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平成 24 年度業務実績の概要                                               資料３－１ 
 

平成２４年度業務実績の概要は以下のとおり。 

なお、  部分の＜＞内は資料３－１「平成２４年度業務実績説明資料（概要）」の該当箇所を記

載。 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他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 

（１－１）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 

（１－１－１）ウイルス等の脅威への対応 

○悪意あるサイトなどの情報を収集・分析し、傾向や対策などの情報を提供 

・ウイルス・不正アクセス被害届出の受付・公表 

・新種ウイルスなどの解析及び対策の策定 

・スマートフォンのウイルスなどの動的解析・検証環境の整備＜１ページ①＞ 

・スマートフォンなどのデモ用擬似不正アプリの開発・システム環境の構築＜１ページ①＞ 

○情報漏えいに関する対策ツールの公開や新種ウイルス情報を公開 

・ファイル共有ソフトによる情報漏えいに関する対策ツールの公開 

・新種ウイルスなどの動作内容、対処法などの公開 

○情報セキュリティ関連相談や問い合わせへ対応 

・「情報セキュリティ安心相談窓口」による国民及び企業からの相談対応 

・「標的型サイバー攻撃の特別相談窓口」による情報の収集・分析 

 
（１－１－２）情報システムの脆弱性に対する適切な対策の実施 

○脆弱性対策を促進するための普及・啓発活動を実施 

・脆弱性関連情報届出の受付・公表 

・脆弱性対策普及啓発資料の公開 

・プロアクティブな脆弱性検出活動の実施（ファジングの普及啓発＜２ページ⑤＞、NVD 全デー

タベースの翻訳＜２ページ③＞、実行プログラム検査ツールの制作） 

・ツール・データベースの機能強化（「JVN iPedia」、「MyJVN」） 

○自動車に関する最新セキュリティ関連活動及び電気自動車に関する情報セキュリティの課題を

調査 

○生体認証の利用事例についての追跡調査を実施 

 

（１－１－３）社会的に重要なシステムに関する対策支援 

○経済産業省によるサイバー攻撃情報の共有体制「J-CSIP」の情報ハブとしての体制を整備 

＜１ページ②＞ 

○制御システムのセキュリティに係わる国際標準に対する国内での制御システムセキュリティの

評価・認証スキームの構築を着手（マネジメントシステム認証プログラム CSMS＜２ページ④＞、

制御機器の製品認証プログラム EDSA＜２ページ④＞ 

○制御システムのセキュリティ評価・認証における ISA 関連組織との協力関係を強化 

○「IPA 重要インフラ情報セキュリティシンポジウム」を開催 

 
（１－２）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 

○中小企業などの情報セキュリティ対策を支援するための普及・啓発ツールを公開し、中小企業の

セキュリティ対策を実施 

・「iSupport」の公開（情報セキュリティ支援ツールポータル、情報セキュリティープレゼンタ

ーポータル）＜３ページ①＞ 

・「情報セキュリティ対策ベンチマークシステム」Ver.4.1 の公開 

○地域の情報セキュリティ啓発のための協力体制を構築 

・セキュリティプレゼンター体制の構築＜３ページ①＞ 

・地域で開催されたシンポジウムなどへの出展 

○情報セキュリティについて、地域の中小企業や広く国民に普及・啓発を行うための事業を実施 

・全国各地の機関への情報セキュリティセミナー講師の派遣＜３ページ①＞ 

・民間サイトと連携した普及啓発活動の実施 

・情報セキュリティ啓発用映像コンテンツの作成・公開＜３ページ③＞ 

・「第 8回 IPA 情報セキュリティ標語・ポスター・4コマ漫画コンクール」の開催 

＜３ページ④＞ 

・外部イベントなどへの出展 

・スマートフォンセキュリティミニパンフなどの普及啓発資料の作成、配付＜1 ページ①＞ 

・官民ボードのポータルサイト「ここからセキュリティ！」の公開＜３ページ②＞ 

 
（１－３）情報セキュリティ分野における国際協力の推進 

○各国の情報セキュリティ機関などとの連携を通じて、情報セキュリティに関する最新情報を交換 

・米国国土安全保障省（DHS）、欧州ネットワーク情報セキュリティ庁（ENISA）、韓国インターネ

ット振興院（KISA）との協力関係の強化 

・米国国立標準技術研究所（NIST）との共同認証の確認＜４ページ②＞ 

・ISO/IEC JTC1 SC27 が主催する国際会合への参加による国際標準化への貢献＜４ページ①＞ 

○マレーシアの CyberSecurity Malaysia及びベトナムのVNCERTへの情報セキュリティ対策ベンチ

マークの導入に関する技術支援及び情報交換を実施 

 

（１－４）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 

○電子政府推奨暗号リストを全面改訂し公開＜５ページ①＞ 

○情報セキュリティに関する脅威・攻撃の分析・評価機能の強化、企業や国民に向けた積極的なセ

キュリティ対策を図る取組みを実施 

・「脅威と対策研究会」における新しいタイプの攻撃に対する分析・対策案の検討 
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・「組織の内部者による不正行為防止ガイドライン」の策定・公開＜５ページ②＞ 
・情報セキュリティの脅威に対する認知度、対策の実施状況などの実態調査の実施 

・「情報セキュリティエコノミクスシンポジウム 2013」の開催＜５ページ②＞ 

○スマートカードに関する技術的評価能力の向上に資する取組みを実施 

・スマートカードに特化した評価方法の開発の実施 

・日本の評価機関、ベンダーなどに対するスマートカードの脆弱性評価に関する最新情報の発信 

○社会的要請に応じたセキュリティに関する調査・分析を実施 

・「パーソナル情報保護と IT 技術調査」報告書の公開 

・「アイデンティティ管理技術解説（ドラフト版）」の作成・公開 

・「情報セキュリティ白書 2012」の発行＜５ページ③＞ 

 

（１－５）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 

○IT セキュリティ評価及び認証制度の評価・認証手続きの改善、評価などに関する人材の育成、

積極的な広報活動などを実施 

・スマートカード分野の規程、手順の整備 

・技術者育成のための認証制度紹介、技術的解説セミナーなどの開催 

・コモンクライテリアに則ったチェックの行える解説書の作成 

○政府調達等における情報セキュリティの確保に資する取組みを実施 

・セキュリティ要件確認支援ツールの機能強化 

・MFP における cPP 原案の作成＜４ページ③＞ 

○暗号モジュール試験及び認証制度(JCMVP)の育成、広報活動を実施 

・NIST の業務管理システムの情報収集 

・新たな暗号アルゴリズムの安全性評価の実施 

・暗号モジュール認証制度の認証機関同士の会合の開催 

・IC カードに対するマルチレーザー評価ツールの利用環境の構築＜４ページ④＞ 

・暗号モジュールセキュリティ要件 ISO/IEC19790 の改訂に合わせた JIS 改訂のための翻訳の実

施 

 

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アリングの推進 

（２－１）「見える化」をはじめとするエンジリアリング手法による IT システムの信頼性確保 

（２－１－１）高信頼ソフトウェア検証・評価の枠組作り 

（１）製品・サービスの提供者でない第三者が、ソフトウェアを検証し、利用者に情報提供する高信

頼ソフトウェア検証・評価の枠組みを構築 

・「製品・システムにおけるソフトウェアの信頼性・安全性等に関する品質説明力強化のための

制度構築ガイドライン」（以下「品質説明ガイドライン」）の取りまとめ・公開 

＜６ページ①＞ 

・「パッケージソフトウェア品質認証制度」に対する CSAJ 共同での品質説明ガイドラインに基

づく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の実施 

＜６ページ①＞ 

 
（２－１－２）高信頼性ソフトウェア開発・管理技術 

（ⅰ）上流設計の高品質化 

○形式手法の普及を促進 

・管理者・リーダー向け、技術者向け教材の作成及び研修セミナーの実施 

・「実務家のための形式手法 厳密な仕様記述を志すための形式手法入門教材第二版」の公開 

・「対象を如何にモデル化するか？」の作成・公開 

・「形式手法を用いた日本語による仕様書作成に関する調査」の実施 

・「厳密な仕様記述入門」の作成・公開 

・国際的な形式手法活用調査を実施しているデンマーク・オーフス大学教授を招聘しての SEC

特別セミナーの実施 

○MBSE の日本での普及促進を図るために MBSE 導入の手引きを作成 

（ⅱ）要件定義の高品質化 

○「機能要件合意形成ガイド」に関するセミナーを実施 

○「非機能要求グレード」の一層の普及を目指し改訂版等を公開 

・「非機能要求グレード」の改訂・公開 

・「利用ガイド[活用編]」の作成・公開 

・演習を含む研修教材の作成及び CC ライセンスとして公開 

・ワークショップの開催 

○超上流～上流工程における要求・設計の高品質化を図る事業を実施 

・超上流工程の課題及び解決策に関するアンケートの実施 

・セミナー等の実施 

（ⅲ）組込みソフトウェアの高信頼化に向けた設計技術及びテスト技術の高度化 

○実用的な見地から組込みソフトウェア開発・管理に係わる技術リファレンスを ESxR の体系の下

に作法として一般化し書籍を発行 

・「組込みソフトウェア向け設計ガイド ESDR[事例編]」の作成・公開＜６ページ②＞ 

・「組込みソフトウェア開発における品質向上の勧め[テスト編～事例集～]」の作成・公開 

＜６ページ②＞ 

・「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]」の作成・公開 
＜６ページ②＞ 

（ⅳ）高信頼システムの構築・運用対策の推進 

○高信頼システムの構築・運用対策推進事業を実施 

・「信頼性自己診断ツール v2.0」の安定したサービス提供の維持 

・「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン活用方法・解説」の公開 

・「スタンドアロン型自己診断ツール（EXCEL 版）」の開発及び CC ライセンスでの公開 

・展示会による普及啓発 

・「海外における IT 障害の影響及び対策に関する事例調査」の実施＜７ページ③＞ 

（ⅴ）プロセス改善 
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○「SPEAK-IPA」、「SPINA3CH 自律改善メソッド」がプロセス改善活動でどのように利用できるかを

俯瞰し、各ツールを有効に活用するための「プロセス改善活用ガイド」を作成し公開 

＜８ページ⑤＞ 

○ソフトウェア開発プロセス改善手法について、利便性を向上させる事業を実施 

・「SPEAK-IPA」の改訂・公開 

・「プロセス改善推進者育成ガイド」の公開 

・研修教材（6コース分）の整備及び CC ライセンスによる公開＜８ページ⑤＞ 

・「SPEAK-IPA アセスメントガイド」の公開 

・「SPINA3CH 自律改善メソッド」の改訂版の作成及び CC ライセンスによる公開 

・「プロセス改善ナビゲーションガイド～自律改善編～」の作成・発行 

・セミナーなどによる普及の促進 

○ソフトウェア開発プロセスを包括的に規定した「共通フレーム」について新たな考え方を追加す

るなどより一層の活用を図る事業を実施 

・改訂版「共通フレーム 2013」の発行 

・「共通フレーム 2013 に基づく調達管理ガイド 試作版」の作成・公開 

（ⅵ）ソフトウェア開発プロジェクトの実態調査と分析 

○ソフトウェア開発データの活用によるシステムの信頼性を向上させる事業を実施 

・「ソフトウェア開発データ白書 2012-2013」の取りまとめ及び発行＜８ページ④＞ 

・白書の発行に伴う「定量データに基づくプロジェクト診断支援ツール」データの更新及び公開 

○ソフトウェア開発データ活用の取組みとして、大学と共同で実施した新しい分析手法の成果を発

表 

○ソフトウェア開発の実態を把握するための調査を実施し、結果を公開 

・「2011 年度ソフトウェア産業の実態把握に関する調査」報告書（速報版）の公開 

・「組込み系とエンタプライズ系を横断した分析」などを加えた報告書の公開 

・「2012 年度ソフトウェア産業の実態把握に関する調査」報告書の公開 

 

（２－１－３）IT サービス継続計画の拡充 

○IT サービス継続計画（IT-BCP）の導入促進事業を実施 

・「情報システム基盤の復旧に関する対策の調査」の実施及び報告書の公開＜７ページ③＞ 

・「高回復力システム基盤導入ガイド（概要編）」、「高回復力システム基盤導入ガイド（計画編）」

の作成・公開＜７ページ③＞ 

・「高回復力システム基盤導入ガイド（事例編）」の作成・公開＜７ページ③＞ 

 
（２－２）地域・中小企業のためのシステム構築手法の提供 

（２－２－１）定量的プロジェクト管理手法の普及 

○定量的プロジェクト管理手法の普及事業を実施 

・「利用目的別メトリクス分類表」などのセミナーでの説明 

・「IT プロジェクトのリスク予防の実践的アプローチ」の公開 

・定量的管理関連セミナーの基本編、応用編、実践編別実施 

・「定量的プロジェクト管理ツール」のオープンソースとしての公開及びウェブサイトにおける

サポート情報ページの作成＜１０ページ①２）＞ 

 
（２－２－２）組込みソフトウェア開発技術の普及＜１３ページ③＞ 

○「組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド」（ESPR）、「組込みソフトウェア向けプロジェク

トマネジメントガイド[計画書編]」（ESMR）、「組込みソフトウェア向けプロジェクト計画立案ト

レーニングガイド」（ESMG）の民間による自律的な成果普及・啓発を加速するために、トレーナ

ー養成コースを開発し、指導要領、教育コンテンツを整備するとともに CC ライセンスにより公

開＜９ページ①１）＞ 

○組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド（ESCR）、ESPR、ESMR のトレーナー養成セ

ミナーを開催＜９ページ①１）＞ 

○「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]」の紹介セミナーを実施 

○高信頼設計検証技術に関する人材育成のためのセミナーへの教材提供及び講師を派遣 

 
（２－２－３）広報活動の強化 

○地域・中小企業へのソフトウェアエンジアリング手法の導入を促進するため、各種普及活動を実

施 

・地域団体等と連携した SEC セミナーの開催 

・国内外の最新技術動向や事例などを紹介する SEC 特別セミナーの開催 

・「IPA Channel」（YouTube）によるセミナー等の動画配信の本格的な開始＜１０ページ②＞ 

・Twitter による情報の配信 

・ソフトウェア開発技術関連の技術展示会への出展 

・「SEC journal」の発行 

・ソフトウェア・エンジニアリング情報データベース「SWE-iPedia」の構築＜１０ページ②＞ 

 

（２－３）海外有力機関との連携強化 

（２－３－１）政府関係機関等との連携 

○NIST と定期協議を開催するとともに、LIST とは訪問及び研究員の招聘による意見交換を実施す

るなど関係を強化＜１３ページ④＞ 

○IESE との共同研究の成果である GQM+Strategies®について、IESE と共同で活用事例を用いたワ

ークショップを開催するとともに、普及・啓発活動を ITCA 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＜１２ページ①＞ 

○SEI と随時情報交換を行うとともに、ソフトウェアエンジアリングの貢献度の定量的評価等につ

いて議論を実施 

 
（２－３－２）成果物の国際展開 

○IPA の取組みが反映されるよう、ISO/IEC JTC1/SC7 における国際会議に職員を派遣 

○コンシューマ・デバイスの高信頼性設計について、安全標準に関するメタモデルを作成し先行す
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る標準規格を拡張・具体化するとともに、RFP を策定し、OMG に提出。 

○欧州 MISRA の C 言語コーティング規約（MISRA-C）改訂に伴う事前評価を実施＜１３ページ③＞ 

○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＜１２ページ②＞ 
  
（２－４）新たな技術動向等に対応したソフトウェアエンジリアリング手法の検討 

○各種調査等を実施し、ソフトウェアエンジアリング手法の検討を実施 

・「非ウォーターフォール型開発の普及要因と適用領域の拡大に関する調査」の実施及び報告書

の公開 

・「アジャイル型開発におけるプラクティス活用事例調査報告書（調査編及びガイド編）」の公開

及び「アジャイル型開発におけるプラクティス活用リファレンスガイド」の作成・公開 

・「超上流工程の要求定義を変革する環境変化への取組みガイド～要求発展型開発 WG 活動報告書

～」の公開 

・ITCA と共同調査結果である「IT コーディネータが見た中小企業等におけるクラウドサービス

利用上の課題・導入実態 平成 24 年度調査報告書」の作成・公開 

○ソフトウェア開発現場での課題解決やソフトウェアの社会的認知の向上に資するため、ソフトウ

ェア工学分野の先導的研究支援事業を実施 

 

（２－５）戦略的な検討体制の構築と運営の効率化 

○成果の普及活動等を更に推進するため、ソフトウェア・エンジアリング・センター連携委員会を

設置 

○IPA 成果等の普及・啓発活動の民間団体への移行に向けて、調整を実施 

 

（２－６）政府・地方自治体等の情報システム調達の公平化、効率化の支援 

（２－６－１）技術参照モデル（TRM）の整備 

○平成 24 年度版 TRM を作成し、公開 

・自治体調達現場の実情に合わせた自治体編の発行＜１１ページ④＞ 
・必要とする調達仕様へすばやくアクセスできるクイックリファレンスの提供＜１１ページ④＞ 

 

（２－６－２）標準技術の評価手法の確立及び評価 

○「情報システムの相互運用性を拡大するために適した技術指標」の策定について、ISA、欧州各

国の情報システム調達関係機関と協調して推進 

○「Qualipso ネットワーク」と連携し、OSS 評価ツール、評価データの基盤を整備するとともに、

民間企業等による自立的運用と利活用をサポート 

 
（２－６－３）文字情報基盤の整備 

○IPA フォント、IPAmj 明朝フォントの配布とメンテナンスを実施＜１１ページ③＞ 

○ISO で符号化が未達であった文字の新規符号化提案を提出＜１１ページ③＞ 

○「文字情報基盤プロモーションサイト」による技術的検証を実施＜１１ページ③＞ 

○文字情報基盤自治体実証実験を実施＜１１ページ③＞ 

 

（２－６－４）政府・地方自治体等の情報システム調達の現状の把握 

○地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性を調査 

 

（２－７）公開情報及び共通化された環境の国際標準化、普及の推進 

（２－７－１）Ruby の国際標準化 

○JIS、ISO 標準の更新作業を移管し民間主体主導とするために、移管についての調整を（一財）

Ruby アソシエーション（松江市）及び法務専門家と緊密に調整し実施＜１１ページ⑤＞ 

 
（２－７－２）共通化されたプラットフォームに係る国際標準化の検討 

○ソフトウェア・トラスト・チェーンに係る調査を実施 

○オープンデータに係る標準化を検討 

 

（２－７－３）文字情報基盤に係る国際標準化作業及び検討 

○ISO で符号化が未達であった文字の提案が受理され、新規提案作業をすべて完了 

＜１１ページ③＞ 

 
（２－７－４）OSS 普及基盤の整備と国内外の連携 

○OSSiPeda、オープン・ラボのソフトウェアの定期更新等を行い、サーバを安定運用 

 

（２－７－５）機構の標準化活動に係る戦略検討 

○IPA における国際標準化業務の戦略的推進のため、各部署における同業務に携わる職員による定

期的な連絡・調整等を実施 

 
３．ＩＴ人材育成の戦略的推進 

（３－１）IT 人材育成への総合的な取組み 

（３－１－１）IT 人材育成に関する総合的な施策の推進等 

○IT 人材育成審議委員会を開催し、IT 人材育成事業の進め方などを審議 
○IT 人材の状況等について、調査を実施し、情報を発信 

・「中小企業等の IT 活用に関する実態調査」 

・「クラウドの利活用促進のための自立的なネットワーク形成と新たなビジネスモデルの構築に

関する調査等」 

・「IT 人材白書 2013」＜１９ページ⑥＞ 
○企業の IT 利活用、人材育成の実践的な取組を支援 

・中小企業経営者向けセキュリティ対策等のパンフの配付 

・「中小企業 IT 経営力大賞 2013」における優秀な企業の表彰 

○eラーニングによる研修事業を推進 
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（３－２）産業競争力を強化するための高度 IT 人材の育成 

（３－２－１）共通キャリア・スキルフレームワーク、スキル標準の拡充及び普及 

○「ビジネスアプリ活用サービス」に焦点を当てた共通キャリア・スキルフレームワーク（CCSF）

ベースの導入テンプレートを作成＜１５ページ②２）＞ 

○IT を利活用してビジネスに貢献する情報システムユーザースキル標準の人材像、課題に対する

対応策についての調査を実施 

○CCSF に合わせた IT スキル標準の実証研究によるスキル標準の適応領域の拡大を検討 

○スキル標準、CCSF の普及・定着化を促進するセミナー等を実施 

・講演会、セミナーの開催＜１６ページ③１）＞ 

・「CCSF を活用したスキル標準導入ワークショップ」の実施＜１６ページ②３）＞ 
○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ベストプラクティスを発掘し表彰する

「中小 IT ベンダー人材育成優秀賞 2012」を実施＜２０ページ①＞ 

 

（３－２－２）プロフェショナル・コミュニティの強化等 

○プロフェッショナル・コミュニティによる時代の変化を捉えた新しいスキルの抽出とそれを活用

した CCSF コンテンツの拡充を実施＜１５ページ②１）＞ 

○プロフェッショナル・コミュニティの活動成果を共有するための「IPA プロフェッショナルコミ

ュニティフォーラム 2012」を開催＜１６ページ③２）＞ 

 

（３－２－３）情報処理技術者試験の円滑な実施と試験の普及・定着化 

○情報処理技術者試験を円滑に実施 

・試験の着実な実施＜１７ページ④１）＞ 

・試験の出題範囲・シラバスの改訂＜１７ページ④２）＞ 

・試験の普及・定着化に向けた広報の充実、企業・大学への普及及びサービスの向上 
＜１７ページ④３）＞ 

 

（３－２－４）実践的な IT 教育を実施する産学連携体制基盤の構築支援 

○産学連携による実践的 IT 教育講座の自立的展開を支援する「産学連携実践的講座構築ガイド」

を作成し、「産学連携 IT 人材育成シンポジウム」で公表＜１８ページ⑤１）＞ 
○地域産学連携講座コミュニティを設立＜１８ページ⑤２）＞ 

○汎用的教育コンテンツの普及、新規コンテンツの作成を実施＜１８ページ⑤３）＞ 

○産学連携による実践的な IT 人材育成のための広報・普及活動を実施 

・セミナー、シンポジウムの開催 

・IT 人材育成 iPedia による情報提供 

○IT 業界、IT 技術者の魅力醸成活動を実施 

・IT 業界、IT 技術者の魅力を発信するためのパンフレットの作成＜１８ページ⑤４＞ 

・実践的 IT 教育講座の教育効果を測るための指標の検討 

 

 

（３－３）IT のグローバリゼーションへの人材面での対応 

（３－３－１）スキル標準の国際展開 

○アジア諸国におけるスキル標準の導入・普及 

・フィリピン IT 企業への IT スキル標準導入の支援＜２１ページ①＞ 

・ベトナムへの IT スキル標準導入後のフォローアップ＜２１ページ①＞ 

 

（３－３－２）情報処理技術者試験のアジア展開 

○情報処理技術者試験のアジア各国との相互認証の維持・発展 

・アジア各国との相互認証の改訂＜２１ページ②２）＞ 

・「英語版基本情報技術者試験（FE）演習問題集」の作成・提供＜２１ページ②１）＞ 

・「アジア共通統一試験運用システム」の更新・提供＜２１ページ②１）＞ 

○アジア共通統一試験の実施＜２１ページ②１）＞ 

 

（３－３－３）国際標準化への対応 

○プロジェクトマネジメントの国際標準化(ISO21500)への貢献＜２１ページ③＞ 
 
（３－４）突出した IT 人材の発掘・育成と活躍できる環境の整備 

（３－４－１）未踏 IT 人材発掘・育成事業と若年層に対する集中的な教育プログラムの実施 

○未踏 IT 人材発掘・育成事業を実施＜２２ページ①＞ 
 

（３－４－２）突出した IT 人材発掘・育成事業の戦略的 PR と人的ネットワークの拡充 

○若年層に対する集中的な教育プログラムの実施＜２２ページ②＞ 
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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 

１．PDCA サイクルに基づく継続的な業務運営の見直し 

・「平成 24 年度下期実行計画」の策定及び「中間仮決算」の実施 

・「100 者ヒアリング」の継続的実施＜２４ページ③＞ 

・ソフトウェア開発関連事業などのフォローアップ調査の実施 

・業務監査の実施 

・「幹部連絡会」などによる情報共有などの推進 

・予算執行管理の徹底及びガバナンス強化の推進＜２４ページ①＞ 

・IPA 版 BCP（事業継続計画）の策定＜２４ページ②＞ 

 

２．機動的・効率的な組織及び業務の運営 

・組織体制の見直しに向けた取組みの推進＜２５ページ②＞ 

・第二期中期計画期間終了年度に伴う事業の厳格な見直しの実施＜２５ページ①＞ 

・職員の業務評価制度の着実な実施 

・職員の職務別研修などの実施 

 

３．戦略的な情報発信の推進 

（３－１）IT に係る情報収集・発信等（シンクタンク機能の充実） 

・IPA ニューヨーク事務所の活用や IT に関する各種動向調査などによる国内外の情報分析及び

情報発信の実施 

 

（３－２）戦略的広報の実施 

・「IPA グローバルシンポジウム 2012」などの主催イベントなどの開催 

・外部専門テーマ展への出展 

・多様なメディア・手法を活用した広報活動の実施＜２６ページ①＞ 

 

４．業務・システムの最適化 

・「共通基盤システム」の構築＜２７ページ①＞ 

・ペーパーレス化など経費削減の取組みの推進＜２７ページ①＞ 

 

５．業務経費等の効率化 

・運営費交付金の効率的執行の推進 

・成果普及業務の実施主体の民間移管などの促進 

 

６．総人件費改革への取組み 

・人件費削減の実施＜２７ページ②＞ 

 

 

 

７．調達の適正化 

・随意契約の更なる見直し及び一者応札の解消などに向けた取組みの徹底＜２８ページ①＞ 

・契約情報などの公表＜２８ページ②＞ 

 
 
 
 
 
 


