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独立行政法人情報処理推進機構の中期目標期間終了時における 

組織・業務全般の見直しについて（案） 

 

平 成 ２ ５ 年 １ 月 

経 済 産 業 省 

 

 

Ⅰ．情報処理推進機構（ＩＰＡ）の現状に関する基本認識 

 

１．独立行政法人情報処理推進機構（以下「ＩＰＡ」という。）は、我が国の社

会生活に不可欠な基盤となっているＩＴについて、技術的、人的側面から基準

及び基準に基づく評価の仕組みを提供し、情報処理の高度化及びＩＴの質の向

上を推進することによって、我が国経済社会活動の安全・信頼・安定を支える

基盤を構築することを目的として、平成 16 年１月に独立行政法人として設立さ

れた法人である（前身：旧情報処理振興事業協会）。 

 

２．これまでのＩＰＡの取組 

第二期中期目標期間（平成 20 年 4 月～平成 25 年 3 月）においては、「情報

社会システムの安寧と健全な発展」を実現するため、ＩＴのグローバリゼーシ

ョンを踏まえつつ、次の 4 つの視点を軸足として事業を推進した。 

①社会基盤としてのＩＴの安全性・信頼性の向上 

②国際競争力の強化 

③世界に通用する高度ＩＴ人材の育成 

④ユーザの目線に立った事業運営 

 具体的には、広くＩＴを利用する国民や企業に向けたプロアクティブ（予防

保全的）な情報セキュリティ対策をはじめ、国民生活の重要なインフラとなっ

ている情報システムの信頼性の確保、それを支えるＩＴ人材の育成、これら幅

広い分野での国際連携・標準化等の推進に加え、機動的・効率的な組織体制の

整備に取り組むとともに、業務の効率化に向けた取り組みも着実に推進してき

た。主な取り組みは以下のとおり。 

 

【ＩＴの安全性向上に向けた情報セキュリティ対策の強化】 

・ウイルス・不正アクセス情報の届出受付や国民一般や企業からの相談対応を

実施するとともに、注意喚起や緊急対策情報を公表するなどして、速やかな

セキュリティ対策を推進した。また、ソフトウェアなどの脆弱性対策情報を

収集したデータベースの公開やソフトウェアのバージョンチェックツール

などの公開を通じて、セキュアな社会の実現に貢献した。 

・ＩＴ製品のセキュリティ機能に関する国際相互認証協定ＣＣＲＡの日本唯一

の認証機関として、ＩＴセキュリティ評価及び認証制度等を実施することに

より、社会がよりセキュアな製品・システムを享受できる環境の整備を推進
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した。また、我が国主導の国際標準規格の策定に主査として尽力した。 

・情報セキュリティに関する状況をまとめた「情報セキュリティ白書」を毎年

発行するとともに、セキュリティ対策のしおりなどの公表を通じて、一般利

用者に向けても情報セキュリティ対策の普及・啓発などに努めた。 

・サイバー攻撃による被害拡大防止のため、重要インフラ事業者を中心に、

J-CSIP を発足した。ＩＰＡは情報ハブ（集約点）として、早期警戒のための

情報共有と「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」を設置し、被害の防止に努

めた。 

 

【情報システムの信頼性向上に向けたソフトウェアエンジニアリングの推進】 

・国民生活・経済活動に密接する情報システムに対して、安心・安全な社会基

盤システムを提供するため、中立的・公的機関としてデータ収集・分析等を

行い、信頼性向上のための手法などを提供するとともに、普及活動を実施し

た（例：見積もり手法、上流工程、プロセス改善、障害管理、プロジェクト

管理、組込みシステム品質管理技術）。 

・さらに、急速に発展する情報化社会において、複雑に相互接続するシステム

全体としての信頼性の向上を図るため、重要インフラに関するガイドブック

やソフトウェアの品質向上に有効な仕様の記述法（形式手法）の普及のため

の教材等を公表・提供。また、複雑化する情報システムや組込みシステムの

安全性・信頼性向上のため、第三者がソフトウェア品質を確認することによ

り利用者に対する品質説明力を強化するフレームワークの構築。 

・情報システムの相互運用性や利便性向上のため、人名漢字を含む多様な文字

を体系的に整備した「文字情報基盤一覧表」及び「IPAmj 明朝フォント」を

無償配布。 

・プログラミング言語 Ruby のＪＩＳ規格の制定及び日本生まれの開発言語とし

て初の国際規格化に貢献し、我が国産業の国際競争力の強化、地域振興に寄

与。 

 

【IT 人材育成の戦略的推進】 

・社会人として誰もが備えておくべきＩＴに関する基礎知識を測る「ＩＴパス

ポート試験」を創設した。ＩＴパスポート試験については、受験機会の拡大

と受験者の利便性向上を目的として、産構審の提言を踏まえ国家試験として

初となるＣＢＴ（Computer Based Testing）方式による試験を実現した。ま

た、高度ＩＴ人材像に即した職種（キャリア）と求められるスキルを示した

「共通キャリア・スキルフレームワーク」を公開し、3 つのスキル標準（Ｉ

Ｔスキル標準、組込みスキル標準、情報システムユーザースキル標準）と情

報処理技術者試験との対応関係を明確化した。 

・若年層でイノベーションを創出する資質・素養を有する突出した人材（スー

パークリエータ）の発掘・育成を推進したことに加え、将来のＩＴ産業の担

い手となる優れた若い人材を発掘・育成するため、「セキュリティ＆プログ
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ラミングキャンプ」及び「セキュリティ・キャンプ」の開催などにより、若

手ＩＴ人材の育成を図った。 

 

【開放的な技術・技術標準の普及等】 

・公的機関の適切な情報システム調達を支援するため、中立公平な仕様記述に

不可欠な技術参照モデル（TRM）を策定。典型的なシステム構築法を体系化

して示しており、海外における政府調達との相互運用性拡大とシステム調達

の適切化や調達作業の効率化に貢献。 

・オープンソースを活用できる人材を育成するため、「ＯＳＳモデルカリキュ

ラム」を活用した導入実証事業を実施し、教材を公開。これにより、教育・

研修機関や地方自治体においてＯＳＳの教育が効率的に実施できるととも

に、導入に貢献。 

・遠隔地からインターネットを介して多様なソフトウェアを利用できるＯＳＳ

オープン・ラボの運用開始及び利用拡大に努めた。この環境は、ＯＳＳの体

験、動作検証などに広く活用されており、開発や普及、人材育成等に大きく

貢献。 

 

【業務運営の効率化】 

・ 部門横断的・機動的な取り組みの強化を目的として、技術部門を統括する「技

術本部」の設置と、人材育成部門を統括する「ＩＴ人材育成本部」を設置し、

両本部間の連携強化による人材やノウハウなどの有効利用を促進し、シナジ

ー効果の創出を図るべく、組織体制の見直しを図った。また、情報処理技術

者試験の試験会場の確保・試験運営業務について民間競争入札（市場化テス

ト）を実施し、平成 23 年度までに地方支部の全廃を達成した。 

・より競争性・透明性の高い契約方式へ移行するため、「随意契約等見直し計

画」（平成 22 年 4 月）、「行政支出見直し計画」（平成 21 年 6 月）の着実

な実施に向けた取り組みを推進したことにより、一般競争入札への移行、随

意契約の削減を図った。また、人件費抑制に向けた取り組みも継続し、目標

値（平成 17 年度比 6％の削減）を大幅に上回る削減を達成している。 

・適切な受益者負担の観点から、書籍など出版物の有料化に加え、セミナーの

有料化を積極的に推進することにより、自己収入の拡大を図っているところ。 

 

Ⅱ．見直しの基本的方向 

 

ＩＴは、今や我が国経済社会に深く浸透し、国民生活、経済活動に不可欠な基

盤となっている。また、ＩＴは経済社会システムの重要な一部を構成し、国民生

活を豊かにするとともに、経済活動の効率化、省エネルギーにも役立てられてお

り、今後は大量のデータを収集・分析・処理をしながら社会的課題を解決しつつ

我が国を発展させていく重要な役割を担うこととなる。このため、ＩＴの安全、

信頼、安定を支える基盤の提供は国の重要な責務である。 
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昨年７月にとりまとめられた「日本再生戦略」においても、情報通信技術のセ

キュリティ強化にも十分配慮した利活用や強固な情報通信基盤の確立が示されて

いる。ＩＰＡは、このような日本再生に係るＩＴへの期待が高まる中、政策課題

の解決に向けた業務を実施する機関として、また、中立性が必要・利益性がない

等民間では実施が困難であり、ＩＴ社会の安全・安心のために政府として継続的

に実施することが必要な業務について実施しており、主に情報セキュリティ対策、

情報システムの信頼性向上及びＩＴ人材の育成の分野において重要な役割を担っ

ている。 

 

他方で、ＩＰＡの既存業務について、次のような基本的方向に沿って、事業の

重点化を行うこととする。 

 

１．事業の重点化 

（１）社会基盤としてのＩＴの安全性・信頼性の向上 

  ◇新たな脅威への迅速な対応等の情報セキュリティ対策の強化 

  ◇社会全体を支える情報処理システムの信頼性向上に向けた取組の推進 

  ◇国際的な制度協調、情報統合化社会における標準的技術基盤の形成 

（２）ＩＴによる社会基盤形成、イノベーションのための高度ＩＴ人材の育成 

  ◇ＩＴインフラを支える技術者の高度化とＩＴ利活用人材の高度化 

 

２．金融業務（債務保証業務）の適切な管理 

（１）債権管理業務の適切な実施 

 

３．その他の業務全般に関する見直し 

（１）中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等 

（２）効率化目標の設定 

（３）契約の健全性の維持 

（４）自己収入の増加 

（５）広報戦略の強化 

 

４．財務基盤 

（１）適切な予算規模と執行管理 

 

Ⅲ．業務の見直し 

 

１．事業の重点化 

 

ＩＰＡにおいては、事業の見直しを前期に引き続き実施してきたところである。

今後とも、官民の適切な役割分担を踏まえ、国で実施すべきものであって、裨益

者が特定者に限定されない次の事業に重点化していく。併せて、ＩＰＡが政策実
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施機関であることを理由として、引き続き本業務を行っていく場合には、独立行

政法人として真にＩＰＡが実施すべき業務であるか、民間事業者が実施した場合

における相対比較等、第三者にも検証可能な仕組みを検討するとともに、厳格な

説明責任を果たせない場合には廃止するものとする。 

 

（１）社会基盤としてのＩＴの安全性・信頼性の向上 

 

【新たな脅威への迅速な対応等の情報セキュリティ対策の強化】 

 現在、ＩＰＡが実施している情報セキュリティ対策関連の次の５つの業務は、

いずれも、ＩＴを安心して使うことができる環境を実現するために欠かせない社

会基盤であり、効率化を図りつつ引き続き積極的に取り組んでいく。 

①あらゆるデバイス、システムを対象としたサイバー攻撃等に関する情報の収

集、分析、提供、共有 

②情報セキュリティ対策に関する普及啓発 

③国際標準に基づくＩＴ製品等のセキュリティ評価及び認証制度の実施 

④暗号技術の調査・評価 

 さらに、今後研究開発が進む制御システムに対する情報セキュリティの評価技

術をベースに制御システムの認証制度及び国際相互承認に取り組む。 

 

【社会全体を支える情報処理システムの信頼性向上に向けた取組の推進】 

我が国経済社会システムの基盤であり、製造業をはじめとするあらゆる産業の

付加価値の源泉となっている情報処理システムについて、設計、開発、検証に渡

って客観的基準に基づき評価を行う体制・制度の構築及び運用を通じて、ソフト

ウェアの品質に関する品質説明力の強化及び信頼性の向上をはかる。 

 

【国際的な制度協調、情報統合化社会における標準的技術基盤の形成】 

 オープンデータをはじめとして、ＩＴの技術的グローバル化が進む中で、海外

からのサービス提供あるいは国内から海外へのサービス提供等様々なＩＴの利用

形態が想定されるところ、ＩＴに関する基準の国際化、我が国の強みのある分野

のグローバル化等、戦略的な標準基盤の構築を国際的な整合性を持って取り組む。

また、電子政府の実現及び公共データの活用を推進するため、技術標準等の策定・

提供や技術的ノウハウの提供等を行う。 

 

（２）ＩＴによる社会基盤形成、イノベーションのための高度ＩＴ人材の育成 

 

【ＩＴインフラを支える技術者の高度化とＩＴ利活用人材の高度化】 

 ＩＴが社会生活に深く浸透し、生活、ビジネスのあらゆるシーンにおいてＩＴ

が利用される中で、それらを支える根幹の技術を支え、産業の競争力に資する専

門人材の高度化とＩＴを使いこなしイノベーションの創出等を行うＩＴ利活用人

材の強化を図る。なお、地域・中小企業のＩＴ人材育成を目的として実施してい
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るライブ型及びオンデマンド型ｅラーニング研修等の各種研修については、平成

24 年度までに廃止若しくは運営費交付金を充当しないものとする。 

 

①スキル標準と共通キャリア・スキルフレームワークの統合 

 ＩＰＡは、ＩＴ人材の評価基準として産業界から高い評価を受けている３つの

スキル標準と、これらのスキル標準の整合性を取るための共通キャリア・スキル

フレームワークを整備してきたところであるが、近年のＩＴの活用が、これまで

のシステム構築と運用にとどまらず、サービスやビジネスモデルにＩＴの開発と

利用が深く入り込む、あるいは組込み製品とクラウドシステムを連携してサービ

スを提供する、といった様々な形態に拡がりつつある。このため、これらのスキ

ル標準及びフレームワークを統合するとともに、ＩＴ利活用人材など新しい人材

像の特定とスキルの特定、基準の策定を不断に行う。 

 

②若手人材育成の強化 

 技術的に優れた人材基盤を維持するため、次世代のＩＴ市場創出を担う独創性

と優れた能力を持つスーパークリエータの発掘・育成については、民間活力の活

用を含め仕組み・事業内容の見直しを実施する。また、セキュリティ人材の必要

性にかんがみ、若手の合宿型研修からプログラミングコンテスト、未踏人材育成

といった諸制度の連携を深めつつ、一貫した育成ができる体制を構築する。 

 

③情報処理技術者試験の活性化、効率化 

情報処理技術者試験の実施事務については、その全てを民間に移管し、企画業

務に特化をしているところであるが、時代の要請に沿った試験問題の出題をはじ

め、受験生の増加に資する取組みを行い、経費の削減を図るものとする。 

 

２．金融業務（債務保証業務）の適切な管理 

 

（１）債権管理業務の適切な実施 

 

事業としては終了したものの、債権の適切な管理等必要な業務を継続して実施

する。 

 

Ⅳ．組織の見直し 

 

１ 組織体制 

 ＩＰＡにおいては、事務・事業に関する基本方針を踏まえ、オープンソースソ

フトウェア・センターの廃止をはじめ、各技術部門を統括する技術本部の設置、

各セキュリティ対策窓口の一本化など、効率的な組織体制への移行を進めてきた

ところである。 

 また、情報処理技術者試験の実施を担う地方支部に関しては、２３年度までに
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全廃するなど、試験の企画業務特化による組織体制の見直しを実施した。 

 

２ 人材の確保・育成 

 ＩＰＡ職員の出身別構成は、平成 16 年 1 月の設立以降、民間企業や官公庁等か

らの出向者及び中途採用者（以下、「民間等出身者」という。）が３分の２以上

を占めている。ＩＰＡにおける専門性・特殊性の高い業務を継続して行っていく

観点から、新卒採用者の確保に向けた採用活動を強化するとともに、中長期的な

視点に立った人材の育成を図る。 

 

Ⅴ.その他の業務全般に関する見直し 

 

１．中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等 

 

適切な評価や国民の理解に資する観点から、次期中期目標等においても、国の

政策目標におけるＩＰＡの任務の位置付け、国・民間等との役割分担など、ＩＰ

Ａが担う任務・役割を明確にするとともに、その任務・役割との関係を踏まえた

業務の重点化や効率化の方針を具体的に明記するものとする。 

その際、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内容や

水準等を可能な限り具体的かつ定量的に示すものとする。 

また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事

業選択や業務運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保する

ことにより、内部統制の更なる充実・強化を図る。また、ＩＰＡの財務内容等の

一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を

図るものとする。 

 

２．効率化目標の設定 

 

一般管理費及び事業費に係る効率化目標については、今後法人が統合される際

にも、これまでの効率化による実績を踏まえ、統合によっても無駄が生じないよ

うな効率化の目標を具体的に示し、業務の質の向上についても極力客観的かつ具

体的な目標を示すことにより、一層質が高く効率的な業務運営を目指すものとす

る。 

 

３．契約の健全性の維持 

 

IPA はこれまでも不断の随意契約による業務委託等の見直しを進めており、真

にやむを得ない随意契約のみに収れんしてきているが、引き続きこの状態を維持

し続けることとする。 

 

４．自己収入の増加 
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前期に引き続き受益者が特定でき、受益者に応分の負担能力があり、負担を求

めることで事業目的が損なわれない業務については、経費を勘案して、適切な受

益者負担を求めていくこととする。 

 

５．広報戦略の強化 

 

 国費を投じて広く国民に裨益する事業を効果的に実施していく観点から、戦略

的な広報の在り方及び改善の方策を常に検討し、実行に移すことにより、広報効

果を高める。また、ＩＰＡグローバルシンポジウム及びＩＰＡフォーラムについ

ては、実施効果に関し厳格な分析・評価を行った上で、情報発信及び成果普及の

方法等の在り方について抜本的見直しを行う。 

 

６．財務内容の改善 

 

地域事業出資業務における地域ソフトウェアセンターについては、現存する 14

センターのうち約３分の１のセンターが赤字経営であることから、次期中期目標

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

するものとする。 

 

Ⅵ.財務基盤 

 

１．適切な予算規模と執行管理 

 ＩＰＡでは、事業執行手続の遅れなど、マネジメントシステムが十分に機能し

ていないこと等により、期中の運営費交付金債務残高が大きいことが今後の課題

であることから、事務及び事業の規模について抜本的見直しを行い、それを運営

費交付金算定ルールに適正かつ確実に反映し予算規模を適正な水準にまで縮小す

るとともに、毎年度の運営費交付金債務残高の発生要因を厳格に分析した上で、

運営費交付金算定の厳格化を図る。 

 

２．適切な資産の管理 

ＩＰＡでは、保有する資産について自主的な見直しが行われてきたところであ

るが、次期中期目標期間においては、この見直しを引き続き進めるとともに、「平

成 23 年度決算検査報告」（平成 24 年 11 月２日会計検査院）における会計検査院

の所見も踏まえ、効率的な業務運営が担保されるよう、不断の見直しを実施する

ものとする。 

 


