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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
１．IT の安全性向上に向けた情報セキュリティ対策の強化 ～誰もが安心して IT を利用できる経済社会を目指した未然防御策等の提供～ 

 

 

平成 24 年度の主な実績 
① 急増するスマートフォンに対する新種ウイルスや不正アプリを解析し、注意喚起情報を発信する

ことで、国民の被害防止に貢献 
スマートフォンに保存されている電話帳情報の窃取などを狙った新種のウイルスや不正アプリ

の動作を知るためには、実際に動作させてみる必要があります。IPA では、ウイルスなどがどのよ

うな動作をしようとも安全に検証できるように、仮想 OS や疑似インターネットを用いて検証環境

を構築し、感染から外部通信までの動作を検証しました。検証結果は、一般向けには注意喚起情報

『今月の呼びかけ』として公開し、技術者向けには技術報告書『テクニカルウォッチ』を公開する

など、受け手の知識や役割に応じた情報を発信し被害の防止に貢献しました。 
例えば、国民にわかりやすく伝えるための、スマートフォン利用者にセキュリティの基本知識を

学んでもらうミニパンフレットを作成したところ、KDDI から全国の au ショップで配布したい旨

の申し出があるなど大変好評で、3 回の増刷を経て計 260,000 部を配布することができました。 
また、平成 24 年 11 月から「今月の呼びかけ」の発表にあたって記者ブリーフィングを開始し

た結果、一般紙などでも充実した記事が掲載され、一般の読者の理解促進に貢献しました。 
② サイバー攻撃に対する情報共有体制を拡大することで、重要インフラへの被害防止対策に貢献 

重要インフラにとって大きな脅威となっている、特定の企業や個人を狙い打ちする標的型サイバ

ー攻撃に対抗するための情報共有体制である、サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP1）を平

成 24 年 4 月から本格運用を開始しました。IPAは、J-CSIPの情報ハブとしての役割を担い、J-CSIP
の重要インフラ機器製造業者 9 社の集合体（SIG2）から標的型攻撃メールの情報の報告を受け、

解析し、匿名化した上で、SIG内への周知を行っています。 
平成 24 年 7 月から 10 月にかけて、電力業界、ガス業界、化学業界、石油業界のSIGをそれぞれ

設立し、参加各社とNDA3の締結を行い、各SIG内で情報共有の運用を開始しました。これにより、

全体で、参加企業／組織の数が 39 に拡大しました（平成 25 年 3 月末現在）。 
さらに、平成 24 年 10 月からは SIG 間（業界間）の情報共有の運用を開始するに至り、「体制を

整備し情報共有活動を行う」という年度計画を大きく上回る成果を挙げました。 
J-CSIP の運用を通じて多数の攻撃情報が IPA に集約されましたが、これを基にした情報共有（年

間実績 160 件）を行うだけでなく、複数に対する攻撃を並べた時に解る分析結果を共有すること

により、各企業／組織での対抗策に繋がるなどの成果がありました。この結果、共有された情報を

ヒントに、ウイルス付き攻撃メールを見つけ出すことに成功する例や、感染後にウイルスが通信で

きないようにする対抗策の実施例などの具体的な効果が現れています。 

 
 
 

年月 内容 
平成24年

5 月 

「 あなたを狙うスマホアプリに要注意！ 」 

～不正なアプリをインストールしてしまわないために 

平成24年

9 月 

「 情報を抜き取るスマートフォンアプリに注意！ 」 

～スマートフォンの中の個人情報が狙われています～ 

平成25年

3 月 

「 公式マーケット上の不正なアプリに注意！ 」 

～不正なアプリをインストールしないために～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 J-CSIP(Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan)：サイバー情報共有イニシアティブ。 
2 SIG(Special Interest Group) ：業界ごとの情報共有グループ。 
3 NDA(Non-Disclosure Agreement)：秘密保持契約 

＜中期計画＞（１）情報システムに対する脅威へのプロアクティブな総合的対策 

急速に変化しつつある脅威を的確に把握するとともに、悪意あるサイト等の情報を積極的に収集・分

析し、広く国民一般に対し、傾向や対策等の情報提供を行います。 
脆弱性関連情報届出制度を引き続き着実に実施するとともに、関係者との連携を図りつつ、脆弱性関

連情報をより確実に利用者に提供する手法を検討していきます。また、組込み機器、生体認証機器の脆

弱性に関する調査、対策の提示等を実施します。 
さらに、重要インフラ分野等の社会的に重要な情報システムについて、セキュリティ強化のための調

査、普及、啓発等を行います。 

＜中期計画の達成状況＞ 
近年増加するスマートフォンを狙う不正アプリについて、『今月の呼びかけ』で解析結果とともに

被害に遭わないための対策を発信しました。また、多数の感染が考えられる、電話帳を窃取する不正

アプリについて、注意喚起を実施しました。 
重要インフラ分野における標的型サイバー攻撃への有効な対抗手段として組織された J-CSIP に

おいて、IPA は情報ハブとしての役割を担い、本格的に情報共有活動を開始しました。その後、電力

業界、ガス業界、化学業界、石油業界の SIG をそれぞれ設立し、情報共有の範囲を拡大させ、わが

国の重要産業のセキュリティ強化に貢献しています。中期計画では、このような情報共有体制の拡大

までは想定しておらず、当初の計画を大きく凌駕しました。 
制御システム分野におけるセキュリティ対策強化のため、制御システムのセキュリティマネジメン

トシステムに関する解説書の公開や、適合性評価制度の確立に向けての試行評価・認証を行うプロジ

ェクトへの支援などを通じて、制御システムの認証スキーム確立へ向けての取組みを実施しました。 
また、ソフトウェアの未知の脆弱性を検出する技術である「ファジング」について、有効性の確認

を行うとともに、実践方法をまとめた手引書を公開することで、ファジングの普及を図りました。 

＜スマートフォンのウイルス動的解析環境＞ 

＜J-CSIP の実施体制＞ 

 

＜スマートフォンのウイルス等についての今月の呼びかけ＞ 

システムを止めることなく 

解析できる環境を構築 

＜ミニパンフ＞ 
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③ 脆弱性対策情報の登録件数が累計 39,000 件を突破し、脆弱性対策に大きく貢献 

国民の的確な情報セキュリティ対策に資することを目的としてソフトウェアなどの脆弱性関連

情報とその対策情報を提供しているJVN iPedia4は、IPAが独自に入手した情報の他、NIST5が運用

している世界最大級の脆弱性情報データベースNVD6に掲載されている情報を掲載しています。今

回このNVDの情報について、平成 19 年まで遡って全情報を日本語化して登録したことにより、累

計 39,336 件となりました。これと並行して、徹底した作業プロセスの改善を行い、NVDへ新規に

登録・掲載される情報を一両日中に日本語版として掲載する運用を開始しました。過去情報の充実

と最新情報の即時性により、世界有数規模のデータベースとして脆弱性対策に広く利用され、登録

データへのアクセス数は、前年度比約 1.5 倍となりました。 
④ 制御システムのセキュリティ対策強化のための認証スキーム確立へ向けて大きく前進 
＜日本発のマネジメントシステム認証プログラムCSMS7によるスキームの確立及び推進＞ 

セキュリティの脅威が増してきている制御システムを利用する事業者に対するセキュリティ要

求事項を規定した規格である CSMS について、利用促進のため「制御システムにおけるセキュリ

ティマネジメントシステムの構築に向けた解説書」を作成し、公開しました（平成 24 年 10 月）。

さらに、本規格に基づいてセキュリティマネジメントシステム適合性評価制度を日本主導で確立さ

せるため、認証の対象とする基準の選択・定義を行うなど、経済産業省が実施する試行評価・認証

プロジェクトの立案への支援などを行いました。 
＜国際規格化が見込まれる制御機器の製品認証プログラム EDSA の国内導入の推進＞ 

国内の制御システムセキュリティ強化のため、また、輸出事業の促進のため、米国が先行して実

施している、制御機器に対するセキュリティ要求事項を規定したEDSA8の認証について、同等のス

キームを国内で確立させることを目標とし、EDSAのスキームオーナであるISCI9とIPAとの相互協

力関係を築きました（平成 24 年 9 月）。さらに、IPAが積極的に改正案について提案した結果、ISCI
の他、ANSI10、国内認定機関JAB11、IPAによる 4 者会合を実施し、EDSA認証スキームにおいて、

認定及び認証を日本国内で実施することが正式に了承され、国内でのスキーム確立に向けた計画に

大きく前進しました。 
⑤未知の脆弱性を検出する技術「ファジング」導入による脆弱性減少のための普及活動 

ソフトウェア製品にとって、出荷前に既知の脆弱性に対応するだけでなく、いかにしてさらなる

脆弱性の低減を図るかが重要な課題となっています。この解決策の一つとして、ソフトウェアの未

知の脆弱性を検出するのに有効な技術である「ファジング 12」があります。ファジングについては、

国内での認知・普及が進んでいない状況のため、IPAではこの普及活動を行っています。 
平成 24 年に入り、ある市販テレビに脆弱性が発見・公表されたことをきっかけとして、スマー

トテレビ（ネットワーク機能などを有するテレビ）に着目し、ファジング普及活動の一環として「ス

マートテレビの脆弱性検出に関するレポート～情報家電の製品開発におけるファジング（Fuzzing）
活用のアプローチ～」を公開しました（平成 25 年 3 月）。このレポートでは、スマートテレビに

対するファジングの活用方法について、具体的に「どんな機能」に対して、「どんなファジングツ

ール」で検出テストすれば良いかを解説することで、情報家電等の製品開発メーカの設計・開発部

門や品質保証部門が、ファジングを活用する際の目安を提供しました。 
上記のレポート作成過程における検証を含め、組込み製品 12 製品（スマートテレビ、ブロード

バンドルータ、Blu-ray/DVD プレイヤー）に対してファジングを実践したところ、合計 18 件の脆

弱性が検出され、ファジングが脆弱性検出に有効な技術であることが実証されました。発見した

18 件の脆弱性については、それぞれの製品開発者に伝えて脆弱性対策の検討を促しました。これ

を受けて、あるブロードバンドルータの場合、その製品開発者が脆弱性を修正して脆弱性対策情報

を発信し、さらに、インターネットサービスプロバイダなどが広く注意喚起を発信することに繋が

りました。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
4 JVN iPedia：国内外問わず日々公開される脆弱性対策情報を収集、蓄積することを目的とした脆弱性対策情報データベース。 
5 NIST(National Institute of Standards and Technology)：米国国立標準技術研究所。 
6 NVD(National Vulnerability Database)：NIST が管理している脆弱性情報データベース。 
7 CSMS(Cyber Security Management System)：サイバーセキュリティマネジメントシステム。（IEC62443-2-1ed1）として規定。 
8 EDSA(Embedded Device Security Assurance)：組込み機器のセキュリティ保証に関する認証制度。 
9 ISCI(ISA Security Compliance Institute)：本拠地：米国ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク。 
10 ANSI(American National Standards Institute)：米国国家規格協会。EDSA スキームにおける製品認証の認定機関。 
11 JAB(Japan Accreditation Board)：（公財） 日本適合性認定協会。 
12 ファジング：ソフトウェア製品などに何万種類もの問題を起こしそうなデータ（例：極端に長い文字列）を送り込み、ソフトウェア製品

の動作状態（例：製品が異常終了する）から脆弱性を発見する技術。 

＜IPA の提案する CSMS の認証対象とする基準案＞ 
＜JVNiPedia 登録件数推移＞ 
 

＜ファジング活用事例＞ 
＜IPA より米国 ISCI へ提案したグローバルなスキーム案＞ 

＜スマートテレビへの脅威＞ 

ファジングによって“任意のコードが

実行される”などの脆弱性を発見 
 

脆弱性対策情報が 39,000 件を

突破し、世界有数のデータベース

となった 
日本発のセキュリティマネジメ

ント認証によるセキュリティ強

化の推進 

相互承認協定によって、輸出事

業の促進などに向けて前進。 ファジングによって、正常な応答

が行われない脆弱性を発見！ 
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平成 24 年度の主な実績 
① 中小企業向けセキュリティ診断・学習及び支援ツールの提供や情報セキュリティセミナーへの講

師派遣等により情報セキュリティ対策水準の底上げに貢献 
中小企業の情報セキュリティ対策水準の底上げを目的として、企業が自社の情報セキュリティ対

策を推進するための自社診断ツールや社内教育を行うための各種ツールを提供する窓口サイトで

ある、情報セキュリティ対策支援サイト「iSupport」を開設（平成 24 年 7 月）したところ、平成

25 年 3 月末までに 863,860 件のアクセスがありました。さらに、地域の中小企業などに対して、

IPA のコンテンツを活用して情報セキュリティに関する啓発やその普及活動を行う「セキュリティ

プレゼンター」の登録制度を開始し（平成 24 年度 7 月）、iSupport 上にて登録者情報を提供（平

成 25 年 3 月末での登録者数 252 名）しています。これらセキュリティプレゼンターがセミナー計

11 回を開催するなど、具体的な効果が現れてきています。また、全国の公的機関、業界団体など

からの講師派遣依頼に対応し IPA から全国各地 151 箇所に講師を派遣するなど、地域における情

報セキュリティの普及啓発や中小企業の情報セキュリティ対策の促進に大きく貢献しました。 
② 警察庁などと連携し、情報セキュリティ対策情報を集約した国内初の総合ポータルサイトを開設  

情報セキュリティに関する資料等は、様々な組織が提供しているので、個人が持つ知識、経験によって

入手できる情報が異なってしまうという課題がありました。そこで、警察庁などと連携し、官・民の様々な

組織が公開している情報セキュリティ普及啓発関連資料を集約した国内初のポータルサイト「ここ

からセキュリティ！」を公開（平成 24 年 9 月）したところ、平成 25 年 3 月末までに 254,841 件

のアクセスがありました。警察庁、総務省、経済産業省、独立行政法人などの「官」と、セキュリ

ティベンダ、PC メーカ、業界団体などの「民」をあわせた情報セキュリティ対策の総合的なポー

タルサイトは国内初です。 
③ 情報セキュリティ啓発動画などによる情報セキュリティ対策の普及啓発を推進 

社内・学校での教育・研修などを目的として、情報セキュリティに関する様々な脅威と対策をド

ラマ仕立てのシナリオや図表を用いて、飽きずに分かりやすく理解できるように解説した、情報セ

キュリティに関する啓発用の動画コンテンツ 8 本を作成しました（スマートフォン、遠隔操作ウイ

ルス、制御システムのウイルス感染、児童生徒向けなど）。教育・研修の場での活用を希望する約

1,500の組織に配布したことから、この数十倍以上の個人に啓発が行われたと推測されます。また、

個人でも視聴できるよう、YouTube「IPA Channel」で公開したところ、32,000 回を超える再生が

ありました。さらに、NISC13の主催する「情報セキュリティ月間」に合わせて「トレインチャン

ネル」で放映するなど、啓発の更なる拡大を図りました。 
④「情報セキュリティ標語・ポスター・４コマ漫画コンクール」の応募作品数が２．５倍に 

小・中・高校生などの若年層における情報セキュリティ意識の向上を目的とした本コンクールの

実施にあたり、本年度より警察や教育機関へ積極的に協力を求めてコンクールのさらなる活性化を

図ることとし、NISC（情報セキュリティ政策会議）、警察庁、全国都道府県教育委員会連合会、全

国市町村教育委員会連合会など、新たに 21 組織から後援を受けました。これにより、警察署が開

催する交通安全教室での紹介や情報モラルを生徒自身で考える授業での活用推進により、本コンク

ールの知名度が向上しました。この結果、作品の応募件数は過去最多の合計 27,946 件（前年度比：

約 2.5 倍）、特に 4 コマ漫画は 33 倍となるなど、応募点数の飛躍的な増加につながりました。 
また、受賞作品は、全国各地で行われるイベントなどで展示され、子どもたちへの啓発だけにと

どまらず、地域における情報セキュリティの普及啓発にも貢献しています。 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                            
13 NISC(National Information Security Center)：内閣官房情報セキュリティセンター。 

＜中期計画の達成状況＞ 

情報セキュリティ対策の国民への普及啓発を目的に、オンラインで自己学習ができるウェブサイト

の立ち上げ、普及啓発コンテンツを紹介するポータルサイトの開設、動画コンテンツの制作などを通

じて、中小企業のみならず、広く国民一般に対して情報セキュリティに関する普及啓発を行いました。  
さらに、中期計画目標を大幅に上回る、全国 151 箇所へ情報セキュリティセミナー講師を派遣し、

情報セキュリティ対策の普及・啓発に努めました。 
また、児童・生徒が情報モラル・セキュリティを自身で考えるきっかけ作りとして、情報セキュリ

ティ標語・ポスター・4 コマ漫画コンクールを全国に展開しています。 

＜中期計画＞（２）中小企業の情報セキュリティ水準の底上げと国民一般への普及啓発 

国民や産業界すべてが情報システム等を安心して利用できるようにするため、中小企業のセキュリテ

ィ対策向上のためのガイドライン作成や地域の人材育成に努めるとともに、一般ユーザに対する啓発活

動を積極的に進めます。 

 ＜動画コンテンツ例＞ 

 

 

 

 

（遠隔操作ウイルス感染） 

 

 

 

 

（スマートフォンのウイルス） 

 

 

 

 

（小学生向け情報モラル） 
  

＜情報セキュリティ対策支援サイト「iSupport」＞ ＜ここからセキュリティ！ TOP ページ＞ 

＜情報セキュリティ標語・ポスター・4 コマ漫画コンクール応募点数＞ 

国内初の、総合的情報セキ

ュリティ対策ポータルサイト 
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＜中期計画＞（３）情報セキュリティ分野における国際協力の推進 
＜中期計画＞（５）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 

情報セキュリティを脅かす攻撃は国境を越え、国際的な取組が重要となっています。このため、IPA
は、各国の情報セキュリティ機関と連携し、共同研究、国際標準化活動などを行います。 

情報セキュリティの評価認証制度などを運営します。政府などの情報システムの情報セキュリティ向

上に貢献します。 
平成 24 年度の主な実績 
① 国際標準化活動への積極的な参画によるわが国主導による国際標準規格の発行（2 件） 

暗号モジュールのセキュリティ要件を定めた国際標準（ISO/IEC19790）の改訂にあたり、IPA
は共同エディタとして参画し、改訂を完了しました。また、暗号に関するワーキンググループにお

いて主査として議論を主導し、IC カードなどで利用されている低消費電力で稼働する暗号技術に

ついてわが国の技術をベースにした新たな国際規格（ISO/IEC29192-3）を発行させ、わが国発の

国際標準化に貢献しました。 
② 米国標準技術研究所（NIST）との連携分野拡大による情報セキュリティ対策の推進 

NIST との情報セキュリティ推進体制においては、暗号認証等に関する CMVP（米国側制度）と

JCMVP（日本側制度）の共同認証を開始することの確認を行うなど連携分野の拡大を図りました。

これにより、日本側の JCMVP に認証申請すれば、CMVP の認証取得が可能となるなど、日米の

暗号モジュールベンダ及び調達者にとって制度利用の機会が拡大することが期待されます。 
③ 情報セキュリティ評価・認証制度の活用促進と国際的基準での認証製品の調達促進 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」の中で、IPAの運営する「ITセキュ

リティ評価及び認証制度」に基づく認証取得製品の活用が規定されています。一方、セキュリティ

評価に関する国際的な相互認証協定であるCCRA14では、米国を含む加盟国が共通に政府調達要件

として用いることのできるセキュリティ要件 15の策定を開始しました。わが国にはデジタル複合機

ベンダが集中しており、世界的な市場シェアを寡占していることを背景に、デジタル複合機分野に

ついては、わが国がセキュリティ要件の作成をまかされることとなりました。作成にあたっては、

ベンダのみでは意見調整が非常に困難であるというベンダからの意見を受けて、IPAがデジタル複

合機分野の共通セキュリティ要件の策定プロジェクトを主導することとなり、複合機ベンダや各国

の認証機関との協業により文案を作成しました。このように、世界各国の複合機調達におけるセキ

ュリティ要件の作成をIPAが主導するというグローバルな貢献をしています。 
この共通化されたセキュリティ要件を調達時に用いることで、国際的な基準で評価・認証された

製品を、より多くの市場から調達することができるようになります。 
④ IC カードなどのハードウェア評価・認証制度の立ち上げ及び世界最先端の評価技術導入による、

国民の安全な暮らしの実現への取り組み 
IC カードなどのハードウェア認証を開始するために、ECSEC 社及び Brightsight 社の評価能力

を評価し、平成 24 年 8 月に評価機関として承認しました。これにより、ハードウェア評価・認証

の本格運用に対応した体制が整いました。 
また、IC カードのベンダ、評価機関の技術者の技術的能力の向上のために、IC カードに対する

新しい攻撃に対応したマルチレーザー評価ツールを利用できる環境を構築しました。この世界最先

端の評価ツールを技術者や評価者の利用に付すことで、技術的能力向上に大きく貢献しており、今

後、検証、研修、研究などでの活用にも期待できます。IC カードは、金融・公共・交通等、様々

な分野に応用される基盤製品であり、国民の生活に広く浸透していることから、わが国の IC カー

ドに関わる技術水準を、現在の国際的な基準を超えるレベルにすることで、将来的な攻撃への備え

となることが期待されます。 

＜CC 承認アレンジメント＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement)：Common Criteria（情報技術セキュリティを評価するための国際規格）にもと

づいたセキュリティ評価・認証の相互承認に関する協定。 
15 プロテクション・プロファイル 

＜中期計画の達成状況＞ 

情報セキュリティに関する国際標準化活動に参加し、共同エディタとして既存の国際標準の改定を

行い、また、ワーキンググループの主査として日本発の技術をベースとした国際標準化を行うなど、

情報の収集・交換だけでなく、国際社会及びわが国の産業に貢献する活動を行いました。 
政府機関の安全な IT 製品調達に向けて、IT セキュリティ評価・認証制度を運用するとともに、デ

ジタル複合機の世界共通に活用されるセキュリティ要件（プロテクション・プロファイル）の原案を

IPA が主導して策定しました。この世界共通のプロテクション・プロファイル策定の流れを受けて、

NISC と共同で政府機関に対して、将来の IT 製品調達ルールに向けてのヒアリングを実施しました。 
さらに、ハードウェア評価・認証の本格運用に対応するべく、体制を整備しました。 

＜マルチレーザー評価ツール＞ 
＜共通化されたプロテクション・プロファイルを活用した調達の将来像＞ 

特殊なレーザーを用いて 
IC カードの脆弱性を発見 
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平成 24 年度の主な実績 
① IT 国家の構築に必要な安全な暗号技術を推進するため、電子政府推奨暗号リストを改定 
世界最先端のIT国家の構築には電子政府のセキュリティ確保が必要不可欠です。暗号技術の適切

な運用のためCRYPTREC16関連の会議を主催し「電子政府推奨暗号リスト」の全面改定を完了させリス

トを公表しました（平成 25 年 3 月）。また、安全なIT利用環境の推進のため「CRYPTRECシンポジ

ウム 2013」を開催（平成 25 年 3 月、参加者約 220 名）し、電子政府推奨暗号リストの内容及び策定

経過について広く国民に報告しました。加えて、暗号の専門家でない方々を対象に安全な暗号利用の

方法を解説した「情報漏えいを防ぐためのモバイルデバイス等設定マニュアル」を作成しました。

［平成 25 年 4 月 26 日公開後、5 日間のダウンロード数は 173,094 件］ 
② 技術的対策や内部統制などでも防ぎきれない課題への対応（社会心理学など） 

＜内部者の不正行為を防止するガイドラインの策定＞ 
これまで行なってきた組織内の不正行為についての調査の集大成として、既存の各種ガイドライ

ン等では触れられていない職場環境に関するあり方を含めた、「組織における内部不正防止ガイド

ライン」を取りまとめて公表しました（平成 25 年 3 月）。本ガイドラインの付録には、対策の状

況を把握するための内部不正チェックシート、実際に発生した内部不正 17 事例を原因と対策項目

とともに示した内部不正事例集、対策のヒントとなる Q&A などを用意しており、一般企業におい

て、システム担当者のみならず、経営者層や総務・人事部門などが内部不正対策を講じる際に、実

用性が高いものとなっています。［公開後、平成 25 年 4 月までのダウンロード数は 5,739 件］ 
＜社会科学的分析に関する取り組み＞ 

情報セキュリティに関する事象を、経営、経済、社会心理学などの観点（例えば、投資回収の観点、

個人の利得や効用、社会制度や個人のふるまい、個人の意思決定や認知の観点など）から分析する

総合的な社会科学のアプローチについては、国内ではあまり例がなく、表立って紹介されることがほ

とんどありませんでした。IPA では、「日本的経営と情報セキュリティ研究会」でこの分野につい

ての検討を開始し、さらに、国内における社会科学的アプローチの活動を推進するために、「情報

セキュリティエコノミクスシンポジウム 2013」を開催しました（平成 25 年 3 月）。シンポジウムにおい

ては、「これだけ内容の濃いシンポジウムは初めてであった」、「業務に活用したい」など、98%の方が有

意義であったと高い評価を得ました。 
③ 国内外の注目すべき情報セキュリティに関する出来事や状況をまとめた「情報セキュリティ白書

2012」を出版し、情報セキュリティの現状を広く一般に周知 
企業のシステム開発者／運用者に対して情報セキュリティの現状や、今後の対策のために役立つ

情報を提供するとともに、情報機器を使用する一般の利用者にも情報セキュリティの外観や身近な

話題を提供することを目的として、「情報セキュリティ白書 2012」を出版しました（平成 24 年 6
月）。2012 年版の注目するテーマとして、スマートフォンや自動車、クラウドコンピューティング

などにおける情報セキュリティや、内部者の不正行為の課題についても解説しています。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
16 CRYPTREC(Cryptography Research and Evaluation Committees）：電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号技術の適

切な実装法・運用法を調査検討するプロジェクト。 

＜中期計画＞（４）情報セキュリティ対策を支える技術的評価能力の向上、分析機能の強化 

CRYPTREC の事務局を務めるとともに、一部の暗号技術の世代交代を見据えて、国際的に暗号技術

の調査を行い、情報システムの安全性が低下していないか常に評価します。 
また、IT が経済社会システムとますます密接に融合していく中で、経済社会の変化を情報セキュリテ

ィ対策に的確に反映させる必要があります。そのため、情報セキュリティ対策の動向を知るためのデー

タ収集・分析を行い、情報セキュリティ対策を適切に行うための情報発信を行います。 
さらに、社会的な要請に応じたセキュリティに関する調査・分析を行います。 

＜中期計画の達成状況＞ 

安全な暗号の利用を推進するため、CRYPTREC 事務局として政府推奨暗号リストの全面改定を完

了させ、誰もが安全なＩＴを利用できる環境づくりに貢献しました。 
また、社会的要請に応じて、既存のガイドラインなどでは言及されていない職場環境に関する在り

方を含めた、組織における内部者の不正行為の防止に関するガイドラインの策定や、社会科学的アプ

ローチに関する調査と有識者によるシンポジウムの主催などを通じて、技術的ではない観点からの情

報セキュリティ対策についての検討を行いました。 

＜組織における内部不正防止ガイドライン＞ 

＜情報セキュリティ白書 2012＞ 

＜改定電子政府推奨暗号リスト：CRYPTREC 暗号リスト＞ 

＜セキュリティエコノミクスシンポジウム 2013＞ 

内部不正対策の状況を把握する

ためのチェックシートを活用するこ

とで、具体的な対策の策定に有

効。 

2012 年版の注目テーマは、スマ

ートフォンや自動車における情報

セキュリティや、内部不正行為の

課題等 

情報セキュリティに関する事

象を、経営、経済、社会心理

学などの観点から分析する

アプローチを紹介 
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２．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～信頼性の高いソフトウェアを効率的に開発するための手法・ツール・DB等の提供・普及～ 
 

＜中期計画＞ (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 

情報システム及びソフトウェアの品質・信頼性確保のために、プロジェクトにおける定量データや障

害情報の収集、要因分析、体系化及び障害への対応方法などを検討し、客観的な基準やテスト完了基準

などを整備してツール化を図ります。 
 
平成 24 年度の主な実績 
① 高信頼ソフトウェアの安全性・信頼性を第三者により検証する制度設計を完了、加えて、本制度を

適用したパッケージソフトウェアにおける実運用に向けた実証実験をCSAJ17と共同で実施 

 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（情報経済分科会情報サービス・ソフトウェア小委員会）におい

て、第三者検証によるソフトウェアの信頼性の見える化の促進の重要性が示されました（平成 22 年

3 月）。これを受けて、製品・サービスの提供者ではない第三者が、ソフトウェアを検証し、利用者

に情報提供する枠組みの構築に着手し、平成 24 年度は、以下の 3 つの成果を達成しました。（注）こ

の取組みは、産構審で議論された政策の必要性に基づき着手したものであり、中期計画における想定

を超えるもの。 
１）製品やサービスの品質を、独立した第三者の立場で検証・評価し、一般利用者にも理解できる形

で提供するための制度設計を終え、様々な分野に制度展開するための「ソフトウェア品質説明のた

めの制度ガイドライン（以下、「品質説明ガイドライン」という。）」を取りまとめ、公開しました

（平成 25 年 3 月）。 
２）品質説明ガイドライン適用の先行分野として、パッケージソフトウェアの品質を第三者が評価す

る「PSQ18認証制度」に対して、CSAJと共同で品質説明ガイドラインに基づいて実運用に向けた

制度の構築、審査基準の策定、評価を行う実証実験を完了しました。このように、中期計画におけ

る想定を超える取組みにおいて、「制度設計を完了し、制度運用の準備を整える」とした年度計画

を大きく上回り、実運用に向けた実績を達成しました。 
 CSAJ からは「実証実験を通じて、各方面の専門家から色々な観点での指摘を受けたことで制度

準備の網羅性が広がり、実際の運用面での安心につながった。」という高い評価を得ました。 
３）制度運用に必要な規程文書等を取りまとめ、規程文書に含まれる制度に対する要求事項を品質説

明ガイドラインに反映しました。さらに、供給者がソフトウェア品質を説明する際の具体的な実施

方法、作業量、実施に当たっての課題等を検討する模擬的な実験を 12 件実施し、技術適用事例な

どを取りまとめた「実験報告書」を公開しました（平成 25 年 2 月）。 
 

② 組込みソフトウェア向け開発技術リファレンス（ESxR19）を体系的に整理し、開発プロセス全般を網羅 
 組込みシステムに関しては、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政策課題でした。このため、民間では収集困難な機密性の高い企業

の開発現場のノウハウ・経験を部会活動を通じて収集し、作法として一般化して体系的に整理しまし

た。平成 24 年度は以下の 3 つの書籍を発行しました。これにより、組込みソフトウェア開発向け品

質作り込みガイド（ESQR）を策定するとした中期計画を大きく上回り、組込みソフトウェア開発プ

ロセス全般を ESxR として体系的に網羅する実績を達成しました。 
 組込みソフトウェアの信頼性を確保することにより、出荷後の不具合がなくなり、国民が安心して

製品を利用できることを目指して、実用的な見地から組込みソフトウェア開発・管理に係わる ESxR
の体系の下に、新たに、“設計段階での不具合の潜在化を防止する”「組込みソフトウェア向け設計ガ

イド ESDR[事例編]、“製品の最終品質を決める”「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～]」、“我が国初のバグ管理”「組込みソフトウェア開発における品質向上の勧め[バ
グ管理手法編]」を整備しました。 

＜中期計画の達成状況＞ 

 中期計画策定時点で想定していた個別企業内で取り組む信頼性対策に留まらず、高信頼ソフトウェ

アの検証・評価の枠組みとして、製品やサービスの品質を、独立した第三者の立場で検証・評価し、

一般利用者にも理解できる形で提供するための制度設計を完了し、今後、様々な分野への制度展開に

向けて、「ソフトウェア品質説明のための制度ガイドライン」を取りまとめました。 
 また、組込みソフトウェア向け開発技術リファレンス ESxR は開発プロセス全般を網羅し、体系化

が完成しました。中期計画では、開発プロセス全般までは想定しておらず、ここまで進展したことで、

当初の計画を大幅に凌駕しました。 
 

＜パッケージソフトウェアにおける第三者検証の実運用に向けた実証実験＞ 

 
＜開発プロセス全般を網羅した組込みソフトウェア向け開発技術リファレンス ESxR＞ 

                                            
17 CSAJ(Computer Software Association of Japan)：（一社）コンピュータソフトウェア協会。 
18 PSQ(Package Software Quality) 
19 ESxR（Embedded System development exemplar Reference）：組込みシステム開発技術リファレンスシリーズの総称。 

【ESxR 関連ガイド類】 
 
・ESQR（組込みソフトウェア開発向け品質作り込みガイド） 
・ESPR（組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド） 
・ESDR（組込みソフトウェア向け設計ガイド ESDR[事例編]） 
・ESCR（組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド） 
・ESMR（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]） 
・ESTR（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～]） 
・ESBR（組込みソフトウェア開発における品質向上の勧め[バグ

管理手法編]） 
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③ 社会基盤としてのITインフラの信頼性向上に向け、海外障害事例調査の実施に加え、東日本大震災

の経験を踏まえたIT-BCP20及び高回復力システム基盤の導入を促進 

１）IT は、国民生活・経済活動を支える社会基盤となっており、特に、情報通信、金融、交通、エネ

ルギー分野などの重要インフラ情報システムでは、IT 障害の発生により社会に大きな影響が及ぶ恐

れがあります。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ります。第二期中

期目標期間において、IPA では、再発防止、拡大防止に向けたシステム障害事例の分析に基づく対

策の類型化やシステム企画・保守運用段階で考慮すべき指標などの明確化を行い、また、先進的企

業における組織体制や共通的及び特徴的な取組みを整理し、情報システム障害防止のための組織的

なマネジメントの重要性の啓発に取り組みました。 
ⅰ）平成 24 年度は、重要インフラ等における IT 障害に関して国横断的に最新動向をカバーするも

のとしては国内初となる諸外国における IT 障害事例や政府機関の取組み等を調査しました。この

調査では、重要インフラ 10 分野及び将来の産業分野を対象に、2000 年以降に発生した海外の障

害事例約 300 件の障害の概要、原因、事業者の対策、政府機関等における対応策（障害情報収集・

公開・調査方法、法律・規定等の整備状況）等を整理し、報告書として取りまとめました。 
２）東日本大震災では、情報システムが水没や停電等の被害を受け、一部の企業や自治体では、デー

タの喪失等により長期間にわたりサービス提供ができない状況になりました。こうした状況を受け

て、IT サービス継続計画（IT-BCP）に対する意識は高まりましたが、一方で、いまだ具体的な対

策の着手に至っていない組織も多い状況に鑑み、緊急性の高い事業と位置づけ、IT-BCP の導入を

促進しました。 
ⅰ）東日本大震災における被災事例を含めた事例調査を実施し、目標どおりに IT サービスの回復

（高回復力（レジリエンス））を実現するための対策の実施状況を具体的に分析した「情報シス

テム基盤の復旧に関する対策の調査報告書」を公開しました（平成 24 年 7 月）。報告書では、

東日本大震災の経験を踏まえ情報システムの BCP の導入が少しずつ進んではいるものの十分で

はないことや復旧目標と実際の対策の矛盾点などを指摘しました。 
ⅱ）さらに、企業や地方公共団体などにおけるITサービスの継続を実践するため、高い回復力を備

えるシステム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）」、性能や信頼性、保守性といったシステム上の要求条件（非機能要求グレード 21）

を活用したシステム構築計画策定の具体的な手順を情報システム部門向けに解説した「高回復力

システム基盤導入ガイド（計画編）」を作成し、公開しました（平成 24 年 5 月）。併せて、高回

復力システム基盤の具体的な構築・導入事例を分かりやすく解説した「高回復力システム基盤導

入ガイド（事例編）」を作成し、公開しました（平成 24 年 7 月）。 
 

 このように、「障害情報の収集、要因分析、体系化及び障害への対応方法等について検討」すると

した中期計画を大きく上回り、諸外国の事例・動向、東日本大震災の経験を踏まえた緊急性の高い対

応として IT-BCP の対策促進、高回復力システム導入促進に係る取組みを行い、第三期中期計画にお

ける重点的な取組みにもつながる実績を達成しました。 
 高回復力システム基盤導入ガイドの利用者からは、「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、本成果を参考にしている。BCP策定まではできな
いが、システム対策は行いたいという企業にとって指針となる内容になっている。」などの高い評価
を得ました。また、IT-BCPの一層の普及のため、SODEC22などの外部技術展やセミナー等で講演し、
日経SYSTEMSやキーマンズネット等からは取材を受け、記事が掲載されました。 
・日経 SYSTEMS11 月号「TREND システム障害対策と災害対策の実態」（平成 24 年 10 月 26 日掲載） 
・キーマンズネット「進まない IT-BCP の現状と策定までの筋道」（平成 25 年 2 月 19 日掲載） 

                                            
20 IT-BCP(IT-Business Continuity Plan)：IT サービス継続計画。 
21 非機能要求グレード：1 秒間の処理量、年間を通じたシステム動作の停止時間などの性能や信頼性、保守性といったシステム上の

要求条件（非機能要求）については、発注者と受注者間での確認が必要である反面、詳細な項目を同時に確認することが難しいと

いう課題がある。非機能要求グレードは、この課題に対応するため、非機能要求を重要な項目から順に扱えるように段階的に詳細

化しながら要求の確認を行うツール群。 
22 SODEC（Software Development Expo & Conference）： ソフトウェア開発環境展。 

＜諸外国における IT 障害発生原因に関する分析＞ 

127件

3件

3件

24件

6件

7件

66件

4件

15件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cグループ：米国、独国、英国、

仏国、韓国（N=217）

Bグループ：シンガポール、台湾

（N=13）

Aグループ：インド、タイ、中国

（N=25）

組込みシステム 統合システム エンタプライズシステム 【組込みシステム】通信衛星、鉄道車両などの障害がある。

【統合システム】空港システム、銀行システム、鉄道システムなどの障

害がある。

【エンタプライズシステム】証券システム、銀行システム、行政システ

ム、空港システムなどの障害がある。

【組込みシステム】台湾の受託製造中心の企業の機器の障害が中心。

【統合システム】通信システム、銀行システム、交通システム、軍事シ

ステムなどの障害がある。

【エンタプライズシステム】銀行システム、通信システム（シンガポー

ル）、空港の管理システム（台湾）などの障害がある。

【組込みシステム】医療機器、設備機器、消費者製品（自動車含む）な

どの障害等、多岐にわたる。

【統合システム】銀行システム、鉄道管理システム、発券システム、航

空管制システム、電力システムなどの重要インフラの障害がある。

【エンタプライズシステム】証券システム、政府行政システムなどの重

要インフラの障害がある。

Aグループ

Bグループ

Cグループ

 
 
 

  ＜目標復旧時間（RTO）とシステムの冗長化対策状況＞         ＜大規模災害への対策状況＞ 

   
 
 
 
 
 

＜IT サービスの継続を実践するための「高回復力システム基盤導入ガイド」の構成＞ 

 

過半数がバックアップデータ

を同一拠点に保管している。 

IT 化比率（インターネット利用率）の高い
C グループでは、組込みシステム製品の
障害件数の比率が高い。今後、他のグ
ループにおいても組込みシステム製品の
障害発生割合が増える可能性がある。 

 過半数以上が RTO を 6 時間未満に設定しているにもかか

わらず、その約 4 分の 1 がシステムの冗長化をしていない。 
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④ 3,089 プロジェクトの開発データを体系的に蓄積するとともに、ソフトウェア開発プロジェクトの
実態を分析 
 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（秘密保持契約の

締結及び厳密なデータ管理）、開発フレームワーク 23を利用することによりソフトウェアの生産性は

約 2 倍となることなどの新規分析結果を加え、「ソフトウェア開発データ白書 2012-2013」を取りま

とめ、発行しました。3,089 プロジェクトの開発データを体系的に蓄積したデータベースは、世界的

に見てもトップクラスの品質（データの信頼性や精度が高い）、件数となっています。世界最大規模

のソフトウェア開発データベースを保有する海外機関（ISBSG24）では、国別でのデータ提供や継続

的な定点分析結果の提供を行っていませんが、IPAは、「ソフトウェア開発データ白書」において我が

国の最新データを反映した分析結果を継続的に提供し、ソフトウェアの生産性や信頼性の向上に向け

たベンチマークとして、多くの利用者に活用されています。平成 20 年度からのダウンロード数は

30,450 件に上り、「2012 年度ソフトウェア産業の実態把握に関する調査」では、「ソフトウェア開発

データ白書」を始めとするプロジェクトを見える化する定量的手法の導入率は 27％（ベンダ企業：

導入率 42％、ユーザ企業：導入率 13％）となっています。 
 また、セミナーの受講者からは「自社プロジェクトの生産性と他社プロジェクトとの生産性比較に

活用している。自社の品質指標を作成する際に活用している。見積りや品質指標の説明や説得する材

料として活用している。」などの高い評価を得ました。 
 さらに、ISO/IEC JTC1/SC725にて進められているITプロジェクトベンチマーキングの国際標準化に

ついて、機構職員等をエディタとして派遣し、ソフトウェア開発プロジェクトのデータ収集・分析等

に関する我が国の取組み実績をベースとして、国際規格の原案を取りまとめました。 
 

⑤ プロセス改善手法ツール及び研修教材を体系的に整備するとともに、企業の開発現場において有効

性を実証 
 世界的に知名度が高いプロセスアセスメントモデルの一つであるCMMI26を用いたプロセスの改善に
は、多くのコストが掛かり、必要な資金や人的資産を有する企業以外は実施することが困難でした。そ
こで、中小企業におけるソフトウェア（製品）品質の安定・向上を達成し、コスト削減、納期短縮など
を効果的に実現するため、トップダウン型のプロセス改善手法である「SPEAK-IPA27」とボトムアップ
型の「SPINA3CH28自律改善メソッド」を利用者目線で整理、体系化しました。さらに、開発現場におけ
る実践的な活用につなげるための「プロセス改善活用ガイド」を作成し、公開しました（平成 25 年 3 月）。 
 この IPA 成果を導入した事業者の(株)ソルネット（プロセス改善実証実験の協力企業、業種：シス
テムコンサルティング、ソフトウェア開発）から、「実際にリリース後の不具合発生件数が前年度比
8 割強激減するなど、プロセス改善を導入したプロジェクトの品質及び生産性が向上し、収益改善や
顧客満足度向上の達成につながった。」という高い評価を得ました。 
 また、平成 24 年度までに実施してきたプロセス改善活動の推進者育成の実証実験結果を基に研修
教材（6 コース分）を整備し、教材の幅広い活用を目的として公開しました（平成 25 年 3 月）。これ
らの教材は、民間での自由な研修実施のため、改変可・営利目的を含む利用可能な形態 29（クリエイ
ティブ・コモンズ表示-継承 2.1 日本ライセンス（以下、「CCライセンス」という））で公開しました。 

                                            
23 開発フレームワーク：アプリケーションソフトを開発する際に頻繁に必要とされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリ

ケーションの土台として機能するソフトウェアのこと。 
24 ISBSG(International Software Benchmarking Standards Group)：IT プロジェクトのベンチマーキングに関する世界最大の非営利団体。

世界 11 か国のソフトウェアメトリクス団体が加盟している。 
25 ISO/IEC JTC1/SC7： ISO/IEC Joint Technical Committee 1 （for information technology）/ SubCommittee 7（Software and 

Systems Engineering）ソフトウェア及びシステム技術に関する国際標準化を担当しており、通常は年 2 回、国際会合を行っている。 
26 CMMI(Capability Maturity Model Integration)：能力成熟度モデル統合。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（SEI）が策定したソフトウェア開発におけるプロセス改善指標。 
27 SPEAK-IPA(Software Process Evaluation & Assessment Kit IPA)：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の

IPA 版。アセスメントモデルの国際規格（ISO/IEC15504）に準拠したアセスメントモデルとアセスメント手法。標準モデルと軽量モデル
が組み込まれており、使い分けができる。 

28 SPINA3CH(Software Process Improvement with Navigation, Awareness, Analysis and Autonomy for Challenge)：（社）情報サービス産
業協会（JISA）が 2004 年にプロセス改善を行うために“あるべき姿”をモデル化したものを、気づき・分析・自律的という観点を盛り込
んで現場で適用できるよう発展させたもの。 

29 クリエイティブ・コモンズ表示-継承2.1 日本ライセンス：二次利用者は著作者のクレジットを表示することで、作品を改変、変形または加
工した場合、その結果生じた作品をこの作品と同一の許諾条件の下でのみ頒布することができるライセンスとして、クリエイティブ・コモ
ンズ・ジャパンが策定したもの。 

＜「ソフトウェア開発データ白書 2012-2013」におけるソフトウェア開発プロジェクトの分析例＞ 

生
産
性

[

F
P
／
人
時

]

0.30
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開発フレームワークの利用

サンプル数
84

サンプル数
55

あり なし

サンプルの上から

1／4番目の値

サンプルの下から

1／4番目の値

サンプルの真ん中の値

※

 
※FP（ファンクションポイント）：機能の数を基にソフトウェアの規模を算出したもの。 

 

＜IPA 成果を導入したプロジェクトのリリース後の不具合発生件数が前年度比 8 割強激減＞ 

 
IPA 成果のプロセス改善を実際の現場に導入した(株)ソルネット提供の実データより作成。 

開発フレームワークを利用する方

が、ソフトウェア開発の生産性が

約 2 倍高い。 

IPA 成果の導入に伴い、実際のリリース後の

不具合発生件数が、前年度比 8 割強激減。 

プロジェクトの品質向上に IPA 成果が貢献。 
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平成 24 年度の主な実績 
① 成果の民間企業・団体への移行を推進 
 事業成果の効果的な民間活用と同時に事業の効率的実施の観点から、民間ベースで自律的に地域・

中小企業への成果展開を図るため、事業成果がまとまったものから順次、成果の民間企業・団体への

移行等に取り組みました。 
 さらに、IPA は、各地域の関係機関・団体等と連携を図り成果展開のためのセミナー等をこれまで

実施してきましたが、今後の成果の普及活動の効率的な実施を可能とする仕組みづくりとして、各企

業・団体等における自律的な教育・普及活動を促進するコア人材となるトレーナーの養成に取り組み

ました。 
 

１）組込みシステム開発技術のセミナー講師の育成による民間や教育機関での自律的な普及活動が始動 

 民間による自律的な成果の普及・啓発を加速するために、組込みシステム開発技術リファレンス

ESxRシリーズを解説できる講師の人材育成に取り組みました。その結果、既に、自律的なESCR
普及活動の一貫として、（i）「ESCRトレーナー養成セミナー」の修了者が広島市立大学にて講習会

を開催（平成 24 年 8 月）、（ii）トレーナー養成セミナー修了者が民間企業内教育を実施、（iii） JASA30

会員である教育会社（（株）サートプロ）が一般向けにESMRセミナーを主催（平成 25 年 3 月）す

るなど、自律的な成果の幅広い普及・展開に向けた動きが出てきています。 
 具体的には、平成 24 年度はESPR、ESMR及びESMG31のトレーナー養成コースを開発し、指導

要領や教育コンテンツを整備し、教材を誰でも自由に改変できる形態（CCライセンス）で公開し

ました（平成 25 年 3 月）。さらに、平成 23 年度に公開しているESCRと、平成 24 年度に開発し

たESPR及びESMR/ESMGのトレーナー養成セミナーを企業・団体等の核となる技術者・管理者（計

54 名）に対して、実施しました（計 5 回）。 

                                            
30 JASA（Japan Embedded Systems Technology Association）：（一社）組込みシステム技術協会。 
31 ESMG(Embedded System development Management planning training Guide)：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。 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

 IPA 成果の地域・中小企業への展開のため、成果の民間企業・団体への移行等を実施しました。 
 具体的には、ESPR、ESMR 及び ESMG のトレーナー養成コースを開発し、教材を誰でも自由に改

変できる形態で公開しました。既にコースの修了者が講習会を開催、JASA 会員の教育会社がセミナ

ーを主催するなど、成果が幅広く着実に民間主体で普及しています。 
定量的プロジェクト管理ツールは、オープンソースとして公開し、多くの企業から導入に関する問

合せがあり、既に 5 社の企業が導入しています。さらに、その普及・啓発活動を民間団体 PPMA に

移行、業界団体 ITA がガイドを作成するなど、今後、更なる民間主体での普及・導入が期待されます。 
 また、IPA/SEC成果について利用者が必要な資料を容易に探し出せるよう、SEC設立以後の約1,000
件の成果を体系化し 3 つの切り口で検索できるようにしたソフトウェア・エンジニアリング情報デー

タベースとして「SWE iPedia」を構築し、公開しました。これにより、利用者の利便性が向上し、平

成 24 年度の成果物のダウンロード件数は 897,089 件、前年度比 135％と 3 割強の増加となりました。 

 

＜民間や教育機関での自律的な普及活動が始動＞ 

 
 
 
 
 
 

＜中期計画＞（２）地域・中小企業のためのシステム構築手法の提供 

地域における行政、産業団体などへのソフトウェアエンジニアリングの普及を図ります。また、中小

企業が IPA の成果を活用できるよう、ツールなどの利便性、操作性を向上させるとともに、システム構

築を支援するガイドなどを整備します。 

大学や民間企業などが民間ベースで

セミナーを主催するなど、自律的な成

果の普及・展開に向けた動きが出て

いる。 
 

自律的な教育・普及活動を促進するコア

人材となるトレーナーを IPA が養成。 
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２）「定量的プロジェクト管理ツール」を誰でもカスタマイズ可能なオープンソースとして公開・普

及 
 情報サービス・ソフトウェア開発業の 9 割超を占める中小企業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の導入が難しいのが現状です。このため、地

域・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、定量的

管理手法の普及を図るために「定量的プロジェクト管理ツール」をオープンソースとして公開しま

した（平成 24 年 4 月）。利用者が安心してソフトウェアを利用できることを目的として、定量的

プロジェクト管理ツールでは、不具合検出数や工数の進捗具合などの定量的なデータを用いて、品

質や進捗の状況を的確に把握し、リスクの可視化、問題の早期発見等ができるなど、信頼性の高い

ソフトウェアの開発が可能となります。【ダウンロード件数：実行形式 7,346 件、文書 23,975 件】 
 また、セミナー及び各種団体・企業への説明会を通じて普及活動を実施し、導入支援及び導入後

支援のために、ウェブサイトにサポート情報ページを作成して利用を促進しました。【セミナー・

イベントでの講演：15 回実施】 
 さらに、日経 SYSTEMS 7 月号（平成 24 年 6 月発行）の特集記事「ついに公開 話題の無償

PM ツール」として機構職員が紹介するなどした結果、モバイル通信会社、メーカ、システムイン

テグレータ（SI ベンダー）など 5 社において導入に至り、15 社において試用及び導入の検討が行

われているとの報告を受けています。 
 セミナーにおけるアンケートでは、以下のとおり、受講者から実際にツールを利用しているとい

う意見や、現場への導入に向けた意見などを得ました。また、普及・啓発活動を民間のPPMA32に

移行し、さらに、業界団体ITA33が同ツールの評価と使用法を盛り込んだガイドを作成するなど、

今後、更なる民間主体での普及・導入が期待されます。 
・プロジェクトの品質評価に利用している。 
・品質分析と基準値作り、社内の工程判定に利用している。 
・現在活動中のプロジェクトにおいて、計画／評価の参考にしている。 
・ソフトウェア開発において、プロジェクト管理のツールが充足されてきていることが感じられ、

今後のプロジェクトに活かしていきたい。 
 

② IPA/SEC 成果を簡単に検索できるデータベースの構築による利用者の利便性を向上、成果物のダ

ウンロード件数は前年度比 3 割強の増加、加えてセミナー等の動画配信を本格的に開始 
 IPA/SEC 設立以後の約 1,000 件の成果物について、利用者の利便性向上を図るため必要な資料を容

易に探しだせるよう成果を体系化し、以下の 3 つの切り口で検索できるようにしたソフトウェア・エ

ンジニアリング情報データベース「SWE iPedia」を構築し、公開しました（平成 24 年 5 月）。 
（i）分類体系（大分類、中分類、小分類）に基づく検索 
（ii）SEC journal、SEC BOOKS、SEC Reports の書誌情報に特化した検索 
（iii）「キーワード」に基づく検索 

 従前は時系列で整理された過去の膨大な成果物の中から利用者が目的の成果物を短時間で探し出

すには手間と時間を要しましたが、SWE iPedia の多様な検索機能を利用して利用者が探したい情報

を短時間で効率的に入手することを可能としました。さらに、IPA ウェブサイトの更新と連動して新

規コンテンツを登録し、タイムリーな成果提供を実現しました。平成 24 年度の成果物のダウンロー

ド件数は 897,089 件、前年度比 135％と 3 割強の増加となり、検索のしやすさにより利用者の利便性

が向上していることを確認できました。 

 また、セミナーやイベントなどに参加することが難しい地域・中小企業などに対する普及策として、

「IPA Channel」（YouTube）による動画配信を本格的に開始し、平成 24 年度に開催した SEC セミナ

ー等の動画を 34 本公開しました。合計 2,290 件閲覧されるなど、多くの利用者の利便性を向上し、

IPA 成果や最新の技術動向等をいつでもどこでも視聴することが可能となりました。 
                                            
32 PPMA(Practical Project Management Association)：（一社）実践的プロジェクトマネジメント推進協会。 
33 ITA（Information Technology Alliance）：独立系情報サービス会社の各社が相互の事業活性化、競争力アップを図ることを目的に

1995 年発足した任意の団体。 

＜「定量的プロジェクト管理ツール」の地域・中小企業への提供＞ 

 
＜SWE iPedia で利用者の利便性が向上し、成果物のダウンロード件数は前年度比 3 割強の増加＞ 
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利便性の向上に伴い、IPA/SEC 成果

物のダウンロード数が前年度比 3 割強

の増加。 

これまでプロジェクト管理ツールを

導入していない中小企業を中心

に、今後、より信頼性の高いソフト

ウェアの開発が期待される。 
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③ 文字情報基盤の整備により実用段階に 

行政で必要とされる人名漢字等を効率的に扱う基盤のあり方について検討した「文字情報基盤構築

に関する研究開発事業」の成果を受け、約 6 万文字の人名漢字等を収録した IPAmj 明朝フォントにつ

いて、自治体の現場への適用実証実験を進めるとともに、バージョンアップ、国際標準化作業等を行

いました。平成 24 年度を以って ISO への新規提案作業をすべて完了したことは、中期計画における

想定を超えるものです。また、平成 24 年 7 月 IT 戦略本部による「電子行政オープンデータ戦略」の

決定を受けて開始した、文字に関する情報をオープンデータとして提供するためのデータベースの設

計を完了しました。本事業の進展を受け、日立公共システムエンジニアリング(株)、日本マイクロソ

フト(株)、富士ゼロックスシステムサービス(株)等から、文字情報基盤に対応する製品が発表され、

特に Windows8 やオフィス製品が対応したことにより、本事業の成果がより広く、手軽に利用できる

ようになりました。また、『世界最先端 IT 国家創造』宣言（案）（平成 25 年 5 月 IT 戦略本部）に、

電子行政の構築へ文字情報基盤の活用を原則とする旨が明記されました。 
実用化に向けた様々な実証実験： 
・自治体現場で人名漢字を扱うシステムへ文字情報基盤を適用する実証実験を実施しました。文字

情報一覧表を用いることにより、これまで接続の困難であった異なる文字符号体系を使用してい

る既存システム間を容易に接続できることが確認できました。また、IPAmj 明朝フォントを用い

ることで、住所氏名等の印刷を自治体外部へ容易に依頼できるシステムを構築する等、今後の自

治体システムが劇的に改善できることを実証しました（平成 24 年 6 月～平成 25 年 2 月）。 
・公開した「文字情報基盤プロモーションサイト」（平成 24 年 6 月 4 日～平成 25 年 1 月 31 日）

を通じ、延べ約 1 万人の利用者が文字情報基盤の提供する多様な文字を体験しました。また、同

サイトでは、文字の入力、表示及びコピー＆ペースト操作等について、利用する PC の機種やバ

ージョンへの依存を軽減する新たな手法について実験を行い、同手法により、約 1 万文字の JIS
規格の文字のみに対応して作られた従来システムでも、そのまま約 6 万文字のすべてを操作でき

るという有効性を確認しました。 
 

④ 自治体や「オープンな標準」に対応した技術参照モデル（TRM）により利便性が大幅向上 

IPA では、政府の指針に従った公平な IT システムの調達を目指し、必要な技術情報をまとめた「技

術参照モデル（TRM：Technical Reference Model）」を提供しています。技術の進歩にあわせ、毎年

度内容を見直し、更新した結果を公開しています。平成 24 年度版では、対象を地方自治体の調達へ

ひろげ、新たに「自治体編」を発行しました。これにより、従前まで主に中央省庁で活用されてきた

TRM が、今後は一般の市など地方自治体での活用に広がることが期待されます。 

・公開中の平成 23 年度版 TRM について、利用者が必要とする項目へ、Web ブラウザから素早く

アクセスするためのクイックリファレンスページを公開しました（平成 24 年 11 月）。 

・役務調達についての実証的評価結果やパブリックコメントを反映させて平成 23 年度版 TRM を

見直した平成 24 年度版 TRM を作成し、自治体調達担当者向けの解説を収めた「自治体編」や、

「オープンな標準」に基づく調達のために調達対象とする技術標準に求められる要件とその評価

指針及び 11 種の技術標準についての評価結果を掲載しました。この指針及び評価結果は、欧州

委員会情報科学総局と協調して行った作業の成果です。 
 

⑤Ruby 言語の規格保守作業を民間団体へ移管し、民間主導の開発・管理体制を確立 

平成 24年 3 月に国際規格化を達成した Ruby 言語の規格保守の民間移管について、IPA は（一財）

Ruby アソシエーション（松江市）及び法務専門家と緊密な調整を行い、「Ruby 規格保守等基本契約

書」を取りまとめました（平成 25 年 5 月 13 日に、同契約書の調印式を実施）。本契約の締結により、

今後の Ruby 規格文書の保守及び改訂については、Ruby アソシエーションが主導し、主体的に活動

していくこととなります。 
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＜IPAmj 明朝フォントのダウンロード状況＞ 

マイクロソフト社が文字情

報基盤への対応を発表 
IPAｍｊ明朝フォント

バージョンアップ 

＜実証実験概要＞ 

1 

文字情報基盤を利用したプリント

アウトソーシングの実証（南幌町

／富士ゼロックスシステムサービ

ス(株)） 

印刷を外部委託する際の

外字問題解決に文字情報

基盤を活用 

2 

多種文字コードと文字情報基盤文

字コードとのコード変換ライブラリ

を介したデータ連携（石巻市／

(株)日立製作所） 

文字情報基盤を活用し、戸

籍系システムと住基系シス

テムを連携 

3 

文字情報基盤を活用した自治体

間での字形情報の交換（福岡県、

北九州市、粕屋町／(株)エヌ・テ

ィ・ティ・データ） 

文字情報基盤を活用し、自

動車税関連システムでの

自治体間での人名漢字情

報を交換 

4 

基幹系住民情報の汎用的連携

（藤沢市／日本電気(株)） 

被災者支援システムを含

む異機種接続のために文

字情報基盤を活用 

5 

地方自治体等における文字情報

基盤適用評価（札幌市／ピースミ

ール・テクノロジー（株）） 

住民情報系システムの共

通基盤構築に、文字情報

基盤を活用 

 

(民間サイトからのダウンロード数は含まない) 

＜TRM クイックリファレンスの表示例＞ 
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＜中期計画＞ （３）海外有力機関との国際連携 

独国フラウンホーファ協会実験的ソフトウェア工学研究所（IESE34）や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（SEI35）をはじめとする欧米の代表的関連機関との共同作業を進

めるとともに、我が国が開発した基準、手法の国際的評価を高め、世界有数のソフトウェアエンジニア

リング拠点を目指します。 
 
平成 24 年度の主な実績 
① 独国 IESE との共同研究成果（GQM+Strategies®）の社内活用者及び推進者を育成、民間主体に

より普及展開 
 独国フラウンホーファ協会実験的ソフトウェア工学研究所（IESE）は、ソフトウェアの信頼性向

上のカギとなる超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

な手法に関して世界トップレベルの技術を有している機関です。IPA は、IESE との共同研究の成果

である GQM+Strategies®（組織のゴールとその実現のための戦略の整合性を体系立てて見える化し、

関係者間での合意形成を図る方法論）について、社内活用者及び推進者の育成を目的として、IESE
と共同して活用事例をとりまとめ、それを用いたワークショップを開催しました（平成 24 年 10 月）。 
 さらに、普及・啓発活動をITCA36に設置された「GQM+Strategies®の企業・団体への適用研究会」

及び早稲田大学に設置された「GQM+Strategies®の教育・普及に向けた研究会（仮称）」に移行しま

した。伊藤忠テクノソリューションズ（株）、（株）クニエ等では社内導入され、コンサルティング事

業への展開も計画されているなど、今後、民間主体でのIPA成果の更なる普及展開が期待されます。 
 

② 海外開発拠点における英訳版成果物の活用促進により、国内企業のグローバルな活動を支援 

 我が国の組込み企業のソフトウェア開発現場に関しては、既に約 1／4 の企業で海外開発拠点を有

し、そのうち 7 割超の企業が複数の海外拠点を有しています（2012 年度ソフトウェア産業の実態把

握に関する調査）。こうした海外開発拠点においても如何に品質や生産性を高められるかという点が

我が国企業の国際競争力強化のカギになっています。このため、IPA 成果の海外開発拠点等での活用

の一層の強化の観点から、平成 24 年度は組込みソフトウェア技術リファレンスガイド ESxR シリー

ズ（ESPR、ESCR C++言語版）を英訳し、公開しました。 
 この結果、既に英訳済の ESQR、ESCR を含め、英訳版ガイドは平成 22 年 8 月の公開から 22 社

に提供し、国内企業がインドや中国、ロシアなどの海外進出先（先進国、発展途上国含め 12 か国・

地域）で活用するなどの動きにつながっています。 
 

                                            
34 IESE(Institute for Experimental Software Engineering） 
35 SEI(Software Engineering Institute) 
36 ITCA(IT Coordiinators Assciation)：NPO 法人 IT コーディネータ協会。 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

 独国 IESE との共同研究成果である GQM+Strategies®の普及・啓発活動を民間の研究会に移行しま

した。民間企業で社内導入されるなど成果展開も拡がり、今後、民間主体での一層の普及・導入が期

待されます。 
 また、我が国企業のグローバル化対応への支援として、IPA 成果の海外拠点等での活用を促進する

ために、組込みソフトウェア技術リファレンスガイド（ESPR、ESCR C++言語版）を英訳し、公開

しました。英訳版ガイドは平成 22 年 8 月の公開から 22 社に提供し、国内企業がインドや中国、ロシ

アなどの海外進出先（先進国、発展途上国含め 12 か国・地域）で活用しており、IPA 成果が我が国

の国際競争力の向上に貢献しました。 
 さらに、これまで連携を行ってきた海外政府関連機関との連携を一層強化しました。特に仏国 LIST
とは平成 23 年度に締結した相互協力協定に基づき、相互に訪問し、ソフトウェア品質説明力強化の

考え方やソフトウェア信頼性向上技術に関する意見交換を行い、モデリング技術など LIST の先進的

なソフトウェア信頼性向上技術に関する最近の取組み内容などについて議論しました。 

 
 
 
 
＜海外開発拠点等への組込み開発プロセス標準等の展開＞ 

 

先進国、発展途上国含め12か国・

地域で活用するなどの動きにつな

がっている。 
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③ 海外企業においても IPA の手法をツール製品として採用、さらに、世界を席巻するコーディング規

約でも IPA の成果事例を根拠としたルールを新たに採用 
 ESCRのコーディング作法に準拠しているか否かをチェックするツール製品が新たにテクマトリ

ックス（株）（本社米国）と英国LDRA37社から発売され、販売する会社が合計 7 社に到達しました。

英国LDRA社は、ESCRの特徴をMISRA-C38と比較するために、ウェブサイト上でSEC-Cと表記し、

SEC-Cの特徴を日本の組込みソフトウェア開発現場の広範囲な経験に基づいてガイドとして正確に

記載するとともに高く評価しています。 
 また、国際的なソフトウェア設計標準規格として世界を席巻している欧州 MISRA の C 言語コーデ

ィング規約が MISRA-C2004 から MISRA-C2012 に改訂されることに伴い、IPA が事前評価の依頼を

受け、ESCR の知見活用の観点から、MISRA-C の新旧版の差分について評価（評価コメント 16 件）

を行い、MISRA に評価レポートを提出しました（平成 24 年 7 月）。さらに、平成 25 年 3 月 18 日に

発行された MISRA-C2012 では、IPA が ESCR において特に注意を要する誤りとして記載した事例を

根拠として引用した項目が、新たに規約（プログラミング・ルール）中に盛り込まれました。 

 このように、「我が国が開発した標準、手法の国際的評価を高める」とした中期計画を大きく上回

り、我が国の組込みシステム企業の競争力強化に資する手法の海外拠点への展開、複数の海外企業に

よるツール製品としての販売、世界を席巻するコーディング規約における IPA 成果事例の採用等の成

果展開に至る実績を達成しました。 
 

④ ソフトウェアの高信頼化に関する海外政府関係機関との関係強化 
 ソフトウェアの高信頼化に関する最新技術動向の把握やソフトウェアの品質説明力強化の考え方

の国際展開を推進するため、上記①の独国IESEとの連携強化に加え、平成 22 年度から連携をしてい

る主要な海外政府機関である米国商務省国立標準技術研究所（NIST39）及び仏国原子力・代替エネル

ギー庁（CEA40）システム統合技術研究所（LIST41）との関係を強化しました。 
 NIST とは、第 3 回定期協議をワシントンで開催しました（平成 24 年 11 月）。ソフトウェアの高信

頼化に向け国際的に最先端の技術情報等を得るための意見交換を行うとともに、特にソフトウェア・エ

ンジニアリング推進の社会的価値やソフトウェアの品質説明に関する意見交換を実施し、障害情報の収

集方法について NIST から助言があり、今後の活動に向けた有用な情報を得ることができました。 
 LISTとは、平成 24 年 5 月にLIST研究員を招聘し、ソフトウェア品質説明力強化の考え方やソフト

ウェア信頼性向上技術に関する意見交換を行うとともに、組込みシステム開発技術展（ESEC42）に

て、欧州におけるソフトウェアの信頼性の取組み状況などを紹介するために、LIST研究員による講演

を実施しました。さらに、平成 24 年 10 月にLISTを訪問し、今後の相互協力活動について意見交換

を行い、モデリング技術などLISTの先進的なソフトウェア信頼性向上技術に関する最近の取組み内容

や、民間企業との共同研究、技術移転の枠組みなどについて議論しました。 
                                            
37 LDRA 社は、30 年以上にわたって、安全な生活に関わるソフトウェアアプリケーションの自動解析・検証ツールを提供している英国企業。

航空宇宙、原子力、自動車分野等の企業が、セーフティクリティカルな国際標準に準拠するためのテストツールとして利用している。 
38 MISRA-C：自動車用の安全電子システムを開発する上での、最善の開発方法の普及を目指す自動車メーカ、部品メーカ、研究者か

らなる欧州の自動車業界団体 MISRA(Motor Industry Software Reliability Association)が開発した C 言語のためのソフトウェア設計

標準規格。 
39 NIST(National Institute of Standards and Technology) 
40 CEA(French Commission for Atomic Energy and Alternative Energies) 
41 LIST(Laboratoire d' Integration des Systemes et des Technologies） 
42 ESEC（Embedded Systems Expo & Conference）：組込みシステム開発技術展。 

＜LDRA 社の SEC-C 紹介サイト＞ 

 

＜ESCR の内容がMISRA-C2012 に採用＞ 

 
 
 
 
 

＜独国 IESE のウェブサイトにて IPA との連携成果を評価＞ 

LDRA 社による SEC-C 導入における評価 
・ESCR は特筆すべき特徴として、日本の組込みソフトウェア開発現場の広範囲な経験に基

づいてガイドが作成されており、ソフトウェアの信頼性、保守性、移植性、効率性を意識した

内容。 
・主たる対象を信頼性としている MISRA-C2004 よりも、プログラムルール・作法を広く整理。 
・CERT C※ セキュアコーディングスタンダードが対象としているセキュリティの問題も補完。 
・MISRA-C2004 及び CERT C ではほとんど触れていない命名規則、スタイルも整理。 
 

※CERT C：米国のネットワークに関する不正アクセス、不正プログラム、システムの脆弱性

問 題 な ど に 関 し て 、 情 報 を 収 集 ・ 分 析 し 、 そ の 結 果 の 発 表 を 行 う 組 織 で あ る

CERT/CC(Computer Emergency Response Team/ Coordination Center)が定めた C 言語

を使ってセキュアコーディングを行うためのルールとレコメンデーション。 

IPA が ESCR で取りまとめた特に注意を要する

誤りの事例が MISRA-C2012 の規約（プログ

ラミングルール）に採用。 

日本の定量的ソフトウェアエンジニアリングに

ついて、「2004 年以来、IPA/SEC と共同で開

発した数々の斬新なソフトウェアエンジニアリン

グの手法が、日本の多くの企業や組織に導入

されている。」と連携活動を評価。 

（独国 IESE ウェブサイトより） 
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３．IT 人材育成の戦略的推進～スキル標準と情報処理技術者試験を駆使したグローバルに通用する人材育成手法等の普及～ 

＜中期計画＞（１）産業競争力を強化するための高度 IT 人材の育成 

急速に発展する IT 社会を支える高度 IT 人材の育成は緊急の課題となっています。IPA が提供する 3

つのスキル標準（IT スキル標準、組込みスキル標準及び情報システムユーザースキル標準）と情報処

理技術者試験は IT 人材育成の専門性向上の目標を示し達成度を評価する上で不可欠なツールであり、

これらの IT 人材育成ツール群の整備・連携強化を図ることにより、層の厚い IT 人材の育成を推進し、

日本の産業競争力強化に貢献します。 

 

 
 
 
平成 24 年度の主な実績 
 

① スキル標準における平成 24 年度実績のポイント 

共通キャリア・スキルフレームワーク（第一版・追補版、以下「CCSF」という。）は、１つの企業が

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」）の違いを意識せずに、スキル標準を活用できる仕組みとして、平成 23 年度末に提供し

ました。 

この CCSF を活用し、平成 24 年度は民間主体による人材育成戦略や人材育成への取組を促す目的で、

次の事業を推進しました。 

1) 時代の変化を捉えた新しいスキルの整理と CCSF の拡充 

2) 中小 IT ベンダーの変革を促すための CCSF 導入テンプレートの提供 

3) 地域拠点の自発的な活動を促すための CCSF 活用ワークショップの開催  など 

 さらに、「講演やセミナー」「プロフェッショナル・コミュニティ」等によるスキル標準の普及・定

着、「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」等による中小 IT 企業の強化に取り組んできました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

スキル標準については、共通キャリア・スキルフレームワーク（CCSF）による民間を主体とした

人材育成を促すため、新たな IT 人材の役割と必要となるスキルを明確化して CCSF を拡充しました。

また、サービスを担う人材を育成して中小 IT ベンダーの変革を促すための CCSF 導入テンプレート

を提供し、地域拠点の自発的な活動を促すための CCSF 活用ワークショップを開催しました。 
情報処理技術者試験については、IT パスポート試験を含む全ての試験区分でシラバスを作成・公

開するとともに、情報技術の進歩・変化を踏まえ不断の見直しに努め、平成 24 年度にはシラバスを

改訂し、公開しました。また、平成 24 年度は、全ての試験地で民間事業者による試験運営業務への

移行を達成しました。 
さらに、産学連携実践的 IT 人材育成活動については、CCSF をベースに産業界と高等教育機関が

求められる IT 人材像を共有し、IPA がコーディネートして全国の 16 大学、2 地域連携団体で産学連

携により実践講座を開設し、毎年 2,100 名の学生が継続的に実践講座を受講する体制を構築しまし

た。また、これらの講座の成果を基に、産業競争力強化につながる実践講座を今後、産学で自立的

に構築できるようにするためのノウハウ、コンテンツを集約したプラットフォームを構築しました。 
 これらの取組を通じて、層の厚い IT 人材の育成を推進するとともに、日本の産業力向上や環境変

化への対応に貢献しました。 

 
＜スキル標準の活動実績＞ 
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② スキル標準の事業実績 
１）時代の変化を捉えた新しいスキルの抽出と CCSF の拡充 

IPAに組織したプロフェッショナル・コミュニティ「今後の人材スキルセット検討委員会」にお

いて、IT環境の変化に対応したIT人材の役割と必要となるスキルを整理しました。その成果として、

今後5年程度を見据えた新しい時代の変化を捉えた上で、IT人材において求められる役割とスキル

セットを、次の企業タイプ別に明確化しました。 
² ITの提供側（B2B中心）  IT企業：大規模案件 
² ITの提供側（B2B中心）  IT企業：中小規模案件 
² ITの提供側（B2C中心）  インターネット関連企業 
² ITの利用側        ユーザー企業情シス部門 

これらは「今後のIT人材スキルセット検討委員会報告書」としてウェブサイトで公開（平成24
年7月）しました。さらに、報告書で示されたIT人材の役割について、タスクを紐づけ、新たな人

材像としてCCSFのコンテンツ拡充を実施しました（平成25年3月）。今後も、新しいスキルが見

出される都度、CCSFの拡充は継続していきます。 

 
 
 
２） 中小ＩＴベンダーの変革を促すための CCSF 導入テンプレートの提供 

「IT 人材白書 2012」によれば、ユーザー企業のニーズは「システム委託開発」から「サービス利

用」にシフトする傾向にありますが、中小 IT ベンダーにおいてはシステム受託開発を主力ビジネスと

する割合が依然として高く、サービス提供型への事業拡大意向が低い結果となっています。 
このような背景のもと、中小 IT ベンダーの「サービス化」へのシフトを促すため、すなわち、中小

IT ベンダーにおけるサービスを主体としたビジネスを担う人材を育成することを目的として、CCSF
を活用した導入テンプレートを作成しました。具体的には、代表的なアプリケーションパッケージビジ

ネスを担う次の４社に協力いただき、各社の事例によるビジネス特性を CCSF から抽出したタスクと

スキルを活用して可視化し、さらにそれを集約して導入テンプレートを構築しました。 
² （株）富士通システムズ・イースト   財務会計・管理会計 
² （株）日立ソリューションズ   人事・労務管理 
² ＮＥＣネクサソリューションズ（株）  生産管理・販売管理・原価管理 
² （株）ソルパック   業務改善のためのクラウドサービス 

CCSF 導入テンプレートを通してサービスビジネスの具体例を中小 IT ベンダーの経営者に示すこと

で、「各社におけるビジネス変革の契機になること」、「自社の目指すビジネスに即した人材育成の仕組

み作りにおいて、テンプレートが参照されること」が期待されます。 
また今後は、IT 関連の企業や団体が、自らの経営戦略や人材戦略の実現に向けてテンプレートを構

築できるよう、支援・促進していきます。 
 

 

 
 
＜新しい時代の変化を捉えたIT人材の役割（４種の企業タイプ別）＞ 

 
 
 

＜CCSF導入テンプレートの構築＞ 
 

 

 

 

 
 
 

〔事業目的〕中小ITベンダーの「サービス化」へのシフト促進 
〔対象業務〕会計、人事・労務、生産管理 等のアプリケーションパッケージビジネス 
〔作成手順〕４社の事例を元に、CCSF から抽出したタスクとスキルをベースに構築 
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３）地域拠点の自発的な活動を促すための CCSF 活用ワークショップの開催 

IT 人材白書等から、スキル標準の活用状況は大手 IT 企業に比較し中小 IT 企業での活用が進んでい

ない状況（平成 24 年度の調査によるスキル標準の活用状況は、1,000 名以上の IT 企業で 83%なのに

対し、100 名以下の IT 企業では 15%以下）が判明しています。そこで、CCSF の有効性の確認と、

CCSF 普及促進のための地域拠点確立を目的に、地域中小企業の経営者・実務担当者を対象としたワ

ークショップを、地域として自発的な動きが活発な次の 2 箇所にて実施しました。 
² 東京地区 CSAJ（一般社団法人コンピュータソフトウェア協会） 
² 九州地区 FISA（一般社団法人福岡県情報サービス産業協会） 

実施した２箇所において、参加企業の 80%以上が CCSF の活用が企業にとって有益であるとの評

価や、90%以上が CCSF を活用したワークショップに満足するなど、非常に高い評価を得ることがで

きました。実施を受託した地域拠点より参加企業への継続的なフォローアップや、講師を独自養成し

て CCSF ワークショップを独力開催する等の計画が提案されており、今後、地域への波及効果が期待

されます。 
このたびのワークショップを通して、CCSF が中小 IT 企業にも十分に活用できることが実証でき

ました。今後も、運営や費用等の自己負担を含め自発的な活動を目指す地域拠点からの支援要請に応

えていく予定です。 

 
③ スキル標準の普及啓発のための活動 

１） 講演やセミナーの開催 
CCSF の普及のための講演やセミナーを全国で開催し（開催数：36 回、参加者：2,342 名）、スキル標

準の活用による「経営戦略を明確にした人材戦略の確立」、「IT 従事者が所属組織で目指すべき人材像の

明確化」等の啓発活動を実施してきました。 
その結果、特にスキル標準を単一テーマとした日本最大級のイベント「スキル標準ユーザーズカンファ

レンス 2013」では 80％を超える非常に高い満足度の評価を得て、中小 IT 企業が企業独自の育成体系を

構築する必要性についての理解向上に寄与しました。また、CCSF を主題にしたセミナーのアンケートでは、

現在 CCSF を活用していない企業の 80%以上が「CCSF の活用を検討したい」と回答しており、CCSF に

対する期待度が非常に高いことが伺えます。 
 

２）プロフェッショナル・コミュニティ活動の情報共有への取組 

プロフェッショナル・コミュニティの活動成果を幅広く情報共有するため、「IPAプロフェッショナル・コミュ

ニティフォーラム2012」（以下、「IPCF2012」という。）を開催しました（平成24年7月6日、来場者502名）。

IPCF2012では、新たな取組として「今後の人材スキルセット検討委員会」と「ITSS改訂のあり方検討委

員会」による活動についての講演のほか、従来からの取組である「カスタマサービスコミュニティ」と「プロ

ジェクトマネジメントコミュニティ」による活動についても講演を実施しました。 
参加者からは、「最前線の方々の意見や課題認識、これからの取組について知れて有意義だった」、

「国内の IT 産業が元気になるよう、今後とも期待しています」など、95％を超える非常に高い満足度のア

ンケート評価を獲得しました。 
これらの満足度から、ＩＴスキル標準センター創設（平成 15 年）以来、継続してきたプロフェッショナル・

コミュニティ活動が、引き続き有効であることが実証できました。 

＜CCSF活用ワークショップの実績＞ 

 

＜講演・セミナー実績＞      ＜CCSF セミナーにおける活用意向アンケート結果＞ 

83%

5% 12%

活用を検討したい 活用したいとは思わない 未選択

N=121

 
 

＜IPCF2012 におけるアンケート結果＞ 

 

 ＣＳＡＪ／東京 ＦＩＳＡ／福岡 
開催期間 平成24年7月10日～平成24年12月18日 平成24年10月10日～平成25年1月22日 

参加企業数 ６社、１５名 ５社、１７名 

評
価 

有効性の確認 優良 

IPAとして初のワークショップの

取組であったが、活用スキーム、

コンテンツなども好評価。 
優良 

５社全てから非常に好評。CCSF

の納得性が高く、わかりやすか

ったと、講師顔負けの理解度を

示す会社もあった。 

地域拠点づくり 優良 

第２回を計画、コミュニティ運

営、講師育成と全て順調に進行

中。 

後継者が豊富で次々回以降も安

心して運営できる見通し。 

優良 

第２回を計画、コミュニティ形

成し運営。九州の他県情産協へ

の拡大を計画しており、拠点と

して成熟しつつある。 

企業導入結果 良 

６社中４社が本格運用へ向けて

検討中。 優良 

５社とも本格的に運用。他部門

での構築や独自システム開発な

ど、想定を大きく超える成果も。 

開催場所の分類 開催数 参加者数 

地域拠点（大阪、山口等） 16回 792名 

協会/団体（NPO法人等） 9回 1,039名 

教育機関（大学等） 6回 361名 

一般企業 5回 150名 

合計 36回 2,342名 
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④ 情報処理技術者試験の着実な実施と試験の普及・定着化 
１）試験の着実な実施 

平成 24 年度の応募者数は約 49 万人となり、大規模な国家試験を引き続き安定的に実施しました。

また、IT パスポート試験（以下、「i パス」という。）は、試験実施方法を CBT（Computer Based Testing）
方式に移行し、年間を通して随時試験を提供し、受験機会の増大を実現しました。 

IT 現場の第一線で活躍されている専門家約 400 名の試験委員が、最新の IT 技術動向を踏まえ、実

務に沿った試験問題を作成しました。 
支部が実施していた試験会場の確保・試験運営業務を、全ての地域で民間事業者が実施しました。

IPA は、マニュアルを整備するとともに各事業者と密接に連携し、試験運営者の教育を徹底し、滞り

なく試験業務を遂行しました。 
２）試験の出題範囲・シラバスの改訂 

情報技術の進歩・変化を反映して、企業や教育機関で IT 人材育成の教育水準の指針として活用され

ている出題範囲・シラバスを、全試験区分において改訂しました。 
３）試験の普及・定着化 

情報処理技術者試験・i パスの受験を通して試験利用者の技術力・IT 力向上に資するため、普及・

定着化に向けた以下の取組を実施しました。 
ⅰ）広報の充実 
・i パスは IT を活用する全ての社会人に求められる試験であるとして、i パスの位置付けを明確化し

て広報を実施。 
・i パスの認知度の拡大による普及促進を目的として、愛称（i パス）とロゴマークを作成。 
・i パスの合格のメリット、企業・大学での活用事例等 i パスを紹介する専用ホームページ（5 分で

分かる IT パスポート試験）を開設。 
・情報処理技術者試験の周知を図るため、ポスター・パンフレットの制作、雑誌広告掲載、首都圏

電車内への広告掲載を実施。 
ⅱ）企業への普及 
・企業における事務職・営業職など幅広い人材を対象に i パスの活用を促進するため、人事・教育

担当者あてに、今までに約 90 社の企業・団体訪問を実施し、社員教育での活用を依頼。 
・企業から学生に対して IT 力の必要性を訴えるため、就職活動で利用されるエントリーシートに i

パスのスコア記載欄を設けてもらう働き掛けを実施。その趣旨に賛同していただいた企業は、IT
企業、通信企業など 20 数社に拡大中。 

ⅲ）大学への普及 
・学生に対して i パスの普及を図るため、就職課を中心に、今までに 92 校の大学訪問を実施。 
・企業における i パスの活用事例の紹介やエントリーシート導入企業の紹介を通して受験のメリッ

トを説明し、学生に対して i パスを周知していただくよう依頼。 
ⅳ）利用者サービスの向上 
・企業・教育機関からの団体による成績管理をしたいとの要望に応えるため、団体申込の管理担当

者及びバウチャーチケット購入者に対して、受験状況や成績情報を提供するサービスを開始。 
・合否だけでなく受験者の成績を評価する企業・学校のために、受験者が自身の成績をダウンロー

ドできるサービスを開始。

試験区分 応募者 受験者 合格者 合格率
ITパスポート試験 68,983 62,848 25,796 41.0%
基本情報技術者試験 154,759 111,487 28,424 25.5%
応用情報技術者試験 112,862 73,898 15,886 21.5%
ＩＴストラテジスト試験 7,359 5,090 713 14.0%
システムアーキテクト試験 9,901 6,683 965 14.4%
プロジェクトマネージャ試験 19,680 12,458 1,628 13.1%
ネットワークスペシャリスト試験 21,941 14,612 2,019 13.8%
データベーススペシャリスト試験 18,799 12,187 1,963 16.1%
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 5,559 4,012 645 16.1%
情報セキュリティスペシャリスト試験 57,944 39,092 5,407 13.8%
ITサービスマネージャ試験 6,387 4,395 583 13.3%
システム監査技術者試験 4,705 3,216 468 14.6%

合　　計 488,879 349,978 84,497 24.1%

平成24年度　情報処理技術者試験

 
 
＜IT パスポート試験の応募者＞ 

試験実施方法 平成 23 年度 平成 24 年度 

ペーパーテスト方式 117,553 － 

CBT 方式 17,064 68,983 

（注）平成 23 年 11 月～平成 24 年 3 月までの集計 
 

＜CBT 方式に対する受験者の評価＞ 
※CBT 方式による IT パスポート試験受験者からは高い評価（IPA によるアンケート調査） 

1- 受験のしやすさについて 2- 申込みのしやすさについて     3- 試験問題への解答のしやすさについて

回答数：814               回答数：816            回答数：807

良くなった
90.4%

変わらない
7.1%

悪くなった
2.5%

良くなった
88.2%

変わらない
10.0%

悪くなった
1.7%

良くなった
70.0%

変わらない
21.4%

悪くなった
8.6%

 
 

   ＜試験区分と対象者の整理＞          ＜IT パスポート試験のロゴマーク＞ 
 

 

 

 

 

（注） 

＜平成 24 年度情報処理技術者試験の応募状況等）＞ 
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⑤ 産学連携による実践的なＩＴ人材育成の自立的展開支援 
IPA では、文部科学省と経済産業省が立ち上げた「産学人材育成パートナーシップ」情報処理分

科会の方針に沿い、平成 23 年度までに経済産業省の委託事業等により産学連携による実践的 IT 教

育講座の開設支援(毎年 2,100 名の受講体制)や講座開設等のノウハウをまとめた「産学連携 IT 人材

育成プラットフォーム」の整備・提供等の事業を行ってきました。平成 24 年度は、これまでの IPA
の活動成果をベースに産学連携による実践的な IT 人材育成の自立的な展開が推進されるよう、以

下の事業を実施しました。なお、平成 24 年度は、2,100 名の受講体制に加え、IPA にて制作した

汎用的教育コンテンツを活用した約 500 名の受講体制を構築しました。さらに、平成 25 年度以降

も汎用的教育コンテンツを活用した約 1,000 名の受講体制の構築の検討が行われております。 
 

１）産業界及び教育界の有識者からなる「産学連携講座連絡会」及び同連絡会の下に設置した 4
つの講座テーマ別ワーキンググループ（プロジェクト型演習 WG、キャリア教育 WG、遠隔教育

WG、評価基準 WG）において、ニーズの高い実践的 IT 教育講座のテーマ毎のノウハウを深堀り

するとともに、講座構築のガイドラインや事例も含め集大成し、産学連携による新たな実践的講

座開設に資する「産学連携実践的講座構築ガイド」をとりまとめ、平成 25 年 2 月に開催した「産

学連携 IT 人材育成シンポジウム」で公表しました。同ガイドが教育機関で広く参照されること

により、今後の新規講座の効率的・効果的な開設が見込まれます。 
２）また、同連絡会の下に設置した「情報共有・普及ＷＧ」を中心に地域情報サービス産業協会等

と意見交換を実施し、地域において自立的に産学連携 IT 人材育成活動を推進する団体と連携を

図るとともに、当該団体等の情報共有・相互連携を図っていく、「地域産学連携講座コミュニテ

ィ」を設立しました。平成 24 年度については、平成 23 年度に講座開設を支援した２団体に、

新たに５団体を加えた７団体がコミュニティに参加し活動しております。コミュニティの設立及

び地域への展開活動により、産学連携 IT 人材育成活動の全国的広がりに貢献しました。 
３）平成 23 年度に制作した 3 種類の汎用的教育コンテンツについては、IT 人材育成に関する協定

を結んでいる国立情報学研究所(NII)との合同フォーラムを開催するなど積極的な普及活動によ

り、25 大学等(31 講座)から利用申し込みがあり、平成 24 年度は 9 大学等(11 講座)で当該汎用的

教育コンテンツを活用した実践的教育講座が実施され約 500 名の学生が受講し、残りの 16 大学

等(20 講座、約 1,000 名)についても平成 25 年度以降の講座開設を検討中です。また、平成 24
年度は、新たに２種類（「要求工学を活用した問題発見と情報システムによる解決」、「情報セキ

ュリティ」）の汎用的教育コンテンツを、産業界及び教育界双方からの意見を反映させつつ SEC
及びセキュリティセンターのノウハウやコンテンツ等を取り込んで制作いたしました。今後、当

該コンテンツを利用した効果的、効率的な新規講座の開設が見込まれます。 
４）平成 23 年度に制作しました高等教育機関向けパンフレットに続き、平成 24 年度は高校生を

対象に、様々な職場で活躍している IT 技術者の具体的な仕事の内容を紹介し、IT 技術者の仕事

が魅力的であり将来性があることを伝えるパンフレット「キミのミライ発見」を作成し、全国の

高等学校等約 5,800 校に計 62,000 部を配布しました。パンフレットは、情報関係の科目の副教

材、進路指導の教材として使用され、生徒から「様々な領域で IT が使われていることが分かっ

た」など評価を得ており、高校生の IT 業界、IT技術者に対する理解促進に貢献しました。 

 

＜実践的なＩＴ人材育成の自立的展開支援概要＞
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⑥「IT 人材白書」の作成と情報発信 
 
 １）「IT 人材白書 2013」におけるグローバル IT 人材、WEB 人材の調査 

平成 24 年度に実施した IT 人材市場動向調査や重点調査をまとめ、「IT 人材白書 2013」として作

成しました（平成 25 年 3 月）。「IT 人材白書 2013」では経年の調査に加え、すでに避けられない

潮流となっているグローバル化に対する企業動向とそれを支える IT 人材、また、急速に拡大する

インターネット関連技術を活用したウェブビジネスに携わる企業動向と IT 人材についての実態調

査と分析を行いました。この結果、ユーザー企業に比較しグローバル化が遅れている IT 企業の実

態やグローバル IT 人材の不足感と求められるスキル、また、IT 企業とは異なるウェブビジネス企

業の体制、開発スタイルとウェブ企業で求められる人材のスキルなどを明らかにすることができま

した。 
例えば、クラウドサービスの着実な利用拡大など、IT サービスの利用環境が大きく変化する中で、

環境変化に対応した IT 人材の需要が高まっており、「ウェブ関連サービスに携わる人材」が「いる」

と回答した IT企業のうちの半数以上の企業が、WEB関連業務への人材のシフトを意識しています。

また、ユーザー企業の情報システム部門の約 9 割で新事業や新サービスの創出を主導できる IT 人

材が不足しているという実態を把握することができました。このような背景により、ユーザー企業

で中途採用されて IT 部門に配属された人材の直前の勤務先の 4 割が IT 企業となるなど、IT 人材の

流動が進み始めています。 
さらに、調査結果の活用を促進するためにメッセージ性を高め、サブタイトルを「強みを活かし

多様化の波に乗れ ～グローバル IT 人材、WEB 人材に求められるスキルとは～」としました。 
その他、本調査等を活用して、IT スキル標準における IT 人材のレベルを把握することにより、

IT 産業の人材育成における「IT スキル指標」の寄与の観点での評価を実施することができました。 
なお、本調査は、IT 企業、ユーザー企業、ウェブビジネス企業及び教育機関向けのアンケート以

外に、IT 人材個人（2,900 名）への直接アンケートを実施しており、IT 人材について、他に例のな

いほど広範囲かつ多角的に捉えています。このことにより、例えば、IT 技術者の意識や、スキル視

点でのＩＴ人材の「量」、「質」に関する状況が的確に把握できることが評価されています。 
さらに、従来から、女性活用を中心としたダイバーシティに関する調査を実施しており、平成

25 年度調査においてもフォーカスをしていきます。 
 

 ２）「IT 人材白書 2012」の情報発信 
平成 23 年度に作成した「IT 人材白書 2012」について、ウェブサイトでの PDF ファイル配布、

冊子での配布を実施するなど、ニーズに合った情報発信を行い、IT 関係者向けの総合情報サイト

「ITpro」における特集記事の掲載をはじめ、新聞、ネットニュースにて掲載（計 26 件）されまし

た。PDF ファイルの配布数は 36,387 件、書籍としても 352 冊を販売しました（平成 25 年 3 月）。 
また、「IT 人材白書」は経済産業省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、業

界団体や学会においても活用されており、IT 人材の動向を把握するための資料として、より一層そ

の重要性が高まっています。 
 

 
＜「IT 人材白書 2013」の調査結果例＞ 

 ＜「IT 人材白書 2012」の「ITpro」特集記事＞ 
 掲載日 タイトルなど 
1 平成 24 年 5 月 28 日 「量」「技術力」の不足感強まる 
2 平成 24 年 6 月 4 日 クラウドへのシフトはユーザーが先行、後れを取る中小 IT 企業 
3 平成 24 年 6 月 11 日 今後の技術力とスキルに不安強く、主な自己研鑽は「独学」 
4 平成 24 年 6 月 18 日 「IT スキル標準」導入がキャリアへの意識高める 

＜平成 24 年度における「IT 人材白書」引用状況（代表例）＞ 
組織 資料名称 引用内容 

経済産業省 産業構造審議会情報経済分科会 
人材育成 WG 報告書 （9月 14 日） 

グローバル化への技術者の意識 

総務省 平成 24 年度「遠隔地間における実践的 ICT
人材育成推進事業に係る調査研究」 遠隔
教育システム「enPeL」活用手引書 

実践的な教育課程を受講して良かっ
た点 

文部科学省 情報科学技術委員会（第 77 回）配布資料 
（7月 5日） 

IT 人材の「量」・「質」の不足感 

参議院 立法と調査 333 号 （10 月 5 日） IT 人材の不足 

一般社団法人 
情報サービス産業協会
（JISA） 

情報サービス産業白書 2013（12 月 25 日） IT 人材の状況（職種別）、IT 人材に求
められる「質」、オフショア開発総額
の年次推移 

一般社団法人 
情報処理学会 

ソフトウェアジャパン 2013 
高度 IT 人材育成フォーラム（2月 15 日） 

IT スキル標準の活用状況について 

IT 企業：WEB 関連業務への人材のシフトの状況 （※半数以上がシフトを意識） 

20.7% 39.0%2.8% 12.7% 22.1%  

0% 25% 50% 75% 100%

N=213

大幅なシフトを進めている ある程度の規模のシフトを進めている

少しだけシフトを進めている 現在検討している

特に取り組んでいない 無回答  

ユーザー企業（ＩＴ部門）：新事業・新サービスの創出を主導できる IT 人材の確保状況（※9 割が不足） 

 

4.7%46.6% 43.7% 5.0%

0% 25% 50% 75% 100%

N=343

大幅に不足している やや不足している おおむね確保できている 無回答
 

ユーザー企業で中途採用されて IT 部門に配属された人材の直前の勤務先（※4 割はＩＴ企業から採用） 

8.5% 20.1%15.7% 40.5% 0.6% 14.6%

0% 25% 50% 75% 100%

N=343

他のユーザー企業のＩＴ部門 ＩＴベンダー

ＷＥＢ企業 その他

該当する人材はいない 無回答  
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＜中期計画＞（２）地域・中小企業の IT 化を促進する人材育成 

地域・中小企業の IT 化を促進する人材を育成するため、中小企業経営者などへの IT コンサルテー

ション、中小企業の IT 経営を促進する事業への参加、情報関連人材育成事業を行う地域の取組と連携

した IT 人材施策の地域展開などを行います。 

 
 
 
 
平成 24 年度の主な実績 
①「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」の実施 

１）IT ベンダー人材育成優秀賞の実施 

経営戦略及び産業構造の変化に対応した人材育成が求められているなか、中小 IT ベンダーは大

手 IT ベンダーに比べて人材育成の取組が不十分な傾向にあります。この原因として、中小 IT ベン

ダーには人材育成に関する十分な成功事例や有効な情報が提供されていないことや、厳しい経営環

境におかれていることなどにより、経営者が課題解決や具体的な取組に踏み切れないことがあげら

れます。この課題に対応するため、中小 IT ベンダーにおけるスキル標準を活用した人材育成のベ

ストプラクティスを示す目的で、優秀事例を発掘し表彰する「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」

を平成 24 年度も引き続き実施しました。 

全国から応募があった中小 IT ベンダー12 社に対し、外部有識者による書類審査及び現地審査を

経て優秀賞 2 社、特別賞 3 社を選出し、「IPA フォーラム 2012（平成 24 年 10 月 25 日）」におい

て表彰するとともに、受賞企業の講演を実施しました。また、受賞企業の優れた人材育成の取組や

ユニークな取組等を紹介するために、「中小 IT ベンダー人材育成 最適事例セミナー」（平成 24 年

11 月 20 日）を実施し、過去最多となる 103 名の参加者を得ました。そのセミナーでは、98%の方

から高い満足度を獲得しました。さらに「事例紹介パンフレット」を作成し、セミナーやイベント

等で幅広く配布しました。 

 
２）Web 入力による「人材育成診断」サービスの提供 

平成 24 年度は、本賞のセルフチェックリストを活用して、受賞目的でない企業もウェブサイト

から気軽に自社の取組状況を診断できる「人材育成診断」サービスを提供しました。合計 106 社

の参加者へ人材育成の取組状況を数値化した診断結果をフィードバックすることで、気付きや立ち

位置を知らしめることにより各社の人材育成の推進に貢献しました。また、本サービスの提供に先

立ち、本サービスの解説と最新の人材戦略事例を紹介するセミナーを実施しました（平成 24 年 6
月 27 日、参加者 47 名）。アンケートでは「過去の受賞企業の素晴らしさが理解できた」「講師企

業での取組に感銘を受けた」「多くのヒントをいただけた」など高い評価を受けました。 
 
 

＜中期計画の達成状況＞ 

中小 IT ベンダーにおける人材育成のベストプラクティスを示す目的で、優秀事例を発掘し表彰す 

る「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞」を平成 22 年度に創設しました。 
平成 24 年度も引続き当該表彰制度を実施することにより、各企業の経営実態に即した IT 人材育成

の優秀事例を幅広く示すことができました。この制度を育て様々な業容に即した IT 人材育成の優秀

事例を蓄積していくことで中小 IT ベンダーの活性化を促し、日本の IT 力の向上とグローバル IT 人材

の競争力強化を着実に推進することができました。 
 

＜中小 IT ベンダー人材育成優秀賞、特別賞の概要＞ 
 
優秀賞 2 社 

（株）富士通ミッションクリティカル
システムズ 〔東京都港区〕 

独自の人材像定義、スキル定義とセル生産方式、各種の組織活性化策
で、社員満足度が大きく向上。 

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 
〔東京都杉並区〕 

新たなミッション・ビジョン・バリューを全社員に浸透させ、独自の
人材モデルによる人材育成 PDCA サイクルを確立。 

特別賞 3 社 

（株）システックス 
〔長野県長野市〕 

「技術よりもまず先に心ありき（先心後技）」という社長の強い想い
を実現し技術重視・人間力重視の人事評価制度を構築。 

クオリサイトテクノロジーズ（株） 
〔沖縄県名護市〕 

「個人の成長＝会社の成長」を実現する仕組み・制度づくり、社員の
成長意欲を高める人事給与制度・人財育成・モニタリングで、2012
年県内新卒人気企業ランキング総合 7位を実現。 

（株）クリエイトラボ  
〔東京都品川区〕 

「あらゆることに誠実に対応する」ための社員の安定稼働を実現、コ
ミュニケーション、癒し・健康管理、IT スキル、刺激を重視。 

 

【表彰】 
・「IPA フォーラム 2012」で受賞企

業の表彰式を実施 

【セミナー】 

・受賞企業の人材育成の取組を紹介

するために「最適事例セミナー」を

実施。98％の参加者から高い満足を

獲得 

【パンフレット】 
・受賞企業の事例を幅広く紹介する

ために、「事例紹介パンフレット」

を作成 
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＜中期計画＞（３）IT のグローバリゼーションへの人材面での対応 

IPA はソフトウェア開発のグローバル化などに伴い、特にアジア圏における IT 人材の確保、流動化

を図るため、情報処理技術者試験と各国試験制度との相互認証を推進するとともに、IT スキル標準な

どの各国での展開などを支援します。 
 
平成 24 年度の主な実績 
① スキル標準の国際展開の推進 

日本の IT 企業のグローバル化推進のために、ASEAN 諸国は重要なパートナーとして位置付けら 
れており、計画的かつ体系的な IT 人材育成や IT スキル標準導入へのニーズが高まっています。 

平成 24 年度は、PSIA43傘下のフィリピンのIT企業 9 社にITSSの導入を支援し、セミナーやワー

クショップ及び外部イベントでの講演を積極的に行いました。ITSS導入の結果、「大幅な離職率の

改善」「技術者のスキル向上」等の大きな効果が現れ、現地IT企業や関連団体から高い評価を得ま

した。また、ITSSの普及推進が自立的に継続されるよう、現地の教育トレーナーやコンサルタン

トを養成し、PSIAを総責任者とした普及推進の確立を牽引するとともに、PSIAとITスキル標準の

展開に関する相互協力協定を締結しました（平成 25 年 1 月）。 
ベトナムでは、VINASA44に協力して、セミナー等を実施し、フォローアップを行いました。 

② 日本の情報処理技術者試験に対応した試験のアジア展開の支援 
１）ITPEC45加盟国（右図、Bグループ）では、日本の基本情報技術者試験(FE)及びITパスポート試験

(IP)相当の試験をアジア共通統一試験として年２回（春期及び秋期）、また、応用情報技術者試験(AP)
相当の試験を年１回（秋期）実施しております。各国でのセミナーなどの開催（5 ヶ国、23 回、参

加者約 2,290 名）を通じてアジア共通統一試験のより一層の強化・定着を図りました。このことに

より、応募者数は 90.6％増の 6,949 名となりました。 
  また、ITPEC 加盟国では学習のための適当な教材を入手することが困難な状況であること及び新

たな試験区分にシステムを対応させる必要から、中期計画で想定していなかった取組として以下の

作業を行いました。このことにより、アジア諸国の IT 技術者の学習支援や企業・教育機関等での

利用促進を加速させ、アジアの IT 人材の底上げ、流動化促進が期待されます。 
・「英語版基本情報技術者試験(FE)演習問題集」を作成し、各国へ提供（平成 24 年 12 月） 
・「アジア共通統一試験運用システム」の更新を実施し、各国へ提供（平成 24 年 9 月） 

２）日本の新試験制度施行に伴う試験内容の確認作業と相互認証の更新について調整した結果、11
ヶ国・地域との相互認証の改訂が完了しました。また、バングラデシュ政府の ITPEC 加盟意向を

受け、JICA プロジェクトを通して支援を開始しました。 
③ プロジェクトマネジメントの国際標準化 
 IPA は本標準化の日本の代表である国内審議団体の指定を受け、国内関係者の協力を得て、日本に

とって親和性の高い標準の策定に貢献し、平成 24 年 9 月 1 日に ISO 21500 が発行されました。 
平成 24 年 11 月 28 日に「PC236 国際標準化フォーラム」を開催（約 600 名参加）し、ISO 21500

の国内での普及活動を行いました。この標準化により国内外でのプロジェクトマネジメント手法や用

語が共通化され日本企業の国際プロジェクトへの対応力強化が期待されます。 

＜中期計画の達成状況＞ 

アジア圏における IT 人材の確保、流動化を図るため、IT スキル標準の導入と情報処理技術者試験

の相互認証を車の両輪として進めました。 
IT スキル標準の導入については、フィリピンの IT 企業にスキル標準を導入するための支援を行い、

PSIA と相互協力協定を締結するなど、IT スキル標準の普及・浸透に大きな成果を上げました。 
また、アジア共通統一試験として、日本の基本情報技術者試験、IT パスポート試験及び応用情報技 

術者試験相当を実施しました。さらに、「基本情報技術者試験」の英語版演習問題集を提供し、アジ

ア人材の学習環境の向上、人材の底上げとともにアジア共通統一試験の応募者増加に貢献しました。 
国際標準化では、プロジェクトマネジメントの国際規格（ISO 21500：プロジェクトマネジメント

の手引き）の発行に貢献しました。日本企業の国際プロジェクトへの対応力強化が期待されます。 
 

＜フィリピンでの ITSS 導入効果＞ ＜フィリピンでの ITSS 推進体制＞ 
分類 成果項目

人事・人材開発
社員の技術力分布がよくわかった

社員の技術力が向上した

社員

モチベーションが向上した

離職率が改善した
例）A社、41.2%→14.7%

B社、20.8%→9.4%
技術力向上や自己研鑚に興味を持つように
なった

ビジネス部門 プロジェクトへの人材配置に貢献した

全体
会社のコンプライアンスや規律が改善した

人事、人材育成におけるマネジメント意思決定
が改善された  

METI

IPA

フィリピン
政府機関

ITベンダー企業
ユーザー企業

教育機関

現場支援
（民間への移管）

実施

相互協力協定 フィリピンソフト
ウェア産業協会

（PSIA）

フィリピン教育
推進団体

 

11

インド (Feb. 2001)
← SA, AP, FE
（NIELIT)

シンガポール（Aug. 2001）

← PM
（SCS）

韓国 (Dec. 2001)
← AP, FE
（HRD Korea ）

フィリピン （Apr. 2002）

← AP,FE,IP
（PhilNITS Foundation)タイ （Jun. 2002) 

← AP, FE,IP
（NASTD Academy)

台湾 (Dec. 2003)
← NW, SC, AP
（III/CSF）

中国 (Jan. 2002)

← PM,SA, NW, DB, AP, FE

（CEIAEC）

ミヤンマー（Nov. 2002）

← AP,FE,IP
(MCF)

マレーシア (Jan 2005)
← AP,FE,IP
(METEOR)

PM: プロジェクトマネージャ

SA: システムアーキテクト

NW: ネットワークスペシャリスト

DB: データベーススペシャリスト

SC: 情報セキュリティスペシャリスト

AP: 応用情報技術者

FE: 基本情報技術者

IP:  ITパスポート

モンゴル (Aug. 2007)
← AP,FE,IP

(NITP)

ベトナム（Jul. 2002）

← AP, FE,IP
(VITEC)

Aグループ
（既にIT国家試験を実施）

Bグループ
（ITPEC加盟国。IT国家試験を創設）

＜情報処理技術者試験のアジア展開＞
（平成24年度末）

ITPEC加盟候補：

バングラデシュ
（BCC)

 
                                            
43 PSIA(Philippine Software Industry Association) ： フィリピンソフトウエア産業協会 
44 VINASA(Vietnam Software & IT Services Association) ： ベトナムソフトウエア・IT サービス協会 
45 ITPEC(IT Professionals Examination Council) ： IT プロフェッショナル試験協議会 
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＜中期計画＞（４） 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においてイノベーションを創出することのできる、独創的なアイディア、技 
術を有し、これらを活用していく能力を有する優れた個人(スーパークリエータ)を発掘・育成します。

また、発掘したスーパークリエータが、新たなスーパークリエータの発掘を行うなどの人材育成へ参 
画していく環境を整備します。 

さらに、初等中等教育段階を含めた若年層に対する教育プログラムを実施し、若年層の IT に関する

意識の向上などを図ります。 

平成 24 年度の主な実績 
① イノベーションを創出する資質・素養をもった若い人材の育成と活躍できる環境整備 

ソフトウェア関連分野においてイノベーションを創出できる独創的なアイディア・技術を有し、

これらを活用する能力を有する突出した若い人材をプロジェクトマネージャ（以下、「PM」という。）

9 名の独自の観点の指導により発掘・育成する「未踏 IT 人材発掘・育成事業」（以下、「未踏事業」

という。）を実施しました。平成 24 年度の本事業では、平成 23 年度に引き続き、若年層でイノベ

ーションを創出する資質・素養を有する人材の「原石」を発掘・育成することに重点化し、25 歳

未満のより若い人材を対象として実施し、89 件の応募に対し 21 件（31 名）を採択し、うち 12 名

をスーパークリエータとして選定しました。 
また、平成 23 年度に採択した 21 件（27 名）から、過去最年少（採択時 17 歳、高校生）を含

むスーパークリエータ 6 名を選定し、「突出した人材“未踏スーパークリエータ”との出会い」と

銘打ち、認定証授与のみならず、スーパークリエータの成果発表、講演などを盛り込んだ「第 18
回未踏スーパークリエータ認定証授与式」を産業界の方々を交え開催しました（平成 24 年 11 月）。 

未踏事業の産業界・教育機関等への認知度の向上と人的ネットワークの拡充を図るため、産業界

と未踏人材とのマッチングに特に重点をおき、認知度向上のための未踏事業解説冊子の制作・配布、

未踏特設サイト（日経ビジネスオンライン）の公開、「第 1 回未踏シンポジウム」の開催、IPA 役

員による企業トップへの紹介などを実施しました。その結果、10 社から発表者との協業の申し出

がありました。 
② 官民連携による「セキュリティ・キャンプ」の実施 
民間企業・関連団体で構成される「セキュリティ・キャンプ実施協議会」（平成 24 年 2 月設立） 

と協働し、将来の IT 産業の担い手となる優れた若い情報セキュリティ人材の発掘・育成を目的と

して「セキュリティ・キャンプ中央大会 2012」を開催（平成 24 年 8 月 14 日~18 日）しました。 
平成 24 年度は、294 名の応募者から 40 名を選抜し、各種講義・実習、CTF（Capture The Flag:

クイズ形式のグループ対抗戦）などを盛り込んだ集中的プログラムを実施しました。また、若年層

の人材の発掘・育成の裾野拡大のため、初の地方大会を福岡にて開催しました（平成 25 年 1 月）。

さらに、キャンプに参加した若い人材と産業界との交流を拡大するため、「セキリュティ・キャン

プフォーラム 2013」を開催し、これがきっかけとなり、キャンプ参加者と実施協議会会員企業と

の「勉強会」が開催されました。キャンプの模様は、TBS「News23」、フジテレビ「スーパーニュ

ース」、朝日新聞、JapanTimes などで取り上げられ（計 37 件）マスコミからも注目されました。 

 
＜未踏事業の知名度向上、人的ネットワーク拡充などの取組事例＞ 

産業界と未踏人材とのマッチングに特に重点をおいた PR、イベントの開催 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜セキュリティ・キャンプ、フォーラムの様子と新聞記事掲載事例＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
＜マスコミに取り上げられた主な例＞ 
カテゴリ 媒体名 

TV 放映 TBS(7/12)、フジテレビ(8/23)、テレビ東京(11/15) 

新聞掲載 朝日新聞(8/14)、JapanTimes(10/27)、読売新聞(2/20) 

雑誌掲載 日経コンピュータ、情報処理、AERA 等 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

未踏 IT 人材発掘・育成事業では、平成 23 年度に引き続き、より若い人材にターゲットを絞り込み 
25 歳未満を対象に公募を実施。平均 22.7 歳のクリエータ 31 名（21 件）を採択し、イノベーション

を創出する資質・素養をもった若い「原石」の発掘・育成を実施しました。また、産業界、教育機関

などへの本事業の認知度向上、人的ネットワーク形成の拡充を図るとともに、これまで発掘したスー

パークリエータの参画による新たな人材発掘を実施しました。 
セキュリティ・キャンプに関しては、官民連携により、若年層に対する教育プログラムとして 22 歳

以下の学生・生徒を対象に着実に実施するとともに、キャンプに参加した若い人材と産業界との交流

の拡大、発掘・育成の裾野拡大の取組を実施しました。 

未踏事業解説冊子 
「あなたの知らない「未踏」という世界」 

第 1 回未踏シンポジウム（H25/3/22） 

136 名参加、うち 89％が産業界から 未踏特設サイト 
（日経ビジネスオンライン） 

セキュリティ・キャンプ中央大会 2012 セキュリティ・キャンプフォーラム 2013（H25/2/9） 

Japan Times 記事掲載 
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① IPA の貢献により承認された国際規格（全 5 件） 

 
 
＜国際標準化 WG 等における IPA 職員の貢献人数（注１）＞ 

（単位：人） 

 国内委員会（注２） 海外委員会（注３） 

役員 1 － 

セキュリティセンター 18 6 

SEC 12 3 

国際標準推進センター 3 － 

IT 人材育成本部 3 1 

合 計 37 10 

     （注１）延べ人数 
     （注２）委員会・WG に在任する者を集計 
     （注３）議長、エディタ等、重要な役職に就いている者を集計 

② IPA が関係する審議中の国際規格（全 24 件） 

１．情報セキュリティに関する規格 

IEC 62443 
「制御システムのセキュリティ」に関する規格。 
ワーキンググループを設置し、審議に参加。 

ISO/IEC 27014 
「情報セキュリティガバナンス」に関する規格。 
コエディタとして審議を主導。経済産業省のガバナンス委員会報告書をベースとし
て、日本が主導権を取り提案。国際規格最終案（FDIS）が承認され規格発行待ち。 

ISO/IEC TS 27017 
「クラウドセキュリティの国際標準化」に関する規格。 
審議に参加。日本が提案した ISO/IEC 27002 を拡張したフォーマットで作成するこ
とが承認。 

ISO/IEC 24759 
「暗号モジュールの試験要求事項」に関する規格。 
コエディタとして貢献。作業原案（WD）、委員会原案（CD）、国際規格原案（DIS）の
作成に貢献。 

ISO/IEC 27033-2 「ネットワークセキュリティ」に関する規格。 
ISO/IEC 27037 「ディジタル証拠」に関する規格。 
ISO/IEC 27041 「ディジタル証拠」に関する規格。 
ISO/IEC 27042 「ディジタル証拠」に関する規格。 
ISO/IEC 27043 「ディジタル証拠」に関する規格。 
ISO/IEC 29146 「アクセスマネジメントのフレームワーク」に関する規格。コエディタとして貢献。 
ISO/IEC 11889 「Trusted Platform Module」に関する規格。審議に参加。TPM の仕様を規定。 
ISO/IEC 17825 

「暗号モジュールに対する非侵襲攻撃への対処の試験方法」に関する規格。 
コエディタとして貢献。作業原案（WD）作成に貢献。 

ISO/IEC 18367 
「暗号アルゴリズムとセキュリティメカニズム適合テスト」に関する規格。 
コエディタとして貢献。作業原案（WD）作成に貢献。 

ISO/IEC 29147 
「脆弱性情報の開示」に関する規格。 
審議に参加。コメント提出し委員会原案（CD）、国際規格原案（DIS）作成に貢献 

ISO/IEC 30111 
「脆弱性対応手順」に関する規格。 
審議に参加。コメント提出し委員会原案（CD）、国際規格原案（DIS）作成に貢献 

ISO/IEC TR 30127 
「ISO/IEC 15408 及び ISO/IEC 18045 脆弱性分析に基づくソフトウェア侵入テスト
の詳細化」に関する規格。 
審議に参加。コメント提出し作業原案（WD）作成に貢献。 

２．信頼性向上に関する規格 

ISO/IEC 33004 
「プロセスモデルの要求仕様」に関する規格。 
主エディタとして貢献。審議文書が承認。 

ISO/IEC TR 33014 
「プロセス改善のガイド」に関する規格。 
コエディタとして貢献。TR 出版準備中。 

ISO/IEC 29155-2 
「ベンチマーキング ― 実施手順」 主エディタとして貢献。 
日本が提案した原案が承認され、国際規格としての成立確定 

ISO/IEC 29155-3 
「ベンチマーキング ― 報告様式」 
主エディタとして貢献。原案が審議文書として採用、CD 投票に付議。 

ISO/IEC 29155-4 
「ベンチマーキング ― データの収集と維持管理」 
副エディタとして貢献。原案が審議文書として採用、CD 登録。 

SC7/WG24 29110 
「プロセス関連基礎規格 制定中規格」 
SPINA

3
CH自律改善メソッドのTR 制定提案に関しては、SEC起草の草案を提出し

て各国意見の聴取し、NWIP 提出に向けた事前検討 

ISO/IEC 10646 
「国際符号化文字集合」 
審議に参加。ISO による符号化が未達であった 1,834 文字について、新規符号化
提案を提出し、審議後受理。 

３．IT 人材育成に関する規格 

ISO/IEC TR 29154 
「ソフトウェア技術者認証(24773)のガイド」 
コエディタとして貢献。（SC7 WG 20） 

【参考】＜IPA が貢献する国際規格について＞ 
IPA 事業に関わる国際規格を以下にまとめます。 

ISO/IEC 19790 
「暗号モジュールのセキュリティ要求事項」に関する規格。(SC27)WG3 主査、コエデ

ィタとして貢献。 

ISO/IEC TR 15443 
「IT セキュリティ保証のフレームワーク」に関する規格。(SC27)WG3 主査として貢

献。 

ISO/IEC TR 20004 
「ISO/IEC 15408 及び ISO/IEC 18045 ソフトウェア脆弱性分析の詳細化」に関する規

格。(SC27)WG3 主査として貢献。 

ISO/IEC 29192-3 「軽量暗号‐ストリーム暗号」に関する規格。(SC27)WG2 主査として貢献。 

ISO 21500 
プロジェクトマネジメントのガイドラインに関する規格。国内審議団体及びエディタと

して貢献。 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 
＜中期計画＞ 1.PDCA サイクルに基づく継続的な業務運営の見直し 

IT は社会のあらゆる分野に浸透し、我々の社会生活の多くは IT によって支えられています。IPA は

わが国の IT をソフトウェア面から支えているわが国唯一の専門公的機関です。IPA が社会に対して果

たす役割を追求し、真に必要な事業を行うため、PDCA を継続的に実施し、業務・組織の不断の見直

しを行います。 

 
平成 24 年度の主な実績 
① 予算執行管理の徹底やスピーディな経営戦略の決定など組織のガバナンス強化を推進 

業務遂行の基礎となる予算執行管理に関する組織のガバナンス強化を図るとともに、業務遂行の

中核となるプロパー人材の育成を推進するため、プロパー職員をメンバーとして「プロパー人材育

成推進タスクフォース」を設置し、予算執行管理の徹底への取組に関して検討を行いました。この

検討結果を踏まえ、実践的な職員研修の推進、マニュアル類の充実によるノウハウの共有を図るた

め、予算実績管理や政府調達に関する研修を開始しています。 
また、より効率かつスピーディな経営戦略の決定などによるガバナンス強化を図るため、「ガバナ

ンス強化推進タスクフォース」を設置し、ガバナンス強化への取組に関して検討を行いました。こ

の検討結果を踏まえ、技術本部、IT 人材育成本部及び管理部門における専決事項を定めることによ

り権限を強化するとともに、理事会における審議事項について事業方針や一定規模以上の新規業務

の決定など、特に重要な事項に関する審議に特化するスキームに段階的に移行することとしました。

今後も、より厳格な業務運営を推進し、組織のガバナンスを強化するなど“質”を高める努力を継続

します。 
② IPA 版 BCP（事業継続計画）を策定 

大規模災害発生時において、優先的に取り組むべき重要な業務（法定業務、国民・業界等にコミ

ットされている業務等）を継続するため、最短で事業の復旧を図ることを目的として、IPA 版 BCP
（事業継続計画）を策定するとともに、初動対応を含む防災マニュアルの再整備を行い、全職員に

周知しました（平成 24 年 9 月 13 日）。 
加えて、迅速に職員の安否を確認し、情報共有を可能とするため「安否確認サービス」を導入す

るとともに、定期的な訓練を実施しています（安否確認の応答率は約 90％）。 
③「100 者ヒアリング」を通じた外部ニーズの掘り起こし及び次年度計画等への反映 

IPA の自主的な取組みとして、産学官の有識者や IPA 事業のユーザ企業などに対するヒアリング

（100 者ヒアリング）を行い、その結果を業務運営に反映する PDCA サイクルを継続的に実施して

います。平成 24 年度は、「IPA 各業務に対する評価、改善すべき点」や「IT 社会ニーズの変化、IPA
が対処すべき新たな問題等の有無」などの観点を中心として、146 者に対してヒアリングを行い、

平成 25 年度計画などにも反映しました。 

 
＜中期計画の達成状況＞ 

組織のガバナンス強化を図る取組みを推進しました。具体的には、継続性の観点からプロパー職員

をメンバーとするタスクフォースを設置し、予算執行管理の強化並びに各本部の権限を強化すること

によって、組織全体のガバナンスを強化するための検討を実施しました。 
また、災害発生時における事業の復旧を図るため、IPA 版 BCP を策定しました。加えて、職員の安

否を確認するための「安否確認サービス」を導入するなど、不測の事態への対応を強化しました。 
さらに、IPA 独自の取組みである「100 者ヒアリング」による外部ニーズの掘り起こしを行い、外

部の意見を事業や業務運営に反映させることにより、業務の効率化、適正化に取り組んでいます。 

 
＜ガバナンス強化の段階的移行イメージ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

＜IPA 版 BCP（事業継続計画）の概要＞

10 月移行予定 

優先する中核事業（継続すべき事業）の特定

事業継続のための運用体制

優先業務継続のための執行環境の確保

優先業務継続の対策

優先業務に必要な重要データついては郊外にバック
アップを用意

「情報セキュリティ安全相談窓口」や「災害等の乗じ
たサイバー攻撃等に関する情報発信業務」などについ
ては、可能な限り早期の再開を目指す

優先業務を掌握する部署ごとに責任者に関する権限委
任を設定

法定業務、国民・業界にコミットされている業務等に
ついては以下を特定。
・情報セキュリティ対策業務
・情報処理技術者試験

措置すべき主な項目 措置内容（抜粋）

 
理 事 会 

検収 

結果 
方針 

業務実施のうち 

5 百万円超 

の案件 

業務実施のうち 

更新（ﾘﾋﾟｰﾄ） 

案件 

審議 審議 審議 

説明 

※各本部にて、厳正に内容を精査。  

技術本部 IT 人材育成本部 管理部門 

各部・センター 

報告 

審議案件検討会 

業務実施のうち 

5 百万円以下の企

画競争、公募、 

特命随契案件 

審議 



 

 25 

＜中期計画＞ 2.機動的・効率的な組織及び業務の運営 

継続的な業務運営の見直し結果や IT を巡る内外の情勢変化等を踏まえ、最適な組織体制の整備に向

け、不断の見直しを図ります。また、組織・個人の能力を最大限に活かすための組織運営や外部人材や

民間活力の有効活用等を通じ、機動的・効率的な組織及び業務の運営に努めます。 

 
平成 24 年度の主な実績 
① 第二期中期計画期間の終了年度に伴う事業の厳格な見直しを実施 

第二期中期計画期間の終了年度に伴う「独立行政法人情報処理推進機構の主要な事務及び事業の

改廃に関する勧告の方向性」で示された「情報システムの信頼性向上」及び「高度ＩＴ人材の育成」

についての説明責任、これまでの政府方針（「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」な

ど）などを踏まえ、IPA が実施すべき事業の妥当性について、自発的に検証するとともに、「民間

移管するもの」、「事業を終了するもの」、「第三期中期計画期間において取組む必要があるもの」

の観点で今後の方向性を検討しました。 
「情報システムの信頼性の向上」については、これまでの「競争力強化」から「安全性・信頼性

の向上」に軸足を移し、「重要インフラ分野の情報システムに係るソフトウェアの障害情報の収集・

分析及び対策」、「電子行政システムの構築支援」及び「海外有力機関との国際連携」などに重点化

することとしました。 
また、「IT 人材の戦略的推進」に関しては、「産学連携による実践的 IT 人材育成」について、平

成 24 年度をもって個別大学における教育講座の自立化支援を終了し、産業界と教育界のマッチン

グハブ機能のみに特化することや、若年層の「突出した IT 人材」の発掘・育成の推進など、民間

では代替困難な業務に特化すべく事業の見直しを実施しました。 

 
② 組織体制の見直しに向けた取組みを推進 

平成 23 年度までに実施した情報処理技術者試験実施業務の民間競争入札による民間実施が順調

に運営されていることを踏まえ、各地方支部（平成 23 年 12 月までに全廃済み）の業務を承継す

るため情報処理技術者試験センター内に設置していた「地域統括室」を廃止しました（平成 24 年

6 月 30 日）。 
また、第三期中期計画期間を迎えるにあたって事業の見直しを実施した中で、特に、ソフトウェ

ア・エンジニアリング・センター及び IT 人材育成本部については、新たな事業内容に合致した組

織体制とするべく、組織名称などの見直しを含めた検討を行いました。具体的には、ソフトウェア・

エンジニアリング・センターの名称を「ソフトウェア高信頼化センター」とし、IT 人材育成本部に

関しては、産学連携推進センターを「イノベーション人材センター」、IT スキル標準センターを

「HRD イニシアティブセンター」にそれぞれ名称を変更しました（平成 25 年 6 月 1 日）。 

 

 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

第二期中期計画期間の終了年度に伴う「独立行政法人情報処理推進機構の主要な事務及び事業の改

廃に関する勧告の方向性」及びこれまでの政府方針に適切に対応するため、IPA が事業として実施す

べき妥当性について、自発的に各事業の検証を行ったうえで、民間では代替困難な事業などへ重点化

を図る観点で、今後の方向性について厳格に検討を行いました。 
また、当初の役割が終了したものについては、室の廃止を行うなど効率的な組織体制の見直しも行

いました。 
＜事業の見直し内容（情報システムの信頼性向上）＞ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業の見直し内容（高度 IT 人材の育成）＞ 

 

【「情報システムの信頼性の向上」に係る事業の位置付け】
◎ は次期中期計画において所要の見直しを行った上で事業に取り組むもの

Ⅰ は第２期中期計画期間をもって完全民間移管するもの

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

Ⅲ は事業目的を達成したため第２期中期計画期間をもって終了するもの

ﾍﾞﾝﾀﾞ・ﾚﾍﾞﾙ

ﾕｰｻﾞ・ﾚﾍﾞﾙ

■地域・中小企業における超上流工程の取組み強化事業【Ⅱ】

企
業
・業
界
レ
ベ
ル
か
ら
ユ
ー
ザ
レ
ベ
ル
へ

競争力強化から安全性・信頼性向上へ

競争力強化から
安全性・信頼性向上へ

対象

重点

■上流工程での高信頼化技術促進事業【Ⅲ】

■ビジネスの環境の変化への迅速な対
応事業【Ⅲ】

■海外有力機関等との国際連携【◎】

■重要インフラ情報システムの
信頼性向上事業【◎】

■ソフトウェア開発プロセスの改善強化事業【Ⅱ】

■定量データに基づくプロジェクト管理促進事業【◎】

■Rubyの国際標準化事業【Ⅰ】

■ソフトウェア実態把握に関する調査【Ⅲ】

■文字情報基盤整備事業【◎】

■組込みシステムの信頼性向上【Ⅰ，Ⅲ】

■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【◎】

■ITサービス継続計画

（IT-BCP）の導入促進事業【Ⅱ】

■技術参照モデル（TRM）の整備事業【◎】

■信頼性・性能・保守性といった非機能要件の見える化事業【Ⅰ，Ⅲ】

【「ＩＴ人材育成の戦略的推進」に係る事業の位置付け】

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

■セキュリティ・キャンプ事業【◎】
■産学連携実践的教育モデル構築及び実証事業

【Ⅲ】

■先導的産学連携実践的ＩＴ教育に関する調査事業
【Ⅲ】

■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】

■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】

■ＩＴ活用による中小企業経営に関する支援事業【Ⅲ】

■ライブ型eラーニング事業【Ⅲ】

■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】

■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】

■情報処理技術者試験の実施【◎】

■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【◎】

■自立的、継続的な産学連携ＩＴ
人材育成に向けた活動【◎】

■情報処理技術者
試験のアジア展開
事業【Ⅱ】

■ｽｷﾙ標準のｱｼﾞｱ
各国への導入支
援事業【Ⅱ】

■ＩＴ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）

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

◎ は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 は移管先となる機関・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 は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 は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

地域・海外等

社会人

学生

突出した人材
凡例：事業の対象
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＜中期計画＞ 3.戦略的な情報発信の推進 

ソフトウェアに関するプロフェッショナル集団として、IT の最新動向や国際標準化動向などの情報

を国内外から収集し、積極的に発信するとともに、IPA の社会的使命や事業成果の有用性を広範に認知

させるため、最も効果的な広報手法を検討しつつ戦略的、多角的に広報活動を進めます。 

 
平成 24 年度の主な実績 
① 多様なメディア・手法を活用した積極的・効果的な広報活動を実施し、IPA の知名度向上に努力 
１）IPA の事業成果を普及すべくウェブサイトやプレスリリース等による情報発信を行ってきまし

たが、個別事業も含め IPA の認知度は未だ低い状況といえます。そのような危機感のもと多様な

メディア・手法を活用し積極的・効果的な広報活動を展開しました。 
 
・広報誌「IPA NEWS」を創刊（平成 24 年 10 月）し、各イベントなどで配付するとともに、購

読希望者などに送付（隔月発行、平成 24 年度は 3 刊合計で 19,000 部）。 
・「JR 東日本 トレインチャンネル」、「東京メトロ メトロビジョン」など電車内動画により情報

セキュリティに関する動画を放映（平成 25 年 2 月 11 日～3 月 10 日）。 
・警察庁などと連携し「情報セキュリティ標語・ポスター・4 コマ漫画コンクール」を開催（過

去最大の応募者数、前年度比約 2.5 倍、合計 27,946 件）。 
・YouTube「IPA Channel」においてセキュリティに関する注意喚起動画など合計 97 本の動画を

公開。  
・経済産業省と連携し、初めての試みとして経済産業省記者会及び経済産業省記者ペンクラブに

おいて情報セキュリティ関連のブリーフィングを実施（計 6 回）。 
 
２）このような取組を推進した結果、メディアへの露出が量・質の両面において向上しました。 

 
・ウェブサイトのアクセス件数は大幅に増加し、過去最高の 1 億 6 千万台を突破（162,371,454

件、前年度比 17.8%増）。 
・取材依頼も大幅に増加（401 件、前年度比 25.7%増）し、報道・記事掲載件数も増加（1,544
件、前年度 1,538 件）。 

・NHK 及びキー局や全国紙で取り上げられた件数も増加（67 件、前年度比 28.8%増）。 
 
３）IPA に対する国民の認知度は、「電車内動画による効果測定調査」においても未だ認知度は低

いと認識しており、今後も引き続き一層の認知度向上に努力していきます。 
 
・「電車内動画による効果測定調査」では、訴求実施前後で 11.1 ポイント上昇し、約 5 割が認知

している状況。しかしながら、内容を知っている割合は 25.1%と低調。 

 
＜中期計画の達成状況＞ 

IPA の認知度が低いとの危機感のもと、活動内容などをタイムリーに紹介した「IPA NEWS」の創

刊や、電車内動画を活用した情報セキュリティ啓発動画の放映、経済産業省記者会などにおけるブリ

ーフィングの実施など積極的かつ効果的な情報発信の取組みを推進しました。 
このような取組みや積極的なプレスリリースの発信などにより、ウェブサイトのアクセス件数、メ

ディアへの露出件数は着実に増加しました。今後も引き続き一層の認知度向上に努めていきます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※NHK 及びキー局、全国紙の数値には事業仕分け関連は含まず。 

 

 

＜ウェブサイトのアクセス件数の推移＞ 

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

アクセス件数 137,260,885件 137,840,104件 162,371,454件 

 

＜電車内動画の効果測定による IPA 認知度の変化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

前年度比 17.8%増

加で、過去最高の 1

億 6千万を突破。 

＜テレビ・ラジオ放送及び記事掲載数の推移＞ 

キー局や全国紙の

報道件数は 22 年度

に比して２倍 

＜トレインチャンネル動画＞ 
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＜中期計画＞ 4.業務・システムの最適、5.業務経費等の効率化、6.総人件費改革への取り組み 

「業務・システム最適化計画」に基づき、組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう、内部統制

の充実を視野に入れつつ、主要業務の最適化・効率化を図ります。 
業務経費の効率化については、運営費交付金を充当して実施する業務については、一般管理費、業務

経費とも毎年度平均で 3%以上の効率化を行います。 
人件費についても行政改革の要請を受け、平成 17 年度の人件費実績を基準として、6％以上の人件

費を削減するための取組みや、給与水準適正化のための取組みを行います。 
 
平成 24 年度の主な実績 
① 業務・システムの最適化に向けた「共通基盤システム」の構築や経費削減の取組みを推進 

「クラウドコンピューティングの外部資源を活用した拡張性を考慮しながら、高可用性の実現

とシステム資源の有効活用」を目的として開発を継続してきた「共通基盤システム」を構築し、

運用を開始しました。 
具体的には、IPA 内にプライベートクラウド環境を構築し、これまで部門毎に運用していた個別

業務システムなどを集約することにより、共通基盤システム上で稼働する全てのシステムに均質化

したサービスとセキュアな環境を提供することが可能となるとともに、共通基盤システム上の各シ

ステムがシステムトラブルなどにみまわれた場合などでも共通的なシステム監視サービスにより、

必要な情報を関係者に通知し、状況に応じて冗長化された機器構成と可用性の高い仮想環境によっ

て障害を回避するなど、高い可用性を備えています。共通基盤システムの運用を開始したことによ

って、今後、ハードウェアの調達や保守・運用に係るコストの削減効果が期待できます。 
さらに、業務効率化の観点から、業務プロセスの改善や経費削減を目的としたメールシステムの

機能拡張やタブレット機器の導入、無線環境の整備などを行い、順次運用を開始しています。 
なお、タブレット機器については、理事会や、役員及び部長級幹部職員が出席する幹部連絡会で

導入を開始しており、紙媒体での資料を廃すことによって、ペーパーレス化による経費削減も推進

しています。今後は、委員会やセミナーなどにおいてもタブレット機器の導入を図ることにより、

ペーパーレス化を拡大していきます。 
引き続き「業務・システム最適化計画」に取組み、更なる業務の効率化を推進していきます。 
 

② 総人件費改革における目標値を大きく上回る人件費削減を実現 
適切な人事管理（「増員」に対する慎重な検討など）を行うとともに、超過勤務労働に対する注

意喚起の徹底や非常勤職員・外部有識者の有効活用など人件費抑制に向けた努力を継続した結果、

平成 24 年度においては、基準年度である平成 17 年度と比較して 23.3％の削減を達成し、目標値

（平成 17 年度比 6％以上の削減）を大きく上回る人件費削減を実現しました。加えて、「国家公務

員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」を受けた給与の削減措置にも適切に取組みました。 
また、給与水準については、勤務地や職員の年齢・学歴などを勘案した上で国家公務員と比較し

たラスパイレス指数は 96.6（総務省算出）となっており、適正であることが検証されました。 

 
＜中期計画の達成状況＞ 

「業務・システム最適化計画」を更に推進するため、「クラウドコンピューティングの外部資源を

活用した拡張性を考慮しながら、高可用性の実現とシステム資源の有効活用」を目的とした「共通

基盤システム」を構築し、順次運用を開始しました。 
業務経費、一般管理費の効率化については、平成 23 年度から 3％以上予算を削減しています。 
特に人件費は、基準年度である平成 17 年度から 23.3％の削減が見込まれ、中期計画で掲げた目標

を大幅に上回る削減を達成しました。給与水準についても、年齢・地域・学歴を勘案した対国家公務

員指数が 100 未満となっており、適正であることが検証されています。 

＜可用性の高いシステム基盤＞          ＜調達・運用コストの削減＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜人件費削減率の推移＞         （単位：百万円） 
年度 H17 年度 H 18 年度 H 19 年度 H 20 年度 H 21 年度 H 22 年度 H 23 年度 H 24 年度 

人件費 1,757 1,709 1,660 1,599 1,553 1,545 1,465 1,348 

削減率 － ▲2.7％ ▲5.5％ ▲9.0％ ▲11.6％ ▲12.1％ ▲16.6％ ▲23.3％ 

 
＜職員のラスパイレス指数 (平成 24 年度) ＞ 

（国の給与水準を 100 としたときの指数） 

区分 平成 24 年度 

対国家公務員（事務・技術職員） 113.3 

地域勘案 99.2 

学歴勘案 110.3 

地域・学歴勘案 96.6 

（総務省 法人給与等実態調査（人事院協力）の集計結果） 
※数値は、平成 25 年 6 月 6 日時点で仮集計 

個別システムの集約化による 

調達・運用コスト等の削減効果 

インフラ設計・構築費

インフラ機器費用

インフラ保守・運用費

仮想化基盤を利用した場合のコスト構造

インフラ関連費用は仮想化基盤に付け替え

アプリケーショ
ン設計・開発費

アプリ運用
保守費用

原課A 原課B

共通基盤

・・・・・

利用部署の運用における
負担が大幅に削減される

総務部システム管理グループ

重要機器の冗長化

仮想サーバの柔軟な可用性確保

バックアップによるデータ保護

物理サーバが障害を起こし
ても仮想サーバが柔軟に移
動して可用性を確保。 ハイパーバイザー

OS

ミドル

アプリ

OS

ミドル

アプリ

ハイパーバイザー ハイパーバイザー

OS

ミドル

アプリ

OS

ミドル

アプリ

OS

ミドル

アプリ

ネットワークからサーバま
での重要機器については
冗長化構成をとり、機器の
故障でも停止しない。

バックアップの定期的な取得が行
われているのでデータ障害でも
安心。

ルータ サーバ

ファイア
ウォール ルータ サーバ

ファイア
ウォール

故障

バックアップサイト

バックアップ

IPA
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＜中期計画＞ 7.調達の適正化 

「随意契約見直し計画」（平成 19 年 12 月）を着実に実施し、やむを得ない案件を除き、原則一般

競争入札等に移行し、適正な契約形態の選択等を通じた業務運営の効率化を図ります。 
また、一般競争入札等でも競争性、透明性を担保する方法により実施します。契約適正化への取組状

況は IPA のウェブページで公表します。 
さらに、入札・契約の適正な実施のため、監事監査を活用します。 

 
平成 24 年度の主な実績 
① 随意契約の更なる見直し、一者応札の解消などに向けた取組みを徹底 

平成 23 年度に引き続き、平成 20 年度の契約実績を基に新たに作成した「随意契約等見直し計

画」（平成 22 年 4 月公表）や自律的な行政支出の見直しに取り組むための「行政支出見直し計画」

（平成 21 年 6 月公表）の着実な実施に向けた取組みを推進しました。 
具体的には、契約方式や入札仕様書・公募要領などについては、「より競争性の高い契約方式に

移行できないか」、「競争性を阻害する条件が付されていないか」という観点から、財務部内に配置

した契約担当者による事前確認に加え、監事も出席する理事会にて審議を行いました。さらに、総

合評価落札方式及び企画競争の審査にあたっては、第三者を審査員として参画させるとともに、監

事及び外部有識者により構成される「契約監視委員会」による契約の点検・見直しを行いました。

加えて、契約に係る各種手続きや管理についても監査室による業務監査を実施するなど、十分なガ

バナンス体制を整備しています。 
また、随意契約についても引き続き見直しを徹底し、平成 23 年度から更に 7 件を削減して 11

件とし、供給者が特定される事務所賃貸借契約など真にやむを得ないもののみとなっています。加

えて、一者応札の解消に向けた取組みも強化し、入札・公募情報についてはウェブサイトへの掲載

に留まらず、IPA からのメール配信希望者にメールニュースとして配信したり、入札説明会に参加

したものの、応札しなかった者へのヒアリングを実施し、その結果を反映させるなどの取組みを推

進した結果、一者応札の件数が平成 23 年度の 105 件から約 63.8％の減少となる 38 件と大幅に減

少しました。 
こうした取組みの結果については、契約監視委員会においても「一者応札・一者応募契約案件及

び随意契約案件について、いずれもやむを得ないものと確認された」との評価を受けています。 
② 契約情報などを公表し、透明性を確保 

「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日付財計第 2017 号）財務大臣通達」に基づき、

契約に係る情報をウェブサイトで毎月公表しています。 
さらに、「行政支出見直し計画」で定めた広報経費、調査費及び事務経費の支出状況などに加え、

「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成 24 年 3 月 23 日行政改革実行本部決定）

及び「公益法人に対する支出の公表・点検方針について」（平成 24 年 6 月 1 日行政改革実行本部

決定）に基づき、公益法人等に対する支出についても、四半期ごとに公表しており、透明性の確

保に努力しています。 

 
＜中期計画の達成状況＞ 

理事長、監事に加え、外部有識者等も含めたガバナンス体制により、契約の競争性、透明性確保に

向けた取組みを徹底しました。随意契約については、平成 23 年度より更に 7 件削減し、真にやむを

得ない案件のみとなっており、また、一者応札の解消に向けた取組みも強化し、平成 23 年度の 105
件から 38 件と大幅に減少しました。こうした取組みや見直し状況については、契約監視委員会にお

いても、「一者応札・一者応募契約案件及び随意契約案件について、いずれもやむを得ないものと確

認された」との評価を得ています。今後も契約の適正化に向けた努力を継続し、業務運営の効率化を

目指します。 
＜一者応札・応募の状況＞          （単位：件、千円） 

 

 

 

 

 

 

＜随意契約によらざるを得ない契約の内訳＞ 

業務内容及び理由・必要性 件数 金額（千円） 

1. 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が

特定される事務所の賃貸借契約（付随する契約を含む）（事務所賃借料、清掃料等） 
2 400,408 

2. 主催者及び会場等が特定された出展等に係るもの 3 14,415 

3. 国外の研究機関等から技術供与等を受けるもの 1 5,894 

4. その他相手が特定されるもの（顧問弁護士、セキュリティ・キャンプ中央大会講師） 2 15,190 

5. 特定の情報について当該情報を提供することが可能な者からの情報提供（ELNET） 1 3,057 

6. 機構の行為を秘密にする必要があるもの 1 13,997 

7. 不落随意契約によるもの 1 1,614 

合  計 11 454,575 

＜随意契約削減の推移＞ 

 

応札

（応募）者 23年度 24年度 23年度 24年度 23年度 24年度 23年度 24年度

二者 102 75 20 44 0 0 122 119

一者 15 11 1 1 89 26 105 38

合計 117 86 21 45 89 26 227 157

一者の割合 12.8% 12.8% 4.8% 2.2% 100% 100% 46.3% 24.2%

一般競争入札 企画競争 公募 合計
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