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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）： 高度なＩＴ人材の育成とグローバルプラットフォーム戦略
の推進に取り組む。

・第2期中期計画（IPA）： 推進すべき取組みを、以下の4本柱に重点化。
［取組み１］：産業競争力を強化するための高度ＩＴ人材の育成
［取組み２］：地域・中小企業のＩＴ化を促進する人材育成
［取組み３］：ＩＴのグローバリゼーションへの人材面での対応
［取組み４］：突出したＩＴ人材の発掘・育成と活躍できる環境の整備

・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．「ＩＴ人材育成の戦略的推進」に係る事業の総括

第2期中期計画期間における「ＩＴ人材育成の戦略的推進」に係る業務の重点
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今後の方向性

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4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。

①秘匿情報分析型事業：民間では収集が困難な、人事・経営、教育研修・知財等に関する秘匿性の高い情報の
収集・分析が不可欠な事業

②関係者調整型事業：多様な関係者の調整や連携が必要で、中立性・公平性を確保しながら実施すべき事業
③政策実施事業：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

④法令明記型事業：法令でＩＰＡにて実施が明記されている事業

・すべての事業について、今後の方向性を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必要がある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。

・第２期中期計画期間における代表的な事業について、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）。
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第2期中期計画期間中の取組みの定量評価（人的効果）

・第2期中期計画期間中の取組みの人的効果に関して、定量評価を実施。
・ＩＴ人材育成の戦略的推進に関する効果：一定の仮定の下、約５万人のＩＴ人材のレベルアップに貢献。（レベル３以上
の人数の変化：2009年度調査457,283人、2011年度調査506,473人）
・内訳をみると、レベル６，７以上で大きく増加。（ 2011年度調査では2009年度調査に比較し61%増）
・また、ＩＴ企業におけるIT人材の「量」に対する不足感は大きく減じている（22.7ポイント減）
・その他、ＩＴ関係の技術者の４割までスキル標準が浸透し、また、スキル標準を活用している企業の技術者の方がモチ
ベーションが高いというスキル標準導入の効果が表れている。
・レベルの高いＩＴ人材の増加は産業競争力の強化に貢献し、その波及効果は幅広く社会全体に裨益するものと考察。

ＩＴ人材育成の戦略的推進に関する人的効果
「ＩＴ人材白書調査」等を活用して、一定の
仮定を置いた上で、IPAのＩＴ人材育成の戦
略的推進に関する人的効果を算出。

ＩＴ企業における人材の量的不足感：
不足と感じている企業割合
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第2期中期計画期間中の取組みの定量評価（産業競争力強化に対する効果）

・IPAでは、平成21年度から平成23年度までの３年間の事業で、毎年、情報系学部・学科で2,100名の学生が実践的Ｉ
Ｔ人材育成講座を受講できる体制を構築。これは、日本の情報系学部・学科の１学年の学生総数（16,000名）の
10％を超える。
・今後、産業界で活躍できる多数の高度ＩＴ人材が輩出され我が国産業の競争力強化に寄与。
・また、第２期中期計画期間で、産学連携ＩＴ人材育成活動が浸透し、産業界が教育機関に重視して欲しい教育内容
と教育機関が重視している教育内容のギャップが解消（IT人材白書調査より）。
。
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【IPA実施の妥当性】
①秘匿情報分析型事業：民間では収集が困難な、人事・ 経営、教育研修・知財等に関する秘匿性の高い情報の
収集・分析が不可欠な事業

②関係者調整型事業：多様な関係者の調整や連携が必要で、中立性・公平性を確保しながら実施すべき事業

③政策実施事業：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

④法令明記型事業：法令でＩＰＡにて実施が明記されている事業

記載欄 ◎： 上記の①から③のうち、３点に該当する事業
記載欄 ○： 上記の①から③のうち、２点に該当する事業
記載欄 △： 上記の①から③のうち、１点に該当する事業
記載欄 法令： 上記の④に該当する事業

【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。
記載欄 Ⅱ ： 諸外国との関係を損ないかねない業務を除き、第2期中期計画期間をもって事業を終了するもの。
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。

ＩＴ人材育成本部が第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．「ＩＴ人材育成の戦略的推進」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 備考

（１）共通キャリア・スキルフレームワークと３スキル標準の整合性確保と普及等

（1-1）共通キャリア・スキルフレームワークと３スキル標準の整合性確保と普及事業等 ◎ （①,②,③） ◎
但し、民間の自主的な活動への移管の検討を行うとともに地域・中小企業へのスキ

ル標準導入については民間等の費用負担で支援を要請された場合には対応する

（1-2）社内プロフェッショナル認定の手引き作成事業 ○ （①,②） Ⅲ

（２）産学における実践的人材育成の実施の支援

①産学連携実践的教育モデル構築及び実証事業 ◎ （①,②,③） Ⅲ

②自立的、継続的な産学連携ＩＴ人材育成に向けた活動 ◎ （①,②,③） ◎ 但し、民間の自主的な活動への移管の検討を行う

①産学連携教育に関する国内外の事例調査 ○ （②,③） Ⅲ

②実践的IT教育講座に係る調査 ○ （②,③） Ⅲ

（2-3）ＩＴ人材育成に関する情報を収集・発信するためのデータベースの充実 ○ （②,③） Ⅲ

（2-4）実践的ＩＴ教育に資する教育コンテンツの制作・提供事業 ○ （②,③） Ⅲ
但し、教育コンテンツの制作は第２期中期計画期間をもって終了する

が、提供は「IT人材育成iPedia」によって継続

（３）情報処理技術者試験の実施

（3-1）情報処理技術者試験の改革及び着実な試験実施に関する事業 法令 ◎

（3-2）ＩＴパスポート試験の創設等に関する事業 法令 ◎

（3-3）その他（支部業務について民間競争入札を実施し、全廃） ― Ⅲ

（2-1）産学連携による実践的ＩＴ教育支援事業

（2-2）先導的産学連携実践的ＩＴ教育に関する調査事業



【「ＩＴ人材育成の戦略的推進」に係る事業の位置付け】
◎ ： 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。

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。

Ⅱ ： 諸外国との関係を損ないかねない業務を除き、第2期中期計画期間をもって事業を終了するもの。

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。

（1-2）社内プロフェッショナル認定の手引き
作成事業【Ⅲ】 （6-1）未踏ＩＴ人材発掘・育成事業と環境整備事業【◎】

（6-2）セキュリティ・キャンプ事業【◎】
（2-1）①産学連携実践的教育モデル構築及

び実証事業【Ⅲ】

（2-2）先導的産学連携実践的ＩＴ教育に関す
る調査事業【Ⅲ】

（2-3）ＩＴ人材育成に関する情報を収集・発
信するためのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの充実【Ⅲ】

（2-4）実践的ＩＴ教育に資する教育コンテン
ツの制作・提供事業【Ⅲ】

（4-1）①ＩＴ活用による中小企業経営に関す
る支援事業【Ⅲ】

（4-2）①ライブ型eラーニング事業【Ⅲ】

（4-2）②中小ＩＴベンダー人材育成優秀賞を
通じた成果普及事業【Ⅲ】

（5-3）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/ｿﾌﾄｳｪｱ技術者認証
の国際標準化事業【Ⅲ】

（３）情報処理技術者試験の実施【◎】

（1-1）共通ｷｬﾘｱ･ｽｷﾙﾌﾚｰﾑﾜｰｸと３ｽｷﾙ
標準の整合性確保と普及事業等
【◎】

（2-1）②自立的、継続的な産学連携ＩＴ人
材育成に向けた活動【◎】

（5-2）情報処理技術者
試験のアジア展
開事業【Ⅱ】

（5-1）ｽｷﾙ標準のｱｼﾞｱ
各国への導入支
援事業【Ⅱ】

（4-2）②ＩＴ人材白書の発行に関する事業【◎】

第二期中期計画期間をもって終了 継続事業の着実な実施
（但し、逐次、見直しを行う）

地域・海外等

社会人

学生

突出した人材

凡例：事業の対象

重点的に人材育成事業
を実施

「高度にＩＴを活用できる人材、突出した人
材、情報セキュリティ人材など」の育成に重点
化して事業を実施

7
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【成果】
１つの企業が個別のスキル標準の違いを意識
せず３つのスキル標準を利活用できる仕組み
の実現

88

（活動の目的と背景）ＩＴが社会に浸透し、経済活動や国民生活に不可欠な基盤となっている状況の下で、高度ＩＴ人材の育成が喫緊

の課題となったため構築されたのが、３つのスキル標準（ＩＴスキル標準（ITSS）、組込みスキル標準（ETSS）、情報システムユーザースキ

ル標準（UISS））である。また、技術の進歩に伴いＩＴ人材に必要なスキルが多様化する中で、３つのスキル標準を整理するとともに、これ

らと情報処理技術者試験の対応関係を明確にし、客観的な人材育成メカニズムとして構築されたのが共通キャリア・スキルフレームワー

ク（CCSF）である。３つのスキル標準と共通キャリア・スキルフレームワークについて、構築・改訂と普及・展開のための事業を実施した。

（１）共通キャリア・スキルフレームワークと３スキル標準の
整合性確保と普及等

◇第2期中期計画期間の実績
� 平成20年度に共通キャリア・スキルフレームワーク（ＣＣＳＦ）の第一版を、平成23年度に第一版・追補版を、構築し公開。
� 共通キャリア・スキルフレームワークは、３つのスキル標準を横断的に理解・活用できるようにしたもの。この共通キャリア・スキルフ

レームワーク第一版・追補版はＩＰＡで内製化。ハイレベルなＩＴ技術者によるプロフェッショナルコミュニティより選抜された委員会を運営
し、その承認を経て公開。

情報処理
技術者試験

【背景】 スマートグリッドやクラウド等に代表されるＩＴ社会基盤の進展やシステム需要の変化により、求められる人材像が多様化している。

第一版
追補版

・ガイド
・ツール

今後の改訂

ITSS
ITベンダー企業

IT人材向け

UISS
ユーザー企業
IT人材向け

ETSS
製造業

組込み人材向け

今後の改訂

今後の改訂

CCSF （第一版）
CCSF へ反映

CCSF へ反映

CCSF へ反映

・人材類型/人材像の整理
・レベルの統一

� 先進的なビジネス
モデルへの対応

� 新たな人材像の提供

個別のスキル標準

8



Copyright © 2012 独立行政法人情報処理推進機構

（２）産学における実践的人材育成の実施の支援

Ｓｔｒ

第２期中期計画

個別
教育機関

個別企業

IPA情報公開サイト
「IT人材育成iPedia」

自立的、継続的な産学連携ＩＴ人材育成に向けた活動

産学連携による実践的ＩＴ講座の構築

先導的事例の国内外調査

汎用的教育コンテンツの制作・提供

産学連携によるＩＴ人材育成のためのコンテ
ンツ・ノウハウの蓄積 コンテンツコンテンツ

ノウハウノウハウ

産
学
連
携
講
座
連
絡
会

産
学
連
携
推
進
委
員
会

◇第2期中期計画期間の実績
①求められる人材像を産学で共有し共通キャリア・スキルフレームワーク（ＣＣＳＦ）とも連動した産学連携による実践
的IT講座を構築。毎年情報系学部学科の学生の10％を超える約2,100名の学生が受講できる体制を構築。

②自立的に産学連携による教育効果の高い実践的IT教育講座を構築できるようにするためのノウハウ、教育コンテ
ンツ、調査報告書を蓄積、人材育成iPediaから公開。

（活動の目的と背景） 経済産業省と文部科学省が立ち上げた「産学人材育成パートナーシップ」情報処理分科会の
方針に基づき、産業界で活躍できる高度IT人材を教育機関から輩出することで、わが国の産業競争力の強化を図る
ため、高等教育機関における産学連携による高度ＩＴ人材の育成に向けた活動を実施。

9
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（活動の目的と背景）ソフトウェア関連分野の独創的なアイディア・技術やビジネスシーズを有した「突出したＩＴ人
材」の発掘・育成が国としてもますます必要となっている。この課題を踏まえ、「未踏IT人材発掘・育成事業」を若年層
でイノベーションを創出する資質・素養を有する原石を発掘・育成するために実施。

（6-1）未踏IT人材発掘・育成事業と環境整備事業

◇第2期中期計画期間の実績
� 産学界から優れた能力、知見、経験、実績などを持つ有識者をプロジェクトマネージャ（PM）として登用し、PMの独自の「目利き」による「突出した

IT人材」の発掘・育成を実施。のうち、特に優秀な採択者を「スーパークリエータ」として認定。
� 227件（317名）を採択、最年少は15歳（中学生）。その内スーパークリエータ認定者は68名、最年少認定者は17歳（高校生）。
� 大学・高専等教育機関での未踏説明会、産業界との交流会、認知度向上のための冊子の配布などを実施。

アイディア申請
（公募） 発掘・育成 産

学
界

産
学
界

若い逸材
(25歳未満）

PMの独自の目利きで発掘・育成

日本発イノベーション創出日本発イノベーション創出

ITによる日本の産業活性化・競争力強化

未踏IT人材発掘・育成事業

未踏卒業生による教育機関

向け未踏説明会

産業界との交流会

若い突出したIT人材

未踏卒業生が活躍できる環境の整備

セキュリティ・キャンプ事業

一体的運用

10
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（活動の目的と背景）情報のオープン化、ネット化の拡大に伴う社会インフラの外部攻撃からの脅威の増大に対し、

これらを防御できる高度な情報セキュリティ人材の育成が国としてもますます必要。若年層の実践的な情報セキュ

リティ人材を育成するため、初等中等教育段階を含めた若年層に対する集中的な教育プログラムとして「セキュリ

ティ・キャンプ」を実施。

（6-2）セキュリティ・キャンプ事業

◇第2期中期計画期間の実績
� 22歳以下の学生・生徒に対する集中的な教育プログラムとして、平成20年度から「セキュリティ＆プログラミングキャンプ」を実施。IT業界の第
一線で活躍中のトップエンジニアを講師として招聘。266名の学生・生徒が本キャンプに参加。また未踏事業との一体的運用も実施。

� 「セキュリティ・キャンプ事業」として若年層の高度情報セキュリティ人材の育成に特化するとともに、平成23年度に賛同企業を募り、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、同協議会と共同主催事業として平成24年度から官民連携で「セキュリティ・キャンプ事業」
を実施。

官民連携による若年層「情報セキュリティの突出人材」育成の推進官民連携による若年層「情報セキュリティの突出人材」育成の推進

セキュリティ・キャンプ
実施協議会

企業、関連団体

賛同・加入

「若いセキュリティトップガン人材」

セキュリティ・キャンプ
中央大会

産業界との
交流機会
産業界との
交流機会

講師陣

IT業界の第一線で活躍
中のトップエンジニア

地方講座 地方大会 交流会 キャラバン

突出した若い人材発掘の裾野、輪を広げる

未踏PM,未踏採択者が

講師として参画

参加者が未踏に挑戦
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（活動の目的と背景）ITが社会インフラとなり、わが国が目指すべきIT人材の育成を図るためには、自立的にIT人材が育
成される仕組みが求められている。そのため、情報処理技術者試験はIT人材の評価指標として人材の育成の一翼を担
ってきたが、IT人材の育成にさらに貢献すべく、試験制度の見直し等を実施。

◇第2期中期計画期間の実績
●試験制度の抜本的見直し（平成２１年春試験～）を行うとともに、着実に試験を実施。

● ITパスポート試験の創設及び国家試験初のCBT方式を実現。また、同試験のシラバスを作成・公表しIT教育を支援。

●支部が実施してきた会場確保、試験運営業務について民間競争入札を実施し、民間移行を実現。支部全廃を達成。

試験制度の抜本的見直し（平成21年春試験～）

（３）情報処理技術者試験の実施

ITパスポート試験を創設しIT人材の裾野拡大に貢献 CBT方式により受験者の利便性向上を実現（平成23年11月～）

①共通キャリア・スキ
ルフレームワークの
レベル判定の尺度と
して位置づけ
②ベンダ側人材・ユー
ザ側人材を一体化し
た試験体系へ
③組込みシステムの重
要性を踏まえた試験
体系へ

①共通キャリア・スキ
ルフレームワークの
レベル判定の尺度と
して位置づけ
②ベンダ側人材・ユー
ザ側人材を一体化し
た試験体系へ
③組込みシステムの重
要性を踏まえた試験
体系へ

50～60万人の大規模試験を着実に実施

41.9% 52.0%
0%

50%

100%

H17 H24

社会人

学生

IT人材の裾野を広げるため、社会人として誰もが共通に備えておくべき情報技術に関
する基礎的知識を測る「ITパスポート試験（IP）」を平成２１年に創設。これにより、応募
者に占める学生の割合は初級シスアド（AD）時代に比べて上昇。また年齢層も若年層
にシフト。

試験問題出題画面例 採点結果画面例 試験会場風景

※ H24は10月までの応募者数による。

IT企業 n=549社

活用している 約95%

情報系学科のある学校 n=190校

活用している 約83%

国家試験を安定的に実施し、企業や教育機関から高い信頼を得ている。
その結果として、ＩＴ系企業や情報系の学校で高い活用率となっている。

※IT人材白書2012アンケート結果より。
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（活動の目的と背景） ソフトウェア開発のグローバル化等に伴うIT人材の確保・流動化等を促進するため、IT技術者の

評価指標としてIT人材育成の一翼を担っている情報処理技術者試験をアジアに展開するための取組みを実施。

◇第2期中期計画期間の実績
●フィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー、マレーシア、モンゴルの６ヶ国は、ITPEC(IT Professionals Examination Council)を結成し、IPAの指導・協力の下、情報処理技

術者試験を、「アジア共通統一試験」として各国で同日・同時間・同問題（英語）により年２回実施。

●当初、基本情報技術者試験のみで実施していたものが、平成22年4月からはITパスポート試験を、平成23年10月からは応用情報技術者試験を開始し実施試験区

分を順次拡大。

●試験の定着及び自立化を図るため、日本の試験問題作成委員等の協力により、各国の試験問題作成能力の向上、試験の出題レベルの維持等を図ったことにより

ITPEC加盟国が作成した問題も出題。

●独自に試験を実施しているインド、シンガポール、韓国、中国、台湾とは試験問題の出題範囲・レベルの同等性等を検証し、相互認証協定を締結・維持。

●ベトナムとフィリピンからの要請に応じて、現地業界団体・企業・教育機関等へのITスキル標準の導入支援を実施。

＜アジア共通統一試験の実施試験区分の拡大＞ ＜情報処理技術者試験のアジア展開＞

1

インド

シンガポール

韓国

フィリピン

タイ

台湾

中国

ミヤンマー

マレーシア

モンゴル

ベトナム

平成18年4月より実施 基本情報技術者試験

平成22年4月から追加実施 ITパスポート試験

平成23年10月から追加実施 応用情報技術者試験

＜問題作成能力の向上（第2期中期実績）＞

５年間に作成した問題数の累計： １，５５３問

５年間の平均出題率： ３４．８％

＜拡大・発展への取組み＞

平成24年12月からバングラデシュへの試験導入支援に着手

平成24年5月から法務省が導入した「高度人材に対するポイント制に
よる出入国管理上の優遇制度」への協力（IT告示の活用） 注： はITPEC加盟国

は独自試験実施国・地域

（５）ITのグローバリゼーションへの人材面での対応
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