC29362:2008、ISO/IEC 29363:2008 の一致規格として、JIS 規

格策定作業を実施。以下の JIS 規格が制定され官報に公示（平成 22 年 7 月、（注

８４））。

- JIS X 7361:2010 Web サービス相互運用性－WS-I ベーシックプロファイル 1.1

- JIS X 7362:2010 Web サービス相互運用性－WS-I アタッチメントプロファイル

1.0

- JIS X 7363:2010 Web サービス相互運用性－WS-I シンプル SOAP バインディン

グプロファイル 1.0

（注８４）「Web サービス相互運用性拡大のための JIS 規格の策定」

普及・活用状況 JIS 規格書は日本規格協会から販売

評価 ・日本語による規格書がJIS として発行されたため、大変使いやすく

なった（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅰ 今後の JIS 規格メンテナンスは、民間が実施

③情報システムの相互運用性確保及び移行支援のためのツール提供（注８５）

（1） 「ウェブコンテンツの互換性をチェックするツール」を開発し、OSS として開発委

託先から公開。

（2） 「翻訳コミュニティ基盤ソフトウェア」を開発し、OSS として開発委託先から提

供。 
（3） 「Linux カーネルバージョン間の互換性テスト」を開発し、ツールとテスト結果デ

ータを公開。

（注８５）「情報システムの相互運用性確保及び移行支援のためのツール提供」

普及・活用状況 ・ウェブコンテンツ互換性ツールは、民間コミュニティの運営する

Java 開発環境 Seasar プロジェクトのサイトから公開。

・翻訳コミュニティ基盤は、民間コミュニティが運営する OSS 統合開

発環境 eclips の開発プロジェクトで活用。
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・Linux 互換性テストツールは、国際的コミュニティ LTP(Linux Test

Project)、北東アジア OSS 推進フォーラムで活用。

・テスト結果データは、IPA のサイトから公開しており、ダウンロード

累計 12,951 件。

評価 ・ソースコードが公開されているのでコンポーネントとして一部を組

み込んで利用でき、開発コストが削減された。Linux 互換性テスト

ツールは、Linux を用いた製品に生じた問題の解決に役に立った

（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ （ツールを OSS として公開。以後のメンテは民間コミュニティに

移管）

④情報システムの相互運用性確保及び移行支援のための調査事業

クラウドの構築において重要となるソフトウェアモジュールについて、相互運用

性の観点に重点を置いた性能調査を実施（注８６）。

（注８６）「情報システムの相互運用性確保及び移行支援のための調査事業」

普及・活用状況 ・「社内向けクラウド構築のために活用できるソフトウェアカタログ」

＜ダウンロード件数＞：累計 10,480 件

※平成 22 年 10 月公開

・「OSS 仮想化機構 KVM についての調査報告書」

＜ダウンロード件数＞：累計 8,308 件

※平成 22 年 7 月公開

・「アプリケーション実行基盤としての OpenJDK の評価報告書」

＜ダウンロード件数＞：累計 3,218 件

※平成 22 年 7 月公開

・「クラウドコンピューティング運用管理ツールの機能、性能、信頼性評

価結果」

＜ダウンロード件数＞：累計 5,499 件

※平成 22 年 10 月公開

・「VM の制御に係るインタフェース仕様の動向調査報告書」

＜ダウンロード件数＞：累計 567 件

※平成 22 年 12 月公開

評価 ・クラウドの構築に重要なソフトウェアについて客観的評価が発行され

たことは、今後のシステム構築に大変役に立つ（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当 △ （③）
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性

今後の方向性 Ⅲ （報告書は IPA のホームページから継続して公開）

⑤北東アジア OSS 推進フォーラムの事務局業務（注８７）

（1） 日本、中国、韓国の各OSS推進組織の集まる国際会議である北東アジア推進

フォーラムを開催し、日中韓及びアジアにおける OSS の普及促進を推進。

・第 7 回(平成 20 年度）：中国

・第 8 回(平成 21 年度）：東京 （日本がホスト国となり、アジア初の開催となる

Linux シンポジウムと連携し、約 1,000 名が参加）

・第 9 回(平成 22 年度）：韓国

（注８７）「北東アジア OSS 推進フォーラムの事務局業務」

普及・活用状況 ―

評価 ・日中韓の OSS 関係者が一堂に会する唯一の貴重な機会である

（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ 民間団体（日本 OSS 推進フォーラム）の自主運営へ継承

（4-2）オープンソフトウェアに係る人材育成事業

ユーザー及び供給者の双方を視野に入れ、政府・地方公共団体等の職員及び

地方・中小 IT サービス事業者等を対象として、オープンソフトウェアに係るモデルカ

リキュラム等の作成･普及を実施。また、これに基づき行われる研修事業を支援。

①OSS モデルカリキュラムの拡充（注８８）

OSS を活用できる人材を育成するために、どのような項目を学習すべきかをま

とめた OSS モデルカリキュラムを作成。バージョン１を平成 22 年 10 月に、バージ

ョン２を平成 23 年 5 月に公開。

（注８８）「OSS モデルカリキュラムの拡充」

普及・活用状況 ・OSS モデルカリキュラムの各シラバス、学習ガイダンス等のダウン

ロードは、延べ 470,764 件（平成 20 年 4 月～24 年 8 月）。

・本モデルカリキュラムは、日中韓が参加する北東アジア OSS 推進

フォーラムの人材育成ワーキンググループの策定した日中韓共通

OSS モデルカリキュラムでベースとして活用された。

評価 ・技術的内容だけでなく、OSS 活用に不可欠でありながら知識普及
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が遅れていたライセンスに関する項目を含む点で大変役に立つ

（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ （成果物は IPA ウェブサイトで公開継続）

②OSS モデルカリキュラム実証事業

（1） OSS モデルカリキュラムに基づく教材を開発し、大学等の教育現場で実際の

事業に試用することで内容を評価し、改善を実施。

参加大学等：東京農工大学、島根大学、宮崎大学、津田塾大学、はこだて

未来大学、早稲田大学、琉球大学、山口大学、広島市立大学、リナックスア

カデミー、（株）サイバー創研

（2） 開発した教材及び実証実験結果報告書は IPA 及び事業実施者のウェブサイト

より公開（平成 23 年 5 月、（注８９））。

（注８９）「OSS モデルカリキュラム実証事業」

普及・活用状況 導入実証事業名 OSS 教育プログラム名
教材等のダウ

ンロード数

Ruby による Web ア

プリケーション開発

教育プログラム導入

実証

・MySQL 入門

・Ruby プログラミング入門

・Ruby プログラミング中級

・Ruby on Rails 開発

167,916

OSS の全般的知識

習得とソフトウェア

開発法の理解・実践

・オープンソフトウェア入門

・ソフトウェア開発法 10,002

地域大学にお ける

IT 基礎教育の OSS

活用による強化

・開発フレームワーク

・C 言語基礎演習

・C 言語応用プログラミング演習

・ネットワークセキュリティ

11,515

OSS に基づく PBL12

のための目的志向

IT 教育カリキュラム

・コンピュータアーキテクチャ

・システム情報科学実習 8,206

評価 ・大学、専門学校の授業を通してブラッシュアップされた教材が公

開されたことを高く評価（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ （成果物は IPA ウェブサイトで公開継続）

③日本 OSS 貢献者賞、奨励賞の実施

優れた OSS の開発及び普及に貢献した個人及び団体を表彰（注９０）。

・日本 OSS 貢献者賞： 平成 20 年 10 月、平成 21 年 10 月、平成 22 年 10 月に各

4 名を表彰。

12 PBL（Project Based Learning）
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・日本 OSS 奨励賞： 平成 21 年 10 月、平成 22 年 10 月に各年度 6 名、2 団体を

表彰。

（注９０）「日本 OSS 貢献者賞、奨励賞の実施」

評価 ・OSS で貢献した若手にとって励みとなった（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅰ （日本 OSS 推進フォーラムの自主事業へ継承）

④地方セミナー等

オープンソフトウェアに関わる事業成果の普及と周知を図るために講演及び展

示を各地で実施（注９１）。

（注９１）「地方セミナー等」

普及・活用状況 セミナー・展示会名称 場所 開催日 参加者数

地方セミナーで講演

北海道、宮城、新

潟、神奈川、広

島、島根、福岡、

大分、沖縄など

平成 20 年～

平成 22 年
各回 100

Linux World Expo/Tokyo

2008
東京都

平成 20 年

5 月
200

Japan Linux シンポジウム 東京都
平成 21 年

10 月
900

ちゅうごく地域 Ruby ビジネス

フォーラム
島根県

平成 22 年

8 月
114

平成 23 年

3 月
100

Open Source Research

Workshop in East Asia
島根県

平成 22 年

11 月
100

Ruby ビジネスイノベーション

フォーラム
東京都

平成 23 年

3 月
120

オープンソースカンファレン

ス（札幌、仙台、名古屋、京

都、福岡、東京）

－
平成 21 年～

平成 22 年
各回 500

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅲ

⑤体験型研修の実施

OSS オープンラボに実装された研修用コンテンツを遠隔地からインターネットで

活用し、研修を実施（注９２）。

（注９２）「体験型研修」

普及・活用状況 研修名称 場所 開催日 参加者数
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Ruby 研修
福岡、北九州、東

京
平成 22 年 8 月～11 月 各回 30

PostgreSQL 研修
札幌、仙台、福

岡、東京
平成 22 年 8 月～11 月 各回 20

評価 ・遠隔地からも最先端のコンテンツに触れた学習ができたことを高く

評価（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

（4-3）OSS の組込みシステムへの利用促進事業

①OSS の組込みシステムへの利用促進

組込みシステムにおいて、OSS がより安心して利用されるよう、国際的観点に

立って、ライセンス条項、特許問題等の法的課題の解決に向けた取組みを実施

（注９３）。

・IPA に設置したリーガルワーキンググループ委員と米国ソフトウェアフリーダム・

ローセンター（SFLC）との間で GPL（Genetal Public License）の新バージョンに向

けた定期的協議を実施。OSSに広く適用されているライセンスである GNU GPL の

新バージョン策定の過程から議論に参加。結果、GPL 新バージョンの内容につい

て、家電などの業界が組込みソフトウェアに OSS を活用する際に問題となる条項

の緩和に成功。併せて、IPA とSFLC と共同で「GNU GPL version3 の逐条解説書」

を作成し公開（平成 21 年 4 月）。

・「OSS ライセンスの比較、利用動向および係争に関する調査」を実施し、報告書

を公開（平成 22 年 5 月）。

・組込み総合技術展（Embedded Technology）で OSS ライセンスについて講演（平

成 21 年、22 年実施。各回 100 名以上の聴講）。

（注９３）「OSS の組込みシステムへの利用促進」

普及・活用状況 ・「GNU GPL version3 の逐条解説書」

＜ダウンロード件数＞：10,582 件

※平成 21 年 4 月公開

・同解説書を活用した勉強会が各地で自主開催される。

・「OSS ライセンスの比較、利用動向および係争に関する調査報告

書」

＜ダウンロード件数＞：6,672 件

※平成 22 年 5 月公開
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評価 ・GPL verson3 については、当初案の内容では家電などへの組込

み機器への OSS 活用に影響が大きかったが、IPA と SFLC との協

議の過程で一部が緩和されたことを高く評価。逐条解説について

は社内研修で活用している（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ （報告書は IPA ウェブサイトで公開継続）

（4-4）OSS の普及・啓発事業

①OSS iPedia による情報公開

（1） インターネットを介して IPA の事業成果や IPA が収集した各種情報（OSS に関

する各種知識、OSS 導入事例、解説書、調査報告書等）の情報を検索してダ

ウンロードできるシステム「OSS iPedia」を運用（注９４）。

（2） OSS iPedia の用語集等のコンテンツは、kotobank（朝日新聞社・EC ナビ）、

weblio（ウェブリオ社）、The Linux Foudation などからリンクが張られ、OSS 関連

の辞書として活用。

（注９４）「OSS iPedia による情報公開」

普及・活用状況

評価 ・OSSiPedia から公開される情報を、いつも参照し、業務に役立てている

（100 者ヒアリング）。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ （公開を継続すべきコンテンツについては、IPA ウェブサイトで公開

継続）

②「地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査」の実施

全国の都道府県（47）、市（756）、東京特別区（23）を対象にアンケートを送付す

るとともに、一部の自治体にヒアリングを行い、OSS やオープンな標準に基づく調

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

2012年度

（上期実績か

ら推定）

累計 1624508 3325574 5289393 7701428 13604028 24341954

年度別 1624508 1701066 1963819 2412035 5902600 10737926

0
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達への取組みの状況、調達体制の状況などにつき調査し、報告書を公開（注９５）。

IPA 事業自身の評価に活用するとともに、各自治体等が政策評価・立案に活用。

（注９５）「地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査」

普及・活用状況 公開日
ダウンロード数

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

平成 19 年

10 月
1,231 2,022 2,170 2,132 1,999

平成 21 年

1 月
- 915 2,361 1,138 421

平成 22 年

3 月
- - 146 2,394 356

平成 2３年

3 月
- - - 46 2,062

評価 ・次年度事業計画の立案時に参照している（100 者ヒアリング（自治

体関係者））。

IPA 実施の妥当性 ○ （①,③）

今後の方向性 Ⅲ （報告書については IPA ウェブサイトで公開継続）

③OSS の評価（注９６）

OSS は、東京証券取引所の取引システム「アローヘッド」を始め、スマートフォン

への組込みソフト等として多種多様に活用されており、OSS の品質を評価し、管理

することは安心・安全な情報社会の維持にとって不可欠。しかし、OSS は個人的プ

ログラマの集合であり、国際的な広がりを持つ開発コミュニティによる分散・協調

的な作業によって主に開発される点で、一般の商業ソフトの開発形態と大きく異な

っていることから、その信頼性評価について、コミュニティの運用状況の評価等を

含む、OSS 向けの新たな手法を開発する必要があるため、欧州 QualiPSo ネットワ

ークに加盟。その一員として、同ネットワークメンバー組織と連携して日欧共通の

OSS 信頼性評価の基準を策定するため、ボード会議及びコンピテンスセンター会

議へ参加し、評価手法を策定。

各会議は、それぞれ 20～30 名の QualiPSo プロジェクト及びネットワークの構成

メンバーが参加し、コンピテンスセンターの活動内容や提供するサービスを定義す

るとともに、OSS の評価方法や基準策定に国際的な協力で取り組むための枠組

みを構築。

QualiPso プロジェクトによって開発された OSS 評価ツールを IPA の運用する

OSS オープンラボへ導入し、OSS 開発者・OSS 利用者など、民間の希望者が評

価に活用できる体制を整備。
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評価結果データを共有するためのデータベースを沖縄の「琉球ソフトビジネス支

援センター」へ設置し、同センターによる自主運用を開始（平成 24 年 5 月）。

（注９６）「OSS の評価」

普及・活用状況 ・評価した OSS の数：340 件

・評価結果データへのアクセス数：21,800 件 (平成 24 年 5 月の 1 ヵ

月間)

・評価ツールを活用する企業 18 社の集まった「連絡会」を設立。各

社が協力してツールの運用、OSS 評価を自主的に運用中。

評価 ・これまで客観的な評価手法が確立されていなかった OSS の評価

方法がツールと共に公開されたことを高く評価（100 者ヒアリン

グ）。

IPA 実施の妥当性 ○ （①,③）

今後の方向性 Ⅰ 評価結果を公開するデータベースを沖縄の「琉球ソフトビジネ

ス支援センター」へ設置し、同センターによる自主運用を開始。
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２．情報システムの信頼性の向上に関する成果の定量評価

（１）経済効果

IPA の情報システムの信頼性向上に関する成果の経済効果を一定の仮定のもとで

試算したところ、年間 3,040～3,710 億円という結果が得られた（注９７）。

その内訳をみると、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 億円となっている。

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

のであるが、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えられる。

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）

（注９７）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

試算したもの。

試算方法は、「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し

た。
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（２）競争力強化への効果

IPA のソフトウェア開発力強化の取組みが、日本のソフトウェア産業の競争力強化

(生産性向上）にもたらした効果を「ソフトウェア開発データ白書」を使って検証すると、

2008 年度から 2011 年度の 3 年間で、生産性（FP(Function Point)/人月）は年平均

54％の改善効果が見られた（注９８）。

また、2004 年度から 2011 年度の期間で、ソフトウェア開発プロジェクトの開発規模

は 14％増加したが、発生した欠陥密度（FP/バグ 1 件）で示される信頼性は 3％向上

し、プロジェクト管理精度（品質・コスト・工期の計画値と実績値の乖離率）は変化が見

られなかった（注９９）。

なお、国際的な開発データのメトリックスを収集している 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

ことが分かる（注１００）。

（注９８）第２期中期計画の始点 2008 年度に IPA/SEC に提供されたプロジェクト 20 件のソフ

トウェア開発の生産性（中央値）は 8.2（FP/人月）、2011 年度に提供されたプロジェクト 17 件

の生産性（中央値）は 29.8（FP/人月）であることから、3 年間で生産性は 3.6 倍と大幅に改善

（年平均伸び率 54％）。

（注９９）2004 年度と 2011 年度におけるプロジェクトの規模（中央値）は各々417（FP）、475

（FP）であることから、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（1 件のバグが含まれる FP 数。大きいほど信頼性が高いとみなす）は、

各々333（FP/件）、345（FP/件）と増大していることから、7 年間で信頼性は 3％向上。
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年度

日本のソフトウェア開発の生産性の推移

2004 2008 2011
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（注１００）オーストラリアに拠点を置く ISBSG（加盟 11 カ国の組織）が公開している、2004 年

時点の海外のソフトウェア開発データ（プロジェクト約 2,000 件）と「ソフトウェア開発データ白

書」の 2004 年時点の日本の開発データ（同 942 件）の生産性（中央値）は、各々7.8（FP/人

月）、13.9（FP/人月）で、日本が 1.8 倍と日本のソフトウェア産業の国際競争力は高い。
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