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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、ＩＴ人材白書等に基づき、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 4 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。）

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

［類型１］ 記載欄 ◎： 上記の①から③のうち、3点に該当する事業

［類型２］ 記載欄 ○： 上記の①から③のうち、2点に該当する事業

［類型３］ 記載欄 △： 上記の①から③のうち、1点に該当する事業

［類型４］ 記載欄 法令： 上記の④に該当する事業

（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： 諸外国との関係を損ないかねない業務を除き、第２期中



5

期計画期間をもって事業を終了するもの。

［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。
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（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

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に構築されたものが、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ものが共通キャリア・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。

（1-1）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

第２期中期計画期間においては、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・追補版の策定に関

する作業は、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。

プロフェッショナルコミュニティは、前述の承認をはじめとした整合性確保に向け

た提言に加え、後進育成のためのハンドブックや、ＩＴ技術者の自立を促すためのモ

デルキャリアの作成等の普及事業も実施。また、クラウドに代表される技術の進展

により、ＩＴスキル標準で定義されている職種だけでなく、それらの専門性を組み合

わせたマルチスキルを保有した人材が求められるようになってきたため、平成 22 年

度より「クラウド時代の人材育成検討」、「女性技術者キャリア開発検討」、「今後のＩ

Ｔ人材スキルセット検討」、「ＩＴスキル標準改訂のあり方検討」の職種を跨るコミュニ

ティも運営。

さらに地域のＩＴ関連団体（各都道府県情報産業協議会、地域ソフトウェアセンタ

ー等）を対象に、そこに所属する中小ＩＴ企業数社に対して、実際に IT スキル標準

を導入する「ＩＴ人材育成強化ワークショップ」を実施し、地域の IT 関連団体の活性

化を図るとともに、スキル標準普及展開における参照モデルを充実。

具体的には、全国４地域（札幌、新潟、東京、名古屋）にてワークショップを実施

し、計 15 の中小企業へＩＴスキル標準を導入し、各地域の実施内容を報告書（参照

モデル事例集）として平成 21 年 3 月から平成 23 年 3 月にかけて順次公表。
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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

普及・活用状況 ・共通キャリア・スキルフレームワークと３スキル標準の普及状

況については、ＩＴ企業、ユーザー企業の双方（約 6,000 社、回

答率は約 15％）を対象としたＩＴ人材白書の調査によると次のと

おり。

- 平成 23 年度調査では、アンケート回答者（母数：2,600 名）の

4 割程度が、所属企業において 3 つのスキル標準のいずれ

かを活用していると回答。

- 従業員1,000 名以上の大手IT企業におけるＩＴスキル標準の

普及率（現在活用している企業の割合）は、平成 20 年度は

61％であったのに対し、平成 24 年度には 83％と向上。（調

査対象企業数：平成 20 年度 609 社、平成 24 年度 555 社）

・プロフェッショナルコミュニティの活動状況については、ＩＴスキ

ル標準の職種別に 8 つのコミュニティを運営。さらに職種横断

的なコミュニティとして、4 つ（クラウド時代の人材育成検討等）

を運営。

・地域・中小企業を対象としたＩＴスキル標準の普及状況につい

ては、次のとおり。

- ワークショップ実施状況 ： 札幌地区 3 社、新潟地区 4 社、

東京地区 4 社、名古屋地区 4 社

- ダウンロード件数 ： 15,788 件 （平成 23 年度まで 4 地区分

合計）

評価 ・3 つのスキル標準について、ＩＴ人材白書の平成 23 年度調査で

は、いずれかのスキル標準を活用している企業の従業員の方

がキャリア目標を明確（活用者 55％：非活用者 39％）にしてお

り、仕事の評価に対する満足度が高い（活用者 58％：非活用

者 44％）と回答。

・プロフェッショナルコミュニティによる普及事業について、コミュ

ニティ成果の発表の場であるIPAプロフェッショナルコミュニティ

フォーラム（IPCF）では、毎年約 500 名を集客し、満足度も

90％以上。

・地域・中小企業を対象とした普及事業について、ワークショップ

参加者からは、「経営目標の実現に最適なＩＴ人材の把握がで

きた」、「ＩＴスキル標準と人員の現状差異が理解できた」などの

評価。ワークショップ実施後に、本事業の成果等を紹介するセ

ミナーや講演会が自主的に開催されるなど、地域の活性化に
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寄与。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎（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

「社内プロフェッショナル認定の手引き」は、IT スキル標準を活用した人材育成メ

カニズムの構築において IT プロフェッショナルの認定制度の策定や運用にあたっ

ての手助けとなるべく、手順や留意点をまとめたもの。

本手引きを参照することにより、IT スキル標準に基づいた IT プロフェッショナル

育成の促進と評価の客観性が向上し、IT サービス産業の発展と IT プロフェッショ

ナル個人の成長に寄与。

社内プロフェッショナル認定の手引き作成事業

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞： 8,217 件（平成 23 年度まで）

※平成 21 年 3 月公開

評価 ・IT プロフェッショナルを認定することは、企業や組織に

とっては、「組織内でプロフェッショナルを目指す個人

のモチベーションが向上」、「後進人材にとっては、目

標が具体化することによりキャリア開発に対するより

深い関心が生まれる」等の効果あり。

・IT プロフェッショナルとして認定された個人にとって

は、「キャリアアップの重要な機会となる」、「社内外に

おける自らの人材価値を証明することになる」等の効

果あり。

IPA 実施の妥当性 ○ （①,②）

今後の方向性 Ⅲ
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（２）産学における実践的人材育成の実施の支援

産業界と教育界が、将来に向けて育成することが必要な人材像を共有し、連携し

て人材育成や能力発揮に向けた取組を強化するとともに、人材育成における横断的

課題や業種・分野的課題等について幅広く対話を行い、具体的行動につなげる場と

して、平成 19 年 10 月に経済産業省と文部科学省の連携による「産学人材育成パート

ナーシップ」が創設された。

情報処理分野に関しては、同年 11 月に産学連携による実践的 IT 教育システムの

構築を目指し、産業界、教育界の有識者を委員とする「情報処理分科会」が設置され、

IPA が事務局を担当した。

情報処理分科会では、IT があらゆる社会活動・企業活動において活用される情報

化社会が急速に進展する中で、優れた IT サービスを提供・活用する高度 IT 人材の

育成は喫緊の課題であるとの認識を共有する一方で、IT 関連の人材不足は深刻で

あり、高度 IT 人材育成のために、産業界と教育界、さらには政府との間で、実践的な

連携を強化することが必要であるとの指摘がなされた。また、このような課題に対す

る施策として、人材育成に必要なノウハウやコンテンツの整備や長期インターンシッ

プの実践など事業の推進について議論が行われた。

IPA は、産業界、教育界をコーディネートして産学連携実践的教育モデルを構築し、

実証するとともに、蓄積したノウハウや教育コンテンツを IPA の情報公開サイト「IT 人

材育成 iPedia」により公開した。なお、産学連携実践的教育モデル構築及び教育コン

テンツの蓄積にあたっては、産業界が求める人材像を教育界と共有し、「共通キャリ

ア・スキルフレームワーク」（CCSF）の知識領域との対応を図った。

また、産学連携による実践的 IT 教育の効率的、効果的な実施に資するため、先導

的な産学連携実践的 IT 教育手法の調査・研究を行い成果を公開するとともに、産業

界、教育界からのニーズの高い教育コンテンツを制作して広く提供することにより、大

学学部学科を中心とする高等教育機関から、産業界で活躍できる多数の高度 IT 人

材の輩出ができ、産業競争力強化につながるよう支援活動を実施した。

（2-1）産学連携による実践的ＩＴ教育支援事業

産業界で活躍できる高度 IT 人材の育成を目指し、産学連携による実践的ＩＴ講座

の開設等を支援するため、以下の事業を実施。

①産学連携実践的教育モデル構築及び実証事業

産業界で活躍できる高度 IT 人材の育成を目指し、先駆的な大学と支援企業のマ

ッチングを IPA がコーディネートし、各大学における実践的 IT 講座の開設準備を産

学連携により実施。開設準備が行われた各大学は、実践的 IT 講座をその翌年度
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に開設し、必要な改善を実施。

産学連携実践的教育モデル構築及び実証事業

普及・活用状況 ・平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 年間の事業で、実

践的 IT 教育講座の開設を支援した 16 大学 2 地域団体

で、約 2,100 人の学生が実践的講座を受講する体制を構

築。これらの講座は自立化して継続して実施され、毎年、

情報系学部・学科の学生（1 学年あたり約 16,000 人）の

10％を超える学生が実践的講座を受講する見込み。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、有識者より当該事業に対して

次のような評価コメントを受けている。

- 産学連携人材育成活動に弾みがついた。

- 産学連携に対する大学教員の意識改革が行われた。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅲ

②自立的、継続的な産学連携ＩＴ人材育成に向けた活動

平成 24 年 5 月に開催された「産学人材育成パートナーシップ」情報処理分科会

の結論を受け、自立的な産学連携による実践的なＩＴ人材育成活動のため、産業界、

教育界の関連団体参加により各団体の個別の情報を共有し相互に活用するため

の「産学連携推進委員会」を、IPA が事務局となり設置。

IPA にて同委員会の運営を行うとともに、IPA が主体となり、「産学連携講座連絡

会」を設置し、大学においてニーズの高い実践的ＩＴ教育講座のノウハウ蓄積・共

有・普及、講座の評価の可視化、蓄積したノウハウ活用による産学連携 IT 人材育

成のコーディネートを行う地域団体の発掘と支援を実施。

また、国内外先導的産学連携 IT 教育事例調査結果の発信、「IT 人材育成 iPedia」

にて汎用的教育コンテンツの提供を開始し、地域における大学と支援企業のマッチ

ングをコーディネートする地域組織相互間でノウハウ共有を可能とするコミュニティ

も運営。

自立的、継続的な産学連携ＩＴ人材育成に向けた活動（産学連携推進委員会等）

普及・活用状況 ・産学連携講座連絡会については平成 24 年度、本会

議を 4 回、ワーキングを 24 回開催し、成果を「講座構

築ガイドテーマ編」として作成し、公開予定。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、有識者より当該事業に対

して次のような評価コメントを受けている。
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- 実践的ＩＴ教育講座のノウハウ提供は大学側からみ

ると産学連携による実践教育のコミュニティができ

ていないため、情報収集の場等として非常にありが

たい。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 ◎（但し、民間の自主的な活動への移管の検討を行

う）

（2-2）先導的産学連携実践的ＩＴ教育に関する調査事業

平成 23 年度に国内外の先導的産学連携実践的 IT 教育に関する以下の調査事

業を実施し、報告書を「IT 人材育成 iPedia」にて公開。

①産学連携教育に関する国内外の事例調査

産学の自立的かつ持続的な産学連携体制基盤を構築する活動を支援するため、

企業や大学などが協力して行う産学連携による教育の自立的な継続や組織的な

取組みに焦点を当て、国内における実践的な IT 人材育成のための産学連携教育

の先導的な事例調査を実施。

また、海外についても、産学連携活動の先進的な産学連携の取組み事例が数

多く存在することから、我が国における産学連携の効果的な実施の参考とするため

調査を実施。

実践的な IT 人材育成のための産学連携教育の先導的な事例調査

普及・活用状況 ＜調査報告書ダウンロード件数＞：

延べ 1,440 件（平成 24 年 5 月に公開。同年 10 月まで

の合計。月平均 240 件）

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、有識者より当該事業に対

して次のような評価コメントを受けている。

- 国内の複数の教育機関での取組を比較しており、

同様の取組を推進する上での課題の理解、また、

工夫を知ることができる。

- 海外の事情を知ることはなかなか難しい中で、まと

まった報告として、情報を得られることは評価でき

る。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅲ
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②実践的 IT 教育講座に係る調査

平成 22 年度及び平成 23 年度に実践的 IT 教育講座を開設した 10 大学を対象

に実施状況などを把握するため、「産学連携実践的 IT 教育調査検討委員会」を平

成 23 年度に設置。講座の内容、教育手法、実施結果、産学の役割、実施に当たっ

ての課題や工夫などの情報を収集し、整理、分析を行い「IT 人材育成 iPedia」にて

公開。

実践的 IT 教育講座に係る調査

普及・活用状況 ＜ダウンロード件数＞：

延べ 1,352 件（平成 24 年 5 月に公開。同年 10 月まで

の合計。月平均 225 件）

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、有識者より当該事業に対

して次のような評価コメントを受けている。

- 複数大学の具体的な実施事例の紹介が大いに参

考になる。表面的な報告ではわからない点が述べ

られており、いざ実施という場面で「使える情報」だ

と思う。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅲ

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

高等教育機関における自立的、継続的な産学連携ＩＴ人材育成に資するため、

平成 22 年度から、IPA で蓄積した企業提供の教育コンテンツ情報、産業界教員

向け研修教材、実践的インターンシップ運営ノウハウ集等の産学連携 IT 人材育

成活動に係るノウハウ及び実践的 IT 教育講座の実績情報やノウハウについて

IPA の情報公開サイト「IT 人材育成 iPedia」で収集し、発信。

｢IT 人材育成 iPedia｣による情報収集・発信事業

普及・活用状況 ＜アクセス件数＞：

年間で約 17,000 件（平成 23 年度実績）

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、有識者より当該事業に対

して次のような評価コメントを受けている。

- 実践的ＩＴ教育講座のノウハウ提供は大学側からみ

ると産学連携による実践教育のコミュニティができ

ていないため、情報収集の場等として非常にありが
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たい。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 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

産業界、教育界からのニーズや教育効果が高い、高等教育機関における実践

的ＩＴ教育講座のための汎用的教育コンテンツを制作し、高等教育機関に対し、無

償で提供。教育コンテンツの選定に際しては、産業界、教育界の有識者で構成する

「汎用的教育コンテンツ開発委員会」で実践的ＩＴ教育講座の実施頻度やＩＴ人材白

書のアンケート結果などを参考とし、各教育コンテンツの仕様については専門家か

ら構成されるタスクフォースにて策定。

平成 23 年度に 3 本の教育コンテンツを制作し、4 大学（5 講座）では本教育コンテ

ンツを適用した講座を実施済み。また、平成 24 年度には 2 本の教育コンテンツを制

作中であり平成 25 年 1 月末に完成予定。

各教育コンテンツは教員の講座のシナリオに応じ、素材として部分的に適用可能

であり、産業界のノウハウを含んだ豊富な事例、演習課題、ドキュメント様式などを

提供し、経験の浅い教員のための教育ガイドも一括提供。

実践的ＩＴ教育に資する教育コンテンツの制作・提供事業

普及・活用状況 ・平成 23 年度に制作した教育コンテンツは平成 24 年

11 月現在で13 大学からその利用の申し込みを受け、

既に 4 大学ではこの教育コンテンツを適用した講座を

実施済み。

評価 ・教育コンテンツを利用した教員から次のような評価コ

メントを受けている。

- 事例の全体像や現状と将来システムについての説

明書、それに基づいた要件定義書、ソースコード等

の一式が提供されているのは有用な教材。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 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）



14 
 

（３）情報処理技術者試験の実施

IT が社会インフラとなり、我が国が目指すべき 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。IT 人材の評価指標として人材

育成の一翼を担ってきた情報処理技術者試験については、IT 人材の育成に貢献す

るため、以下の取組を実施した。

（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

（ⅰ）情報処理技術者試験の改革

平成 21 年度春期試験から新試験制度へ移行。主な改訂内容は以下のとおり。

・新試験制度審議委員会（委員長：岩丸良明 金融庁 CIO 補佐官（当時））の報

告書（平成 19 年 12 月）に基づき、新試験区分に対応した試験問題の作成、試

験実施方法の見直し、試験システムの開発など試験制度の抜本的な見直しを

実施。

・試験をスキル標準のレベル判定の尺度として位置づけ、共通キャリア・スキル

フレームワークの 7 段階のレベルのうち、レベル 1～3（初級～中級）までは、基

本的に試験の合否によってレベルを判定し、レベル 4（高度）は試験と業務経験

等で判定することと整理。

・IT 産業、ユーザー産業の両者においても、IT を戦略的に活用できる人材が求

められることから、ベンダー側人材・ユーザー側人材を一体化した試験体系に

改訂。

・我が国の国際競争力強化における組込みシステムの重要性の高まりに対応

するため、組込みシステムに関する知識・技能を幅広く出題する試験体系に改

訂。

（ⅱ）着実な試験の実施

・50～60 万人規模の大規模試験を万全の実施体制により円滑に実施。

・試験実施に係る諸問題に対して的確に対応するとともに、PDCA サイクルを通

じた利用者へのサービス向上を図りつつ、試験を着実に実施。

� 携帯電話による不正受験問題への対応

→ 携帯電話に係る厳格なルールを規定し運用。

� 東日本大震災への対応

→ 平成23年度春期試験の日程を変更し、特別試験として実施。また、受験料返還措置

及び次回試験への振替を措置。

� 利用者ニーズへの対応

→ 一部免除申請制度の拡充、団体申込条件の緩和（10 人→5 人）、団体担当者への

成績情報のフィードバックサービスを開始（平成 25 年度春試験より開始予定）等
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情報処理技術者試験

普及・活用状況 ＜応募者数の推移＞

H20 H21 H22 H23（注 1） H24（注 1,2）

539,736 人 613,848 人 623,596 人 576,339 人 458,589 人

（注 1）CBT 方式（パソコン端末上で問題表示、解答を行う方式）で受

験した人数を含む。

（注 2）平成 24 年度の応募者数のうち、IT パスポート試験については

４～10 月の実績（38,693 人）を反映

＜ＩＴ企業活用状況(※)＞

・ＩＴ企業 549 社中 520 社が活用。（活用率約 95％）

・ＩＴ企業 549 社中の約半数が社員へ受験推奨や合格

者への一時金支給を実施。

＜情報系学科のある学校活用状況(※)＞

・190 校中 157 校が活用。（活用率約 83％）

（※）IT 人材白書 2012 のアンケート結果による。

評価 受験手数料収入による事業運営。

IPA 実施の妥当性 法令

今後の方向性 ◎

（3-2）ＩＴパスポート試験の創設等に関する事業

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」を創設。なお、本試験について

は、受験機会の拡大を図るため、第２期中期計画期間中に CBT（Computer Based

Testing）方式（注3）で実施。また、IT 教育を支援するため、IT パスポート試験のシラバ

スを作成し、必要な情報提供等を実施。

（注 3）CBT 方式：パソコン端末上で試験問題表示、解答入力を行う方式

（ⅰ）IT パスポート試験の創設

今や情報技術が社会基盤・生活基盤となっていることから、我が国が発展して

いくためにも職業人には情報技術の潜在力を積極的に活用し、企業の発展に寄

与する知識・スキルが必要。また、IT 社会において安全に活動する知識を備えて

いることも重要。このような点から、職業人として共通に備えておくべき基礎的な

知識を測る IT パスポート試験を平成 21 年度に創設（春期・秋期の年 2 回実

施） 。



16 
 

（ⅱ） CBT 方式の実現

IT パスポート試験については、平成 23 年 11 月より国家試験としては初の CBT

方式による試験を実現。受験機会は年間 2 回から飛躍的に増大するとともに、即

時採点など受験者の利便性向上を実現。

また、CBT 方式による試験の安定的な運用を実現し、国家試験としての信頼を

十分に確保。

（ⅲ） 情報処理技術者試験のシラバスの作成・改訂

IT パスポート試験の開始に先立ち、受験者の受験勉強の指針とするとともに、

企業・学校における IT リテラシー教育などにも広く活用されるよう IT パスポート

試験のシラバスを平成 20 年 6 月に作成、公表。

さらに、基本情報、応用情報、高度試験のシラバスを順次作成し、平成20年度

中に全 12 試験区分のシラバスを作成、公表。

平成 24 年 3 月に公表された共通キャリア・スキルフレームワーク（第一版・追

補版）に対応するとともに、情報技術の進歩・普及を反映して、全 12 試験区分の

シラバスを平成 24 年 5 月に改訂、公表。

IT パスポート試験の創設、CBT 方式試験の実現

普及・活用状況 ＜応募者数の推移＞

（紙方式での実施）

H21：118,701 人、H22：135,254 人、H23：117,553 人

（CBT 方式での実施）

H23（11 月～）：17,064 人、H24（～10 月）：38,693 人

評価 受験手数料収入による事業運営。

＜CBT 方式による試験実施に係る評価（アンケート）＞

・CBT 方式での IT パスポート試験合格者から「受験し

やすくなった」等の高い評価を得ている（回答者数約

800 人）。

（受験のしやすさ）良くなったと回答：90.4%

（申込みのしやすさ）良くなったと回答：88.2%

（問題への回答のしやすさ）良くなったと回答：70.0％

IPA 実施の妥当性 法令

今後の方向性 ◎
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（3-3）その他（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）

これまで情報処理技術者試験センターの支部が実施してきた情報処理技術者

試験の会場確保・試験運営業務について、民間競争入札を実施し、完全民間移

行を実現。また、第２期中期計画で定めた目標を 1 年以上前倒し、平成 23 年 12

月までに支部の全廃を達成。

民間競争入札実施年度 対象地域 担当支部 支部廃止時期

平成 19 年度

平成 22 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

平成 22 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

試験実施業務の民間競争入札による実施及び情報処理試験センター支部の全廃

評価 支部廃止に伴い、人件費を削減し、効率的組織運営に

貢献。

＜人件費合計の推移＞（単位：百万円）

H20 H21 H22 H23 H24(注 4)

531 508 504 470 382

(注 4）平成 24 年度中間決算（4～9 月）の金額を倍にした金額（見込み額）

今後の方向性 Ⅲ
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（４）地域・中小企業のＩＴ化を促進する人材育成

中小企業庁が公表している「中小企業 IT 推進計画Ⅱ」の理念のもと、平成 11 年度

から平成 16 年度まで経済産業省が取り組んできた戦略的情報化投資活性化支援事

業（ITSSP）の成果を踏まえ、IT 経営応援隊（中小企業の経営改革を IT の活用で応援

する委員会）を設置し、自立的・継続的に地域・中小企業の IT 活用による経営改革を

支援した。

また、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する情報関連人材

育成事業を定める省令（平成 17 年厚生労働省・経済産業省令第 5 号）で定める情報

関連人材育成事業を行う新事業支援機関に対し、指導及び助言を行った。

（4-1）ＩＴ活用による中小企業経営に関する支援等事業

中小企業経営者等に対して、経営とＩＴに精通した専門家を通じた経営上の課題

解決に資する支援等を実施。また、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中

小企業団体中央会等との情報交換を密接に行う等、中小企業のＩＴ経営を促進する

事業に積極的に参加。

その他、中小ＩＴベンダー人材育成優秀賞を通じたスキル標準の成果を普及。

①ＩＴ活用による中小企業経営に関する支援事業

平成 20 年度から平成 21 年度において、日本商工会議所、全国商工会連合会、

全国中小企業団体中央会等と連携し、中小企業がＩＴを活用して経営革新や生産

性の向上を図る「ＩＴ経営」の実践を促進するため経営者研修会等を実施。

経営者研修会等の開催

普及・活用状況 ＜開催件数＞：521 件

＜参加者数＞：6,533 人

＜アクセス件数＞：

経営者研修会等に関するＩＰＡのウェブサイトへのアクセス

件数は年間約 22 万件（月平均約 18 千件）。

評価 ・研修受講者に対するアンケート調査によれば、9 割を超え

る受講者から「役に立った」との高い評価を得ており、地

域・中小企業に対するＩＴ活用の必要性・効率化の認識の

向上に貢献。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ
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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

経営戦略に即した IT 人材育成の取り組みを、3 つのスキル標準のいずれかを

活用して組織的に実践し、その取り組みが IT 産業の構造の変革に対応し、企業

組織全体が活性化されている企業を表彰する制度であり、平成 22 年度から毎年

計 3 回実施。平成 24 年度は、賞の応募企業以外にも自社の人材育成の仕組みを

診断するために賞の応募審査の基準「人材マネジメントセルフチェックリスト」を活

用したウェブ入力による「人材育成診断」のサービスを提供。

中小ＩＴベンダー人材育成優秀賞、人材育成診断

普及・活用状況 ＜表彰企業、参加企業＞計 12 社、164 社

平成 22 年度：3 社（優秀賞 3 社）、24 社

平成 23 年度：4 社（優秀賞 3 社、特別賞 1 社）、20 社

平成 24 年度：5 社（優秀賞 2 社、特別賞 3 社）、120 社

※平成 24 年度は人材育成診断サービス 108 社を含む

＜普及状況＞

・IPA 主催セミナーを計 3 回実施し、207 名を集客。

・表彰企業の事例パンフレット計 15,000 冊を作成し、イベ

ントやセミナー等で配布。

評価・費用対効果 ・受賞企業においては、「企業アピール」、「採用に係る応

募者増」、「モチベーション向上」に寄与したとの評価。

・セミナー参加者においては、「実例から具体的な解決策

を発見できた」、「育成制度構築上のヒントやポイントが

得られた」との評価。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 Ⅲ

（4-2）新事業支援機関との連携によるＩＴ人材育成の地域展開に関する事業

地域におけるＩＴ人材の育成を促進するため、情報関連人材育成事業を行う地域

の取組みと連携して、ＩＴ人材施策を地域に展開。

①ライブ型 e ラーニング事業

新事業支援機関と連携し、ライブ型 eラーニング研修等を実施し、地域における

ＩＴ人材の育成について支援。なお、平成 23 年度からは受講時間に制約などがな

いオンデマンド型 e ラーニング研修を実施。
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ライブ型 e ラーニング研修等

普及・活用状況 ＜受講者数＞：

・延べ 3,210 人（平成 20～24 年度の累計）

・この他、オンデマンド型研修受講者は平成 23 年度で 397

人（平成 24 年度は 1～2 月に実施予定）

評価 ・研修受講者に対するアンケート調査によれば、８割を超

える受講者から「満足」との評価。

IPA 実施の妥当性 △ （③）

今後の方向性 Ⅲ

②ＩＴ人材白書の発行に関する事業

今後の IT 人材育成施策の立案などの基礎資料とすること、また、IT 人材育成施

策の必要性や実施効果を評価・検証するため、平成 20 年度に「IT 人材市場動向調

査」を行い、翌年度に IT 人材白書として発行。以降毎年度調査・発行を実施。

ＩＴ人材白書の作成に関する調査は、既存の統計で把握できない IT 人材特有の

事項にフォーカスを当て、業界動向も含めた調査であり、調査対象が企業、教育機

関及びIT技術者等と多岐に亘る総合的なものとして、我が国IT人材育成施策の基

礎資料として活用。

「ＩＴ人材白書」

普及・活用状況 ＜アクセス件数＞：月平均約 2 万件 （平成 24 年度）

＜成果の活用状況＞：（平成 24 年度調査）

ＩＴ企業：19.7％ （有効回答数 108 件）

ユーザー企業：7.8％ （有効回答数 26 件）

評価 ・「IT 人材白書」は経済産業省、文部科学省、総務省、内閣官

房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における政策提言にも活用。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 ◎

③その他（地域ソフトウェアセンターの出資金の管理）

地域ソフトウェアセンターの経営改善に向け、理事長はじめ IPA 幹部の現地訪問

や中間仮決算、決算ヒアリング等により経営状況を把握し、経営指導や助言を実

施。また、地元自治体などの関係機関に対して地域ソフトウェアセンターの取組み

を紹介して地域ソフトウェアセンターの積極的な活用を要請。

その他、地域ソフトウェアセンターが主催する協議会を支援し、地域ソフトウェア



21 
 

センター間の情報交換を促進（協議会は年 3 回実施）。

このような継続的な経営改善努力によって、第２期中期計画実施前（平成 19 年

度）に比較し、平成 23 年度の決算において繰越欠損金が 289 百万減じている等、

地域ソフトウェアセンター全体として収益体質に転換。

＜地域ソフトウェアセンターの経営状況の変化＞

平成 19 年度 平成 23 年度 増▲減

利益剰余金を計上している

（繰越欠損金がない）センター数
2 センター 3 センター 1 センター

繰越欠損金の額 1,966 百万円 1,677 百万円 ▲289 百万円

長短借入金の残高 996 百万円 281 百万円 ▲715 百万円

現預金、有価証券の保有額 3,825 百万円 4,331 百万円 506 百万円

なお、事業の成果が見込めず、かつ、以下の基準に該当するものは、他の出資

者の合意のもとに整理を推進。

・主要株主である地方自治体、地元産業界からの直接的、間接的な支援が得ら

れない場合。

・経営改善を行っても、繰越欠損金が増加（3 期連続を目安）又は増加する可能

性が高い場合。

これにより、三重ソフトウェアセンター（平成 20 年 6 月解散）、さいたまソフトウェア

センター（平成23年3月解散）、広島ソフトウェアセンター（平成25年3月解散予定）

を整理（当初 20 センターあったものが平成 24 年度末で 13 センターとなる予定）。

今後、赤字経営の地域ソフトウェアセンターについて、次期中期計画期間におい

て黒字化への転換が見込めないセンターにあっては、他の出資者との連携の下に、

解散に向けた取組を促すものとし、解散分配金を速やかに国庫納付。なお、赤字

経営から黒字経営への転換の見込みについては、経営に関する見通しや改善計

画等を確認の上、判断。

（５）ＩＴのグローバリゼーションへの人材面での対応

ソフトウェア開発のグローバル化等に伴い、特にアジア圏における IT 人材の確保・

流動化、IT 技術者の育成・レベルアップ、国境を越えた就労機会の拡大のため、IT 技
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術者に関する客観的な能力開発・評価指標について、我が国の情報処理技術者試

験の試験問題作成や実施経験・ノウハウ、スキル標準と準拠カリキュラムの提供等を

通じて、各国制度間の相互認証等による共通化・標準化を図るために、以下の取組

みを実施した。

（5-1）スキル標準のアジア各国への導入支援事業

ベトナム及びフィリピンからの要望に応じて、IT スキル標準に係るセミナー、講

演活動及び現地企業へ IT スキル標準の導入支援を実施。

ベトナムに対しては、IT スキル標準をベースとしたベトナムソフトウェア協会

（VINASA)の資格認定システム（VRS）を構築、ベトナム企業に対する VRS 導入を

支援し、平成 22 年 9 月に IT スキル標準の推進に関する情報交換や技術的な協

力を進めるための相互協力協定を締結。さらに、ハノイ工科大学、FPT 大学へ IT

スキル標準の英語版モデルカリキュラムを提供し、活用のための支援を実施。

フィリピンに対しては、フィリピンソフトウェア協会（PSIA）を支援し、現地企業へ

IT スキル標準の導入を実施するとともに、普及促進のためのガイドラインや付属

資料の提供を実施。なお、ベトナム同様に、IT スキル標準の推進に関する相互協

力協定を、平成 24 年度中に PSIA と IPA の間で締結予定。

スキル標準のアジア各国への導入支援事業

普及・活用状況 ＜セミナー・講演実績＞

平成 23 年度は、計 7 回実施し 390 名が参加。

評価 ・フィリピンで実施したセミナー、講演における参加者のアンケ

ート結果では、38 企業・団体が「IT スキル標準の導入を希望

する」旨の回答あり。

・フィリピンでの IT スキル標準を導入した企業からは、「人材

育成が強化された」、「社員の技術力が向上した」、「マネジ

メントの意思決定が改善された」等の評価を得た。

※IPA での交付金による活動に加え、平成 19～21 年度は、

JETRO の専門家派遣事業にて、平成 22～23 年度は、

JODC（財団法人海外貿易開発協会）の専門家派遣事業に

て実施したもの。

IPA 実施の妥当性 ○ （①,③）

今後の方向性 Ⅱ
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（5-2）情報処理技術者試験のアジア展開事業

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。

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。

アジア共通統一試験は当初、基本情報技術者試験のみを実施していたが、平

成 22 年 4 月からは IT パスポート試験を、また、平成 23 年 10 月からは応用情報

技術者試験と実施試験区分を順次拡大。

アジア共通統一試験の定着を図るために、日本の試験問題作成委員等の協力

を得て、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り、

ITPEC 加盟国独自で作成した問題も、出題。

また、独自に情報処理技術者試験を実施している 5 ヶ国・地域（インド、シンガポ

ール、韓国、中国、台湾）とは試験の出題範囲・レベルの同等性等を比較し、相互

認証協定を締結・維持。

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部発表（平成 24 年 7 月）の「新たな

情報通信技術戦略 工程表」の「アジア太平洋域内の取組み」や情報セキュリティ

政策会議発表（同年 7 月）の「情報セキュリティ 2012」の「７ 情報セキュリティ人材

の育成 ウ 人材類型を跨ぐ横断的課題等」の一環の国家戦略として実施が求め

られているものであり、国際的な協力及び我が国の市場経済との整合性等広く国

益のために継続して実施することが必要。

また、ASEAN 各国を中心としたアジア諸国と相互認証協定を締結して試験を実

施しており、対外的な信頼関係を損ないかねない業務は継続して実施。

相互認証協定を締結し、基本情報技術者試験以上の試験に合格した者には、

日本の法務省は在留資格取得要件の緩和（IT 告示）の対象に指定。「情報処理」

として認定された数は「技術」として認定された数の約 51％を占有（法務省入管局

が毎年公表する「日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際

業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について」の 4 年間の平均）。

また、平成 24 年 5 月より法務省が導入した「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」において、IT 告示対象試験の合格者には加算ポイント

が付与されており、高度人材の我が国への受入れ促進に貢献。

情報処理技術者試験のアジア展開

普及・活用状況 ＜アジア共通統一試験＞：
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・応募者数 23,701 名、合格者数 3,321 名

・問題作成数 1,553 問、出題率、34.8％

＜相互認証協定＞：11 ヶ国・地域と締結

評価 ＜「情報処理」と認定された在留資格認定数＞：

12,099 件（平成 20～23 年の 4 年間計）

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③）

今後の方向性 Ⅱ

（5-3）プロジェクトマネジメント/ソフトウェア技術者認証の国際標準化事業

プロジェクトマネジメントの国際標準化については、IPA は国内審議団体の指定

を受け、国内対応委員会を組織するとともに、国際会議に参加し、国際標準化を

達成。平成 24 年 9 月国際標準 ISO21500「プロジェクトマネジメントの手引き」とし

て発行。

ソフトウェア技術者認証の国際標準については、平成 20 年 9 月に国際標準

ISO/IEC 24773 として発行。その後、詳細な技術文書（TR29154）の策定にエディタ

として参加。

ソフトウェア技術者認証を包含する ITを中心とした「システム技術者認証」や「情

報セキュリティ技術者認証」の国際標準化の議論が既に開始しており、発行され

れば我が国への影響が大きく、日本にとって親和力の高いものとすべく、協力。

プロジェクトマネジメント/ソフトウェア技術者認証の国際標準化事業

普及・活用状況 ・ISO21500「Guidance on Project Management」平成24 年 9 月発行

・ISO/IEC24773「Software engineering – Certification of software

engineering professionals – Comparison framework」平成 20 年 9

月発行。技術文書（TR29154）は平成 25 年度中に発行予定。

評価 ・ISO21500 策定では国内審議団体として指定を受け、国際会議に

参加し、国際標準化を達成。

・ISO/IEC24773 策定では、エディタとして参画し、国際標準化を達

成。その後、技術文書の策定にも貢献。

IPA 実施の妥当性 ○②③

今後の方向性 Ⅲ（但し、ソフトウェア技術者認証については、必要に応じて協力

業務の実施を検討）
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（６）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・育成や、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している。さらに、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・キャンプ事業」を実施してい

る。

なお、「セキュリティ・キャンプ事業」の実施に当たっては、「未踏 IT 人材発掘・育成

事業」の PM（プロジェクトマネージャ）や採択者が講師として参画し、また、「未踏 IT 人

材発掘・育成事業」には「セキュリティ・キャンプ事業」の参加者からの応募があるなど、

両事業の一体的運用を実施している。

（6-1）未踏 IT 人材発掘・育成事業と環境整備事業

「未踏 IT 人材発掘・育成事業」として、厳選な公募により斬新なアイディア･技術

を持つ若い逸材からの応募を広く募り、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PM（プロジェクトマネージャ）として登用し、PMの独自の「目

利き」による発掘、審査、育成・指導、評価を実施。

また、この事業の採択者（クリエータ）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。

さらに、「未踏 IT 人材発掘・育成事業」で輩出した優れた人材が新たな優れた人

材の育成に参画できる環境、産業界との連携などを促進。

①スーパークリエータの発掘・育成の実施

平成 20 年度から 2 つの公募枠（「本体枠（35 歳未満優遇）」及び「ユース枠（25

歳未満）」）を設けて実施していたが、平成 23 年度から「より若い IT 人材の育成」に

重点化することにより「25 歳未満」の枠に統一して実施。

平成 20 年度～21 年度においては、環境負荷軽減に見識をもつ PM1 名を委嘱し、

「グリーン IT：地球環境に優しい IT 技術、地球を護る IT 技術、地球環境と共生しな

がら持続性を持って発展していく IT 技術」を一部対象として募集を実施し、合計 49

件の応募の中から、11 件を採択。

また、平成21年度までは本事業の運営の一部を公募により選定した一般企業に

委託していたが、平成 22 年度から運営業務の更なる効率化、円滑化を図るため、
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IPA 内に本事業の全ての運営業務を行える体制を整備し実施。

また、第２期中期計画から「より若い IT 人材の育成」に重点化したことより、全国

大学、高専等を個別に訪問し、「未踏説明会」を延べ 33 校（平成 24 年度実施予定

の2校を含む。）で実施し、過去応募のなかった学校（長野高専、石川高専、長岡技

術大学、香川大学、琉球大学など）の学生からの応募を受付。さらに、「セキュリテ

ィ・キャンプ事業」に参加した学生にも本事業の説明を実施し、過去に参加した学生

からも応募を受付し、その中から中学生を採択（平成 23 年度）。

第２期中期計画期間中の、応募件数は 1,070 人、採択件数は 227 件、採択者数

は 317 人、スーパークリエータ認定者数は 68 人（平成 23 年度まで）。

＜応募・採択件数、スーパークリエータ認定者数等＞

年度（平成） 平成 20 年度※2 平成 21 年度※2 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 合計

応募件数 363 362 170 86 89 1,070

採択件数※1 72 79 34 21 21 227

採択者数※1 93 111 53 29 31 317

認定者数 25 22 15 6 育成中※3 68

※1 個人によるグループも対象としているため、採択件数と採択者数は異なる。

※2 平成 20 年度、21 年度は年 2 回公募実施。

※3 平成 24 年 12 月現在、育成中。平成 25 年 2 月育成期間終了後、評価予定。

未踏事業 IT 人材発掘・育成事業

普及・活用状況 ・未踏 IT 人材発掘・育成事業で輩出したトップ IT 人材は、大学などの

教壇に立ち「トップ IT 人材の循環・再生産」、自ら起業、企業との連

携、開発現場への就職などによる「新たな IT 市場の創出・活性化」な

ど多方面にわたり貢献。

・未踏での成果を基に会社設立又は事業化（商品化）が決定し、製品・

サービスとして提供している割合は 17.4%、オープンソースソフトウェ

ア等で無償公開し「公共財」として様々な用途で活用されている割合

は 28.6％であり、新たなビジネス・IT 技術による産業界の活性化に寄

与。

・学会論文集の掲載が 24.4%、研究機関からの招聘が 11.4%であり、ソ

フトウェアの研究分野で活躍。

・ソフトウェア関連での受賞が 13.6%、取材（直近過去 1 年）が 2.2%。
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「未踏事業」の会社設立、事業化状況等

注）本事業で輩出したトップ IT 人材が具体的な活躍に至るには長期

にわたる期間を要することから、平成 22 年度までの本事業（前身の

「未踏ソフトウェア創造事業」及び現在の「未踏 IT 人材発掘・育成事

業」）の採択者に対する追跡調査（平成 23 年度実施）の結果を集

計。なお、内容項目は複数回答のため、件数・割合の集計は合致し

ない。

具体的な事例は以下のとおり

①情報セキュリティの脆弱性を自動検出する技術（AMBERATE）の開発

近年のサイバー攻撃に対応。オープンガバメントラボでも活用され、

日本の安全性に大きく貢献。

②日本発の独自ブラウザーソフトウェアの開発

独自のウェブブラウザ技術を元に起業。当社のブラウザソフトは世

界で 2,000 万以上ダウンロードされ 198 ヶ国、約 100 万人が利用し、

スマートフォン用ブラウザソフトも提供。平成 20 年米シリコンバレー

に支社を開設。

③ユーザフレンドリな動画編集技術の開発

誰でも簡単に動画編集できる技術を元に起業。高速かつ直感的なユ

ーザインターフェースを持つ動画編集ソフトを販売し、平成 23 年 11

月から欧米、アジア等海外向けに本格的に販売を開始。また、平成

21 年度「グッドデザイン賞」特別賞（中小企業庁長官賞）を受賞。
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評価 ・未踏事業IT人材発掘・育成事業について次のようなフォローアップを

実施。

＜追跡調査（アンケート）（853 名）＞

・本事業の成果により会社設立又は事業化が決定したものは 148 名

で、そのうち起業したものの年間平均売上高は約 1 億円（ｻﾝﾌﾟﾙ調

査）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 ◎（但し、民間活力の活用を含めて実施）

②突出した IT 人材が活躍できる環境の整備

スーパークリエータを含む未踏事業で発掘した IT 人材のビジネス化の能力を発

揮するため、IT 関連団体、企業での成果の発表の場、各種イベントへの出展、産業

界との交流会（未踏交流会など）開催など成果の周知とビジネスマッチングの場を

提供し産業界との連携を促進。

また、未踏事業公募の説明に関し、全国大学、高専等を個別に訪問するに際し、

スーパークリエータによる講演、大学情報系学生向け講義枠での講演の実施など

スーパークリエータとして認定された者の IT 人材育成への参画を促進。

さらに、スーパークリエータ認定者を PM として登用し、新たなスーパークリエータ

の育成に参画。

発掘したIT人材や成果等に関するデータベースを「未踏iPedia」として公開。加え

て、未踏事業の概要、発掘した IT 人材の紹介、産業界著名人による未踏事業に対

する評価、統計情報などを盛り込んだ冊子を平成 24 年度に発刊し産学界に広く配

布。

突出した IT 人材が活躍できる環境の整備

普及・活用状況 ・全国大学・高専等での未踏説明会：33 校

・IT 関連団体、個別企業向け成果発表：14 回

・各種イベント出展：6 回

・産業界との交流会：20 回

・認知度向上のための冊子を制作・配布（平成 24 年度

に約 7 万 4 千部配布）

評価 突出した IT 人材が活躍できる環境の整備について、次

のようなフォローアップを実施

・100 者ヒアリング（11 名）

・IT 人材白書による IT 企業アンケート（549 社）
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未踏事業の戦略的 PR、未踏事業で輩出した IT 人材と

企業等のマッチングの場などによる人的ネットワークの

仕組みを充実すべき（100 者ヒアリング）

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 ◎（但し、民間活力の活用を含めて実施）

（6-2）セキュリティ・キャンプ事業

将来の IT 産業の担い手となり得る優れた若い人材の発掘と育成のため、初等

中等教育段階を含めた 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。実施に当

たっては情報セキュリティなどに関する高度な教育にあたり、IT 業界の第一線で

活躍中のトップエンジニア（「未踏 IT 人材発掘・育成事業」のＰＭや採択者を含む。）

を講師として招聘。

また、昨今のサイバーセキュリティ犯罪等の脅威が社会的問題になっているこ

とより、「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（設立時 26 社、平成 24

年 11 月時点で 29 社）、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「セキュリティ・キャンプ」を実

施。

今後は、同キャンプを中央大会と位置付け、地方講座などの運営による若年層

人材の裾野拡大、情報セキュリティのトップガンになる可能性を秘めた若い人材と

産業界との交流機会の提供などを官民連携で実施。

なお、第２期中期計画期間中に、266 名の学生・生徒が本キャンプに参加・受講、

平成 16 年度から平成 19 年度までの開催も含めると 397 名が参加・受講。年度毎

の応募者・受講者は下表に示すとおり。

（ハッチングは第２期中期計画期間を示す）

セキュリティ・キャンプ事業

普及・活用状況 <追跡調査>：過去キャンプ受講者 212 名

<活用状況>：

・産業界でセキュリティ関連、ネットワーク関連、Web サービス関

年度（平成） H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計

応募者 76 69 131 168 260 368 309 274 294 1,949

受講者 30 30 36 35 46 61 59 60 40 397
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連、ソフト開発関連など幅広い分野の第一線で活躍（63 名）。

・大学、大学院に進学し、更なる知識習得、新技術の研究などに

従事（149 名）。

・受講者 212 名のうち、7 名がセキュリティ関連コンテスト、プログ

ラミングコンテストなどに参加。

評価 <受講者アンケート>：平成 24 年度受講者 40 名

<企業ヒアリング>：訪問企業 60 社

・優秀な人材との接点を持てるのは会社としてメリットを感じる

（訪問企業）。

・キャンプ受講者のキャンプに対する総合評価平均点は 100 点

満点の 90.6 点（受講者アンケート）。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③）

今後の方向性 ◎（但し、民間活力の活用を含めて実施）


