
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度業務実績一覧表 

 

 

 

 

 

平成２６年６月１０日 

独立行政法人 情報処理推進機構

資料３－１ 



1 
 

 

平成 25 年度計画 主な実績 

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．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～誰もが安全なＩＴを安心して利用できる経済社会のための情報セキュリティ基盤の確立を目指して～ 

１－１．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 

（１－１－１）ウイルス等の脅威への対応 

（１）急速に変化しつつある脅威を的確に把握し、ウイルスや不正アクセス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う。 
― 

①経済産業省の告示に基づき、コンピュータウイルス及び不正アクセス被害の届出受付を行い、定期的に受付状況を

公開する。 

経済産業省告示「コンピュータ不正アクセス対策基準」に基づき、ウイルス・不正アクセス情報の届出受付（年間 6,207 件）を実

施し、レポートとして四半期毎に公開。 

②急増するスマートデバイスやパソコンに対する新種ウイルス等を入手し、解析を行い、対策情報発信に活用するととも

にデータの蓄積を行う。 

安心相談窓口、標的型サイバー攻撃の特別相談窓口等の活動を通じ、新種のウイルスや注意が必要と思われるソフトウェア

等を入手。スマートフォンのワンクリック請求アプリ、インターネットバンキング利用者を狙った不正送金の事例や、クラウド連携

機能を有する IME（日本語文字入力補助ソフトウェア）等、ユーザの重要な情報や金銭を窃取するウイルス等について解析を

実施するとともに情報発信。 

③スマートデバイスやパソコンに対するウイルス、不審サイト等の解析・検証環境を整備し、情報の収集及び蓄積、情報

発信活動を行う。 
政府機関からの要請を受け、標的型攻撃メール及びスマートフォンウイルスに関するデモンストレーションを実施。 

（２）ユーザからの相談・問い合わせ対応については、自動応答システム等の活用により効率的に行う。 ― 

①「問合せ対応システム」による対応事例の共有や活用を行い、業務の合理化及び効率化を図る。 
「情報セキュリティ安心相談窓口」にて、国民一般及び企業からマルウェア及び不正アクセスに関する相談への対応を実施（平

成 25 年度相談受付件数：15,512 件）。 

（３）深刻化、増大する標的型攻撃や新種のコンピュータウイルス等のサイバー攻撃に対して、注意喚起・情報共有を行い、

さらに、それのみならず、初動対応措置や対応策の検討を行うとともに、未然発生防止のための措置等高度な対策等の提

案を行う。 

― 

①「標的型サイバー攻撃の特別相談窓口」の運営を通して情報収集に努め、ウイルス検体の収集・解析・分析・アドバイ

スや対策情報発信等をタイムリーに実施する。 

標的型攻撃メールを 179 種類入手。入手した標的型攻撃メールの調査分析を実施し、情報提供者へ調査結果及びこれに基づ

く対応策、初動対応の方針等を検討・提供することにより、被害の拡大と感染予防（未然の発生防止）に貢献。 

②サイバー情報共有イニシアティブ「Ｊ－ＣＳＩＰ」をより有効な活動に発展させるよう産業分野の拡大、メンバーの拡大、

共有情報の充実等を図る。 

平成25年6月より、セプターカウンシルにおける「標的型攻撃に関する情報共有体制（C4TAP）」との脅威情報の相互共有体制

を確立し、情報共有先となる産業分野を 2 分野拡大。 

③サイバー攻撃の解析精度向上を目指すサイバー攻撃解析協議会の活動等を通じて攻撃傾向等の解析精度を向上さ

せ、より効果的な対策情報の提供を行う。 

総務省及び経済産業省並びに NICT、Telecom-ISAC Japan、JPCERT/CC 及び IPA で構成するサイバー攻撃解析協議会へ参

加。協議会参加組織間でサイバー攻撃の高度解析に利用できるよう、情報提供者の合意が得られた標的型攻撃メール検体を

20 件提供。 

（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 

（１）「脆弱性関連情報届出受付制度」を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。 
― 

①経済産業省の告示に基づき、脆弱性関連情報の届出受付を行い、四半期毎に届出の受付状況を公開する。 
経済産業省告示「ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準」に基づき、脆弱性関連情報の届出受付を実施し、レポートとして四

半期毎に公開。 

②関係者との連携を図りつつ、脆弱性関連情報をウェブサイト運営者、ソフトウェア製品開発者に提供する。 

JPCERT/CC など関係機関と協力し、ウェブサイト運営者、ソフトウェア製品開発者等に届出内容の確認・検証・通知を実施し

た結果、平成 25 年は、過去最高となるソフトウェア製品 127 件の修正が完了。また、ウェブサイトにおいても、平成 24 年を超え

る 759 件の修正が完了し、脆弱性対策の促進に貢献。 

③脆弱性対策を促進するためのツールを提供する。 脆弱性体験学習ツール「AppGoat」等、脆弱性対策を促進するツールを提供。 

④「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」において脆弱性対策の問題点とその解決策を検討し、届

出制度の改善策を策定する。 

「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」を開催し、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップに関する制度

の課題の抽出及びその対応策を検討。その結果を取りまとめ「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会 -2013

年度 報告書-」として公開。 

（２）統合的な脆弱性対策情報の提供環境を整備し、開発者、運用者及びエンドユーザに対して、脆弱性対策の普及啓発を

推進する。 
― 
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平成 25 年度計画 主な実績 

①｢ＪＶＮｉＰｅｄｉａ｣（脆弱性対策情報データベース）の運用を行う。 
JVN iPedia への脆弱性対策情報の登録・公開作業を実施。NIST の NVD で公開された脆弱性対策情報を、1 営業日以内に

翻訳し JVN iPedia に登録・公開。平成 25 年度に登録した脆弱性対策情報は、合計 5,825 件（累計 45,161 件）。 

②｢ＭｙＪＶＮ｣の運用を行うとともに、対象デバイス拡張等の検討を行う。 
MyJVN(バージョンチェッカ)の運用を実施。MyJVN の運用においては、日々対象ソフトウェアのアップデート状況を監視し、シグ

ネチャの更新を 117 回実施。 

③情報システムの脆弱性対策を普及・啓発するためにセミナー等を開催する。 「脆弱性対策の効果的な進め方」セミナー、「脆弱性体験学習ツール AppGoat ハンズオンセミナー」等を開催。 

（３）最新の脆弱性情報やインシデント情報を収集・分析し、注意喚起による危険回避や対策の徹底を図り、情報セキュリティ

リスクの低減を促進する。 
― 

①情報セキュリティ上の最新情報を適宜収集するとともに、特に必要とされる場合には注意喚起等による対策情報等を

公開する。 

近年攻撃による被害が顕著になってきた標的型メール攻撃について、攻撃詳細と対策概要を纏めたガイドを作成し、「『標的型

メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」として公開。 

（１－１－３）社会的に重要な情報システムに関する対策支援 

（１）重要インフラ分野や制御システム等の社会的に重要な情報システムについて、関係府省等の求めに応じて、情報セキュ

リティ強化のための調査、協力を行う。 
― 

①制御システムのセキュリティについて、標準化動向、研究開発動向、業界動向情報等を収集・分析し、国内での普及

を促進する。 

制御システムのセキュリティに関する国際規格IEC62443シリーズや国際計測制御学会によるISA 規格等の動向を調査。その

内容について、情報セキュリティ EXPO（5 月 8 日～10 日）、日本ガス協会セキュリティ WG（7 月 18 日）、CSSC 主催の評価認

証標準化委員会、ITpro EXPO（10 月 9 日～10 月 11 日）、Embedded Technology 2013[ET2013]（11 月 22 日）にて講演するな

ど普及啓発活動を実施。 

②ＩＥＣ６２４４３等への標準化活動について、支援を行う。 

IPA の提案により推進 していた、EDSA 制度の国内導入のための一環として、ISCI の運営する EDSA の認証基準について、

改訂要求等を含む国内意見を ISCI 側へ提案し、正式に ISCI より規格改訂を実施するとの回答を受領（平成 25 年 4 月 15 日

付改訂に反映）。EDSA 規格は IEC の国際規格である IEC62443 に対応しており、これについて日本としての意見の反映を実

現。 

③制御システムの脆弱性に対して、関係者と連携を図りつつ脆弱性対策を促進するための枠組みを確立する。 
「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」の改訂案を公開（平成 26 年 3 月 27 日）するなど、制御システム製品

の脆弱性対策を促進するための枠組みなどを整理・明確化。 

（２）我が国の競争力の源泉となる組込み機器の脆弱性に関する対策の提示等を行う。 ― 

①組込み機器の脆弱性に対する調査、検討を行う。 
「医療機器における情報セキュリティに関する調査」を実施し、医療機器のセキュリティの国内外の動向調査を行うとともに、

「2013 年度 医療機器における情報セキュリティに関する調査」報告書を作成。 

②組込み機器の脆弱性の検出技術の普及啓発を図る。 
脆弱性検出業務において得られたノウハウ及び知見などを基にして、Tech-On!等への寄稿（平成 25 年 7 月 19 日）、ファジング

で使うテストデータ生成ツール「iFuzzMaker」を公開（平成 25 年 7 月 30 日）。 

（１－１－４）技術的レポート等の提供と満足度調査 

（１）技術情報の収集・分析結果を技術的なレポート等として年間２０回以上提供する。 技術情報の収集・分析結果を技術的なレポート等として年間 29 回提供。 

（２）機構から情報を提供・共有した企業、個人等に対し、その提供時などに２００者以上のアンケートを行うほか、共有相手

先などへ３０者以上のインタビュー、ウェブサイトを用いた意見の収集等を行い、提供・共有した情報に関するニーズや課

題を把握する。それらを元に提供・共有する情報について、内容の充実、手段の改善等のフィードバックを行う。また、意見

の収集とフィードバックは、的確な対応ができるよう担当を一元化して実施する。 

IPA主催セミナーや外部団体主催セミナー時に調査票アンケートを行い、回答者（1040者）の88 %以上が、セミナー内容及び資

料に対して満足と回答。また、100 者ヒアリング時に調査票アンケートを行い、回答者（30 者）の全員が、提供している資料に対

して満足と回答。 

１－２．情報セキュリティ対策に関する普及啓発 

（１）広く企業及び国民一般に情報セキュリティ対策を周知するため、地域で開催される情報セキュリティに関するセミナーへ

の講師派遣等の支援、各種イベントへの出展、普及啓発資料の配布、啓発サイトの運営等を行い、更なる啓発活動を実施

する。 

― 

①サイバー攻撃等に関する情報の収集・分析や提供・共有に対するフィードバックをもとに、広く企業及び国民一般に、

効果的・効率的に情報セキュリティ対策を普及啓発するためのコンテンツを作成し、普及啓発活動で活用する。 

ウイルス・不正アクセス関連の注意喚起情報として「今月の呼びかけ」（毎月 1 回）及び届出・相談に関する統計情報（四半期

毎）を定期発信。その他、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の長期休暇前の注意喚起を発信（年間 19 回）。IPA ウェブサイト

における、「メールニュース配信」の登録件数は約 13,000 件。 

②地域で開催される情報セキュリティに関するセミナーへの講師派遣等の支援を行う。 
地域の業界団体や商工会議所、警察、官公庁や自治体等からの要請を受け、全国169箇所に講師を派遣して191本の講演を

実施。 

③情報セキュリティ啓発サイトの運営を行い、広く普及啓発を行う。 官・民の各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することによる、利用者の利便性向上とセキュリティ
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平成 25 年度計画 主な実績 

対策の浸透を目的とした官民ボードのポータルサイト「ここからセキュリティ！ 」を運営。平成 25 年度のアクセス件数は 37 万

件超。 

④小中高等学校の児童・生徒を対象とした情報セキュリティに関するコンクールを開催する。実施に当たっては、全国の

小中高等学校に対して応募依頼を行うとともに、機構の成果物を紹介する。 

「第9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」を開催。作品の応募点数は、標語26,198点、ポスター2,814

点、4 コマ漫画 4,323 点。合計は過去最多となる 33,335 点（前年度から 約 19.3 %増）。 

⑤情報セキュリティに関する各種イベントに参加するとともに、普及啓発資料を配布する等の情報セキュリティに関する

普及啓発を行う。 

「IPA グローバルシンポジウム 2013」、「IPA-KISA 日韓情報セキュリティシンポジウム 2013」、「IPA サイバーセキュリティシンポ

ジウム 2014」等の 4 つの主催イベントにて情報セキュリティの国内外の最新動向について講演を実施。 

⑥スマートフォン利用者に対し情報セキュリティ対策の普及啓発を図る。 
スマートフォンで読める情報セキュリティ対策マンガ「レイとランのスマホ事情」（全 6 回）を普及するためのポスターを制作。東

京メトロの全 156 構内で掲示（平成 25 年 8 月 2 日～8 日）。 

⑦セキュリティプレゼンター制度を運用するとともに、セキュリティプレゼンター制度の紹介を関連団体等に対して行うな

どにより、セキュリティプレゼンター登録者数を５０名以上増加させる。 
セキュリティプレゼンター制度の紹介を関連団体等に対して行うなどにより、セキュリティプレゼンター登録者数を 58 名増加。 

⑧商工三団体の傘下団体等の協力を得つつ脆弱性対策情報等の定期的周知先の拡大を図る。 
中小企業庁の運営する「e-中小企業ネットマガジン」（購読数約 7 万）を通じて、平成 25 年 4 月から「今月の呼びかけ」の要約

の記事掲載を開始。加えて、日本商工会議所のホームページにて IPA の脆弱性対策情報等を展開。 

⑨機構における人材育成事業の知見を提供等することにより情報セキュリティ人材の育成を推進する。 セキュリティ・キャンプ実施協議会の企画・実行委員会に委員として参画し、人材育成を推進。 

（２）情報セキュリティに関する脅威を分析・評価し、ＩＴ利用企業や国民一般に向けた積極的な情報セキュリティ対策を図るた

め、必要な情報提供を行う。 
― 

①国内の産業における情報セキュリティ事象の被害状況について、被害額、対策状況等の調査を行い、セキュリティ対

策の費用対効果を分析する。 

平成 24 年度の情報セキュリティ対策の現状と、コンピュータウイルス・サイバー攻撃による被害状況の調査を実施。本調査を

もとに詳細な経済学的な統計分析を実施。 

②情報セキュリティの脅威に対する意識調査を行うとともに、新たにスマートデバイス利用者を対象とした同様の意識調

査を行う。 

従来の情報セキュリティの脅威に対する認知度、対策の実施状況等の実態調査に加え、新たに情報発信に際しての意識や法

令遵守に関する意識調査を実施。 

13 歳以上の PC 及びスマートデバイスのインターネット利用者を対象としたウェブアンケートを実施し、「2013 年度 情報セキュ

リティに対する意識調査」報告書を公開（平成 25 年 12 月 19 日）。 

③「内部者の不正行為を防止するガイドライン（平成２５年３月）」の普及のための活動を実施する。 
「組織における内部不正防止ガイドライン」の英語版を公開（平成 25 年 9 月 4 日）。その他、今月の呼びかけ（平成 26 年 3 月）

のテーマとして取り扱うなど、積極的な広報を実施。 

（３）社会的要請に応じ、情報セキュリティ対策・プライバシーに関する状況の調査・分析を行い、情報提供を行う。 ― 

①「情報セキュリティ白書２０１３」の編集、作成、出版及び英語版の作成を行う。 

情報セキュリティに関連した事象・政策動向・国際動向などを俯瞰的にまとめた「情報セキュリティ白書2013」を出版（平成25年

9 月 2 日）。さらに、英語版を作成（平成 25 年 12 月）し、JPCERT/CC を通じた関連機関、JICA、KISA、IPA グローバルシンポジ

ウムの海外来訪者、国際会議等の機会に国際関連機関・部門へ配付。 

②社会的要請に応じ、セキュリティ、プライバシー等と経済・産業に関連した調査を行う。 

平成 25 年の「2013 年度情報セキュリティ事象被害状況調査」の調査データをもとに、セキュリティ対策の効果を RIETI と共同で

統計的に分析した結果を「RIETI ディスカッションぺーパー」として公表（平成 25 年 10 月）するなど、情報セキュリティ対策推進

への取組を実施。 

（４）米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）、韓国インターネット振興院（ＫＩＳＡ）等の各国の情報セキュリティ機関との連

携を通じて、情報セキュリティに関する最新情報の交換や技術共有等に取組む。 
NIST 及び KISA との定期協議を実施。 

１－３．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着実な実施 

（１）ＩＴセキュリティ評価及び認証制度において、制度利用者の視点に立った評価・認証手続の改善、評価等に関する人材の

育成、積極的な広報活動等を実施する。特に、認証書発行までにかかる期間を適切な期間内とする。また、認証取得後、

認証取得者に対してアンケート調査を実施し業務改善を図る。 

― 

①ＩＴセキュリティ評価及び認証制度について、制度関連者（認証取得者、調達者・開発者等）に対しＩＴセキュリティ評価

及び認証制度への要望等についてのアンケート調査等を実施する。 
初めての制度利用申請者及び認証作業がスケジュールから大きく遅延した利用者を対象にアンケートを実施。 

②費用対効果を勘案した上で、必要な制度や運営の改善を行う。 

政府統一基準の IT 製品調達のセキュリティ要件に対応可能な IT 製品のセキュリティ評価をグローバルな市場から受け入れる

ため、IT セキュリティ評価及び認証制度において平成 26 年度より海外ベンダからの受入れ手順や英語での申請受付を可能と

するべく制度規程の改訂を実施。 

③認証業務完了から認証書発行までにかかる期間の短縮に努め、機構内での処理期間を４０日（就業日ベース）以内と

することを目指す。 

評価完了後に認証を発行する当機構内での処理に要する目標（中期計画に掲げた就業日 40 日（就業日ベース）以内）をすべ

ての案件で達成（平均処理日数は 12.2 日、最長処理日数は 37 日）。 
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平成 25 年度計画 主な実績 

④技術者育成のための技術解説セミナー等の講座を開催する。 
制度紹介説明会を実施するとともに、アンケートで要望の高かったセキュリティ評価制度の国際的な動向について報告会を開

催。 

⑤開発者がコモンクライテリアに則ったセキュア開発の自主的なチェックを行えるよう、評価手法の項目ごとの解説書を

作成する。 

平成 25 年度上半期の認証作業における指摘事項を分析し、製品のガイダンス文書（マニュアル）について IT セキュリティの観

点に焦点を当て、利用者がセキュアな運用を行うために必要な記述に関し、「開発者のためのセキュアガイダンス解説」として

まとめ、公開（平成 26 年 3 月 31 日）。 

⑥評価テスト要件の検証方法を検討する。 

CCRA を通じ、国際共通プロテクションプロファイル（PP）等の情報を国内の統一基準の政府調達要件作成にフィードバックを

実施。 

PP で定義した機能要件が適切に実装されたことを検証するための評価方法及びテスト方法の策定を実施。 

⑦制度関連文書を英訳し、公開する。 
平成 23 年度作成の「開発者のための脆弱性解説」、平成 24 年度作成の「開発者のためのセキュリティアーキテクチャ解説」に

ついてそれぞれ英訳し公開（平成 26 年 3 月 31 日）。 

（２）暗号・セキュリティ製品やモジュールの認証、暗号技術等広範に亘る情報セキュリティ対策の国際標準化や新たな手法

の開発に係わる国際会議等に参加し、貢献する。 
― 

①情報セキュリティ分野と関連の深い国際標準化活動であるＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ １／ＳＣ ２７が主催する国際会合（年間

２回）等へ、機構職員を派遣し、暗号技術、暗号・セキュリティ製品やモジュールの認証等の国際標準化において、国

内の意見が反映されるよう活動する。 

情報セキュリティ分野と関連の深い国際標準化活動である ISO/IEC JTC 1/SC 27 が主催する国際会合（年間 2 回）等へ、

機構職員を派遣し、暗号技術、暗号・セキュリティ製品やモジュールの認証等の国際標準化において、国内の意見が反映され

るよう活動を実施。 

②コモンクライテリア承認アレンジメント（ＣＣＲＡ）会議等へ機構職員を派遣し、認証に関する情報交換を行う。また、ＣＣ

ＲＡ加盟国の認証機関相互で行われる品質システムの監査への協力や新たな規格策定に向けての国内からのフィー

ドバックを行う等、国際的な品質確保に貢献する。 

CCRA 国際会議に職員を派遣（平成 25 年 5 月（オタワ）、9 月（オーランド）、平成 26 年 3 月（イスタンブール））。参加国の制度

関係者と CC についての議論と情報交換を実施。 

③情報システム等がグローバルに利用される実態に鑑み、脆弱性対策に関するＳＣＡＰ、ＣＶＳＳ等の国際的な標準化

活動等に参画し、情報システム等の国際的な安全性確保に寄与する。 

脆弱性対策情報ポータルサイト JVN、JVN iPedia をベースとした国内向け脆弱性対策の自動化基盤 MyJVN の国際連携を推

進するため、DHS が主催する Cybersecurity Innovation Forum 会議への参画や NIST 及び MITRE との打合せを通して、脆弱

性対策の確認作業を自動化する技術仕様群 SCAP の利活用についてすり合わせを実施。SCAP で製品を一意に識別するた

めの CPE の一覧については、NIST と協力し、日本のベンダ名や製品名の日本語登録を継続して推進。 

（３）暗号モジュール試験及び認証制度（ＪＣＭＶＰ）について、試験等に関する人材の育成を図るとともに、平成２５年度中に

ＮＩＳＴと覚書を締結し、共同認証制度を確立する。 

※制度で採用する国際標準をNISTと共同で開発し、暗号モジュールセキュリティ要件ISO/IEC19790及び暗号モジュール試験

要件 ISO/IEC24759 の 2 件の国際標準化を完了させたことにより、制度開始に向けての環境を整備。NIST における上記国

際標準に基づく認証制度を立ち上げるに当たり、実務者レベルで覚書について合意済み。NIST において、共同認証の業務

の運営主体となる法人組織について検討中。 

①欧州スマートカード関連団体ＪＨＡＳ、ＪＴＥＭＳとの年次会合等へ年間６回以上機構職員を派遣し、欧州との連携を強

化する。 

JHAS 会合に 4 回参加し、スマートカードセキュリティ関連の最新動向を把握すると共に、JHAS メンバーとの連携を強化。 

JTEMS 会合に 4 回参加し、カード端末セキュリティ関連の最新動向を把握すると共に、JTEMS メンバーとの連携を強化。 

②ＣＭＶＰとの共同認証に向けて、ＮＩＳＴと同等の制度運用環境を整備する。 NISTで運用されている認証業務管理システムと同一構成のシステムをIPAで構築。 

③ＩＣカードを対象とする新たな攻撃に対する脆弱性の評価方法及び新たな攻撃に対応する対抗策を検討する。 
IPA で調達した脆弱性評価ツールの機能強化を行い、差分故障利用攻撃及びテンプレート攻撃の評価方法の改善を実施。 

IC カードへの新しい攻撃手法であるダブルレーザー照射攻撃に対する対抗策を検討。 

（４）政府調達等における情報セキュリティの確保に資するため、政府及び地方公共団体の調達担当者等に対して「政府機

関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を遵守するように、調達する機器等のセキュリティ要件及びその要件を満た

す認証取得製品等の情報提供や普及啓発を行う。 

― 

①「ＩＴセキュリティ評価及び認証制度等に基づく認証取得製品リスト」の更新（年間１０回以上）を実施する。 

経済産業省より公開された「ITセキュリティ評価及び認証制度等に基づく認証取得製品分野リスト」に示された製品分野におけ

る個別の「認証取得製品リスト」をウェブサイトにて公開（平成 24 年 4 月）。平成 25 年度も引き続き、毎月認証取得製品の認証

状況を調査し、認証取得製品リストの追加更新を実施（12 回）。 

②米国政府のＩＴ製品の技術分野ごとに作成したプロテクションプロファイル（翻訳版）の情報提供を実施する。 
ネットワークデバイス、暗号化ストレージ、仮想プライベートネットワーク及びオペレーティングシステムの 4 技術分野の PP（翻

訳版）を公開。 

③調達する機器等のセキュリティ要件等の情報提供を行うためのツールの機能拡張を検討し実施する。 
「情報システム調達のための技術参照モデル（TRM）平成 24 年度版」をツールのセキュリティ要件データベースへ登録し、公開

（平成 25 年 6 月 18 日）。 

④ＣＣＲＡにおける加盟国間の共通セキュリティ要件を策定する活動等に積極的に関与しつつ、我が国の政府機関で統

一した基準となるよう働きかける。 

CCRA の cPP 作成のパイロットプロジェクトとなる USB cPP WG（当初 8 か国、平成 25 年度末では 11 か国が参加）に平成 25

年度より IPA も参画し、国際的な共通セキュリティ要件の作成手順について METI と連携を取りつつ議論。USB cPP WG 参加国

との国際電話会議（年度計 15 回）において要件作成手順の開発に協力。 

１－４．暗号技術の調査・評価 
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平成 25 年度計画 主な実績 

（１）電子政府推奨暗号リストの適切な維持・管理を行うため、ＣＲＹＰＴＲＥＣの事務局を務めるとともに、電子政府推奨暗号

の危殆化をフォローするため、国際会議へ出席し、調査を行う。また、民間セクターにおける暗号利用システムの円滑な移

行を図るための情報提供を行う。 

― 

①暗号技術評価委員会の活動において、情報システム等のセキュリティ技術の基礎となる暗号アルゴリズムの安全性

監視活動を実施するため、国際会議等に年間７回以上参加し、調査を行う。 

暗号技術評価委員会の活動において、情報システム等のセキュリティ技術の基礎となる暗号アルゴリズムの安全性監視活動

を実施するため、国際会議等に年間 9 回参加し、調査を実施。 

②暗号技術活用委員会を主催し、暗号の普及促進、セキュリティ産業の競争力強化に係る検討、暗号政策の中長期的

視点からの取組の検討を行う。 

暗号技術活用委員会の上位の組織にあたる暗号技術検討会において、運用ガイドラインのドラフト版が承認（平成 26 年 3 月

27 日）。 

③各国の暗号普及政策の実施状況、ベンダの対応状況等についての調査を実施し、電子政府推奨暗号リストの有効活

用策として、システム・製品の安全性向上に寄与する運用ガイドラインを作成する。また、暗号人材の育成施策を立案

するための検討を行う。 

暗号の普及促進（暗号の適切な利用）及び暗号利用への取組み強化の一環として、モバイルデバイスの紛失などによる情報

漏えいトラブルの回避策を利用者が自ら行え、学習できるよう、情報の重要度にあわせた対策と、端末や可搬媒体ごとの対策

を平易な記述と表現で解説した、「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」を公開（平成 25 年 4 月 26

日）。 

④「ＣＲＹＰＴＲＥＣシンポジウム２０１４」を開催し、平成２５年度の活動成果を報告する。 
CRYPTREC 活動報告を国内最大の暗号学会 SCIS2014 の特別セッションにて開催（平成 26 年 1 月 23 日）し、CRYPTREC 暗

号リストの内容及び平成 25 年度の活動について広く周知。 

⑤「ＦＣ２０１３」を関連機関と共同で開催し、暗号技術に関する国際的な協力関係の推進を図る。 暗号技術の国際学会「FC2013」（平成 25 年 4 月 1 日～5 日）を AIST、NICT とともに共催し、暗号技術の国際的な発展に寄与。 

（２）技術的評価能力の向上に資する最新技術動向の情報収集等を行うため、ＮＩＳＴ及びＪＩＷＧと定期協議を行う。 NIST との定期協議及び欧州スマートカード認証機関作業部会 JIWG との会合を実施。 

１－５．制御システムの国際的な認証制度への取組 

（１）制御システムのマネジメントシステム適合性評価スキームについて平成２６年度に確立すべく、関係組織を支援する。 ― 

①適合性評価に用いるセキュリティ基準の策定について検討するとともに、スキーム確立に向けた関係組織との連携を

図る。 

認証スキーム及び認証基準案を提案し、これを基に正式な認証制度の検討を開始。JIPDEC に設置された「CSMS 有識者委員

会」及び「CSMS技術専門部会」に参画し、ISMSとCSMSの関係性を分析した結果を提供するとともに、本認証制度で用いる認

証基準の定義及びユーザーズガイドの策定にあたっての技術的な支援を実施。さらに、「日・ASEAN サイバーセキュリティ協力

に関する閣僚政策会議」における ASEAN 側からの要望に基づき、ASEAN 地域の情報セキュリティ強化支援政策の一環とし

て、IPA より ASEAN 加盟 7 か国（カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナム）の官民関係者を対

象として CSMS に関する研修を実施し、スキーム確立に加え、他国への普及についても促進。 

②関係組織と連携し、適合性評価のためのパイロットプロジェクトを推進する。 

IPA より提言したパイロットプロジェクト（適合性評価のための実証実験計画）の一環として、「CSMS 有識者委員会」及び

「CSMS 技術専門部会」に対し、IPA より CSMS パイロット認証（実証実験）を実施するための計画案及び対応する認定機関、

認証機関の条件/体制等を提案。さらに、委員会活動において、本提案に基づく具体的な検討を実施。 

（２）制御機器等の国内評価認証スキームについて平成２６年度の確立に向けて、技術研究組合制御システムセキュリティセ

ンター（ＣＳＳＣ）等関係組織に対して支援を行う。 
― 

①製品認証を実施するための国内スキームを検討するとともに、スキーム確立に向けた関係組織との連携を図る。 
平成 25 年 5 月 27 日にスキームオーナである ISCI、JAB、CSSC 及び IPA による 4 者会議の実施を調整し、JAB と ISCI の間

での MOU 締結がなされたことにより、国内での認定機関設立が確定。 

②関係組織と連携し、製品認証のためのパイロットプロジェクトを推進する。 
CSSC が設置した「評価認証・標準化委員会」における検討への参画に加え、CSSC の実施する認証パイロット事業の仕様の

定義や認証に関する品質維持のための技術等を提供。 

③脆弱性検出業務により得た知見等を活用し、ＣＳＳＣを支援する。 
CSSC における評価認証活動等に対して、IPA で確立したファジング技術の活用手法や脆弱性検査等に関するガイドや技術を

提供。 

２．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～重要インフラ分野等における情報処理システムの信頼性・安全性の向上～ 

２－１．重要インフラ分野の情報処理システムに係るソフトウェア障害情報の収集・分析及び対策 

（２－１－１）重要インフラシステム等のソフトウェア障害情報の収集・分析 

（１）重要インフラ分野等における情報処理システムについて、深刻な影響を及ぼしたシステム障害事例等の品質・信頼性確

保に関する実証的な事例情報を１５件収集するとともに、収集した障害事例情報の分析を行い、事例集として取りまとめ

る。 

一定の機密保持ルールのもとに重要インフラ分野等の企業からの情報提供や有識者からのヒアリング等により、27件 （製

品・制御システム18件、ITサービス9件）の障害事例を収集。並行して、重要インフラ分野等の有識者・専門家の委員を中心と

する委員会を設置し、機構職員とともに、これまでの産学官の連携のもとに蓄積されたソフトウェア・エンジニアリングの幅広

い知見を基礎として、収集した障害事例情報の分析と対策の検討を行い、それらを教訓として一般化・抽象化。 

 これらの教訓を「情報処理システム高信頼化教訓集」として取りまとめ。 
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平成 25 年度計画 主な実績 

（２）国民生活や経済活動に一定以上の影響を及ぼした障害について、事業者が積極的に情報提供を行えるよう、障害情報

を記録する共通様式の設計、機密保持・情報提供の方法に関するルール作成等を行い、事業者等の評価を得て反映す

る。 

情報処理システムの障害事例情報を収集・分析し、社会で共有する仕組みの構築に向け、障害事例ヒアリング、共有グループ

での原因分析／対策検討。教訓の公開時において必要な障害情報を記録する共通様式の設計、障害情報提供に関する機密

保持・情報提供ルールを作成。部会及び WG 委員にルール案を提示し、公開に際しての事例情報の抽象化を明記するなど、

その意見を反映（平成 26 年 3 月）。 

（３）ソフトウェア開発データの活用による情報システムの品質・信頼性向上を目指し、これまでに収集・蓄積したデータに加え

て、新たに２００プロジェクト以上の開発データを収集するとともに、ソフトウェアの品質・信頼性向上に資する項目を加えた

分析を行う。また、ソフトウェアの品質・信頼性向上につながる新たな分析手法の検討等、大学等における収集データの一

層の活用拡大を図る。さらに、情報処理システムの信頼性向上等に事業がどの程度貢献したのかを評価するため、調査を

実施する。 

ソフトウェア開発データのベンチマーキングへの活用により情報システムの品質・信頼性向上に資することを目指し、216 プロ

ジェクトの開発データを収集し、平成 26 年度発行予定の「ソフトウェア開発データ白書 2014-2015」の素案を作成。また、蓄積さ

れているソフトウェア開発データをより一層活用し、ソフトウェアの品質・信頼性向上につながる新たな分析手法の発見等を目

指し、所定の守秘義務の下で蓄積データを東海大学、法政大学に提供し、研究活動に貢献。 

情報処理システムの信頼性向上等に事業がどの程度貢献したのかを評価するため、成果の導入率・有効性についての調査

を実施。 

（２－１－２）重要インフラシステム等のソフトウェア障害の再発防止の導入促進や事例に対する対策支援 

（１）ソフトウェアが関係し得る障害発生時の調査・対策支援を担うための専門的な知見を収集し、分析する態勢を構築する。

また、（２－１－１）で収集・分析した障害の再発防止に向けたシステム開発、運用・管理の継続的なプロセス評価・改善、運

用・マネジメント手法等を整理し、対策手法集として取りまとめる。 

ソフトウェアが関係し得る障害発生時の調査・対策支援に向け、各分野の有識者からなる「製品・制御システム高信頼化部会」

及び「重要インフラ IT サービス高信頼化部会」と連携し、分析する態勢を構築。 

 （２－１－１）（１）の「情報処理システム高信頼化教訓集」と併せて、重要インフラ分野等で適用可能な先進的企業等の取組

み事例を収集し、「障害分析手法・事例集」として取りまとめ、障害再発防止に向けた対策についても取組み事例を収集し、「障

害対策手法・事例集」として取りまとめ。 

２－２．利用者視点でのソフトウェア信頼性の見える化の促進 

（２－２－１）ソフトウェア品質説明力の強化の促進 

（１）ソフトウェア品質説明力の強化のため、製品・サービス等の異なる２０の業界団体に対し、ソフトウェア開発におけるサプ

ライチェーンの実態調査を行い、業界横断的な課題等を体系化し、今後の取組の方向性を明確化する。 

ソフトウェア開発におけるサプライチェーンに係る課題を把握するため、製品・サービス等の異なる 20 の業界団体に加えて、組

込み系、エンタプライズ系、クラウドサービス基盤系、モバイルサービス系計の 12 企業を対象に、ヒアリングを実施。 

さらに、ヒアリングにおける課題を詳細化するために、「ソフトウェア開発の取引構造（サプライチェーン）の実態に関わる課題の

調査」を実施。その結果、新たな課題を抽出し、平成 26 年度以降の取組みの方向性として整理。 

（２）製品・サービス等の異なる２０の業界団体・機関等に対し、ソフトウェア品質確保に関するソフトウェア品質説明力強化ガ

イドラインの説明、利用者や業界等のニーズ把握を行う。このうち、３業界団体について、具体的な制度化に向けた検討体

制を構築する。 

制度ガイドラインの普及を目的に、25 の業界団体・機関等に対して、制度ガイドラインの紹介と、制度構築に対するニーズのヒ

アリングを実施。 

既に継続して連携している CSAJ に加え、新たに 3 団体（IIOT、DEOS 協会、SVA）と制度化に向けた検討体制を構築。 

（２－２－２）ソフトウェア信頼性の見える化促進のための環境整備 

（１）複雑化・高度化する情報処理システムを実現するソフトウェアについて、その高信頼性を確保するため、上流工程での先

進的な設計方法の効果的な適用事例を１０件収集し、分析・整理する。また、内外の状況に応じて既存のガイドラインの見

直しを適宜行う。さらに、ＯＭＧに対し、コンシューマデバイスの高信頼設計のための標準化案の提案を進め、国際規格へ

の反映を目指す。 

先進的な取組みを実施している企業・団体から、「設計手法・技術等の現場への導入上の工夫や実際の導入効果等を記載し

た適用事例」を 13 件 （12 企業 1 団体）収集し、「先進的な設計・検証技術の適用事例報告書」として、（２－２－２）（２）の信頼

性検証手法・技術を含めて取りまとめ。 

（２）ソフトウェアの信頼性検証のための先進技術及びその活用手法について、内外の最新動向を１０件収集する。また、大

学等におけるソフトウェア工学分野の研究提案を公募し、選考・採択した研究を支援する。 

先進的な取組みを実施している企業・団体・大学から、「信頼性検証手法・技術等の現場への導入上の工夫や実際の導入効

果等を記載した適用事例」を 11 件 （7 企業 2 団体 2 大学）収集し、「先進的な設計・検証技術の適用事例報告書」と一体として

取りまとめ。 

２－３．公共データの利活用等政府方針に基づく電子行政システムの構築支援 

（１）政府ＣＩＯ室、経済産業省と連携して「情報連携基盤検討委員会（仮称）」を設置し、海外関連組織との連携を図りつつ、

電子行政システム構築支援にかかる事業（オープンデータ構築支援及び文字情報基盤の活用）について方針の検討とコ

ンセンサス形成を図る。 

文字基盤、語彙基盤の両事業を審議する委員会として、IT 総合戦略本部および内閣官房 IT 総合戦略室と連携する、「情報共

有基盤推進委員会（経済産業省主催、IPA 事務局）を設置。共通語彙基盤と文字情報基盤の両事業についての方向性等につ

いて審議する体制を確立。 

①再利用性の高い情報を公開可能とするための基盤として、語彙の意味、適用ルール等の定義を行い、データベースと

して公開するために、本委員会の下に「コアボキャブラリ検討ＷＧ（仮称）」を設置し、概念設計を進める。 

語彙の意味、適用ルール等の定義を行い、データベースとして公開するため、「情報共有基盤推進委員会」の下に「共通語彙

基盤 WG」を設置し、情報連携用共通語彙基盤データベースの概念モデルの構築に着手。 

再利用性の高い情報を公開可能とするための基盤として、語彙の意味、適用ルール等の定義を行い、データベースとして公開

するために、本委員会の下に「コア語彙検討ＷＧ」を設置し、概念設計を推進。 

②文字情報データベースについて、電子行政オープンデータで採用を検討中のリンク形式に則った文字情報の記述方

式の確立を中心に検討し、詳細仕様をまとめて開発に着手する。 

文字情報データベースについて、電子行政オープンデータ戦略の方針に沿った再利用性の高い文字情報の記述方式を検討

し、詳細仕様をまとめて公開。最終仕様には、経済産業省が実施した「アイディアボックス」への投稿を含め、一般から寄せら

れた意見を反映。 
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平成 25 年度計画 主な実績 

③現在符号化が未実装の約７，０００文字のうち、ISOに受理されている約２，０００文字の漢字符号化提案についてフォ

ローアップを進めるとともに、３，７００文字の異体字識別符号のフォントへの実装を進める。 

現在符号化未実装の約 7,000 文字のうち ISO に受理されている約 2,000 文字の漢字符号化提案についてフォローアップを進

めるとともに、3,700 文字の異体字識別符号について、Unicode コンソーシアムの運用する文字図形データベース（IVD）へ

Moji_Joho(MJ)コレクションとして登録を申請し、受理。Unicode コンソーシアムがパブリックコメントを実施し、寄せられた意見へ

の回答取りまとめ作業を実施(平成 26 年 3 月)。 

④文字情報基盤の活用を進めるため、フォントのダウンロード、文字情報一覧表の提供、簡易検索サービスの提供等を

行っている公開サイトについて、より分かりやすく、使いやすいコンテンツの整備を行う。 

ダウンロード、文字情報一覧表の提供、簡易検索サービスの提供等を行っている文字情報基盤サイトについて、より分かりや

すく、使いやすいコンテンツにデザインを一新して公開。 

以上を実施し、政府、自治体を中心にオープンデータ等についての認知度、調達状況等につき新たに調査するととも

に、文字情報基盤については、調達に活用する自治体数を１５％以上とする。 

「第 7 回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査」の結果、文字情報基盤を調達に活用している自治体

（都道府県・市・特別区）の割合は 16.2%。 

（２）政府CIO室を中心として構築される新たな情報システム調達体制にあわせた検討体制を構築し、調達のための手引書を

作成する。 
次期 TRM 作成に係る新検討体制を構築し、委員会・WG を設置。 

①平成２２年度版の情報システム調達のための技術参照モデル（ＴＲＭ）の実証的評価の結果を反映したＴＲＭ改訂版

を新たな体制の下で作成し、公開する。 

平成 22 年度版 TRM（平成 23 年 6 月公開）に対して実施した実証的評価（平成 24 年 8 月公開）の結果を反映して TRM を改善

し、「平成 24 年度版 TRM」を公開。 

②調達仕様の適正化（非機能要件）、調達プロセスの明確化（共通フレーム）、プロジェクト管理の見える化（定量的プロ

ジェクト管理ツール）の３要素を含めた調達手引書の作成に着手する。 

「非機能要求グレード」（IPA/SEC）の知見を整理し、検討結果を「TRM グレード検討 WG 検討報告書」として取りまとめ。 

「共通フレーム 2013」（IPA/SEC）に基づき、調達プロセスの明確化、プロジェクト管理の見える化を考慮した、「役務調達編」の

改定を実施。 

以上により、ＴＲＭを調達に活用する府省を１０以上、自治体の１５％以上とする。 TRM を実際に活用している自治体（都道府県・市・特別区）の割合は 15.5%。 

２－４．ソフトウェアの信頼性に関する海外有力機関との国際連携 

（１）米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）、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）、独国

フラウンホーファ協会実験的ソフトウェアエンジニアリング研究所（ＩＥＳＥ）等の海外の代表的３機関との意見交換を行う。 

これまで連携をしている海外代表的機関の米国 NIST、米国 SEI、独国 IESE、英国 MISRA に加え、米国 NASA IV&V Facility、

米国ウエスト・バージニア大学（WVU）、蘭国 TNO-ESI、韓国 NIPA との関係を構築。 

（２）国際標準化の議論が進められているベンチマーキング（ＩＳＯ／ＩＥＣ２９１５５シリーズ）、プロセス評価（ＩＳＯ／ＩＥＣ３３００

０シリーズ）について、ソフトウェア開発プロジェクトのデータ収集・分析やプロセス改善等に関する我が国の取組が反映さ

れるように、事業成果に基づく提案を行うとともに、それらの国際規格への反映を目指す。 

ISO/IEC JTC1/SC7 にて進められている IT プロジェクトベンチマーキング、プロセス評価の国際標準化について、国際会議（2

回）に機構から派遣（SC7 総会：平成 25 年 5 月、2 名。WG 合同中間会議：平成 25 年 11 月、2 名）。IPA 成果に基づく規格案を

提案するとともに、エディタとして国際規格の原案に反映。 

３．ＩＴ人材育成の戦略的推進～若い突出したＩＴ人材の発掘・育成及び高度ＩＴ人材育成の体系・客観的な能力基準の普及等～ 

３－１．イノベーションを創出する若いＩＴ人材の発掘・育成と産業界全体への活用の啓発 

（３－１－１）若い突出したＩＴ人材の発掘・育成と産業界全体への活用の啓発 

（１）ＩＴの活用によるイノベーションを創出できる独創的なアイディア・技術を有する若い突出したＩＴ人材を優れた能力と実績

を持つプロジェクトマネージャ（ＰＭ）の独自の指導のもとに発掘・育成する。 

17 件（22 名）を新たな「未踏クリエータ」として採択。PM の指導をより手厚くするため育成期間を 9 か月（平成 24 年度は 7 か月）

とし、平成 26 年 6 月まで育成予定。採択者の平均年齢は 22.0 歳（平成 24 年度：平均 22.7 歳）、最少年齢は 16 歳（平成 24 年

度:19 歳）。 

（２）経営診断や知的財産権等専門性を有するアドバイザーを活用し育成体制の拡充を図る。 
育成体制の充実を図るため経営診断や知的財産権等の専門性を有する産学界の有識者をアドバイザーとして選定（15 名）

し、育成体制を拡充。 

（３）大学、高等専門学校等における個別説明会の実施や教育機関が主催するプログラミングコンテスト等の受賞者に対し

て、取組の紹介や普及啓発を行うことにより、応募件数を１００件以上とする。 

教育機関等が主催するプログラミングコンテスト等との連携を図り、未踏事業の取組紹介、普及啓発を実施し、197 件の申請を

受付。 

（４）我が国の産業活性化・競争力強化に資するため、発掘・育成した若い突出したＩＴ人材による成果等を産業界に対してイ

ベントや交流会開催により周知するとともに、産業界とのビジネスマッチング等の人的ネットワークの拡充を図り、産業界全

体への活用の啓発を行う。また、ビジネスマッチング、PR方策等の実施に当たり、産業界の有識者による検討会を設置す

るとともに輩出した人材による起業・事業化率の向上を目指す。 

未踏事業で輩出した人材の起業・事業化の向上を目指すため、成果、活躍ぶり等を産業界に対して各種イベント、交流会等の

開催を通じ、産業界との人的ネットワークの拡充、人材活用の啓発活動を実施。 

また、ビジネスマッチング、PR 方策等の実施にあたり、産業界の有識者による検討会「未踏マッチング推進検討会」を新たに設

置。 

（３－１－２）特定の優れた技術を持ったＩＴ人材の発掘・育成 

（１）情報セキュリティ分野への関心と技術ポテンシャルの高い全国の２２歳以下の精鋭を一堂に会したセキュリティ・キャンプ

中央大会を、賛同企業会員により構成された「セキュリティ・キャンプ実施協議会」と共同開催し、４０名の受講を目指す。 

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」と協働し、将来の IT 産業の担い手となる優れた若いサ

イバー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 2013」を共催（平成 25 年 8 月 13 日～17

日）。250 名の応募者から 41 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。 
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平成 25 年度計画 主な実績 

（２）「セキュリティ・キャンプ実施協議会」と共同開催で、セキュリティ・キャンプ地方大会を実施し、２０名の受講を目指す。 セキュリティ・キャンプ地方大会を福岡（16 名参加）と沖縄（20 名参加）にて「セキュリティ・ミニキャンプ」と銘打って開催。 

（３）「セキュリティ・キャンプ実施協議会」と共同開催で、情報セキュリティ関連産業界と受講生OBとの交流会を実施する等、

事業終了後の受講生に対するフォローアップの強化を図る。 

セキュリティ・キャンプ修了生同士及び修了生と産業界との交流を拡大・促進するため、「セキリュティ・キャンプフォーラム

2014」を開催。 

３－２．融合ＩＴ人材と情報セキュリティ人材に関する客観的な能力基準の整備及び情報発信 

（３－２－１）融合ＩＴ人材、情報セキュリティ人材のスキル指標等の提示と活用の促進 

（１）「産構審人材育成ＷＧ報告書」における「次世代高度ＩＴ人材像」をインプットの中心とし、これを具体化・詳細化することで

融合ＩＴ人材に必要なタスク等のフレームを整備する。また、融合ＩＴ人材の実態や課題を把握し、民間の取組を促すために

融合IT人材の育成・活用の成熟度モデルとそのレベルに関する指標を策定する。 

「産構審人材育成 WG 報告書」と連絡会の検討成果を受け、「IT 融合人材」の育成に必要となるフレーム（スキル指標）を整備。 

また、企業が自社の取組み状況を客観的に把握するとともに、今後の整備に向けた方向性を見出すことに活用可能な、IT 融

合人材育成を評価する組織能力指標を、「成熟度モデル」として策定。 

（２）ユーザ企業、ＩＴベンダのＩＴ人材を対象に、情報セキュリティに関するタスク・スキルを整理し、スキル標準の見直しを実施

する。 

さらに、スキル標準の利便性向上を目的にセキュリティ脅威別の人材像を明確にするため、情報産業の業界団体や企業

グループに対し、業界が抱える情報セキュリティに関するニーズや課題を調査する。 

IT 企業とユーザ企業の IT 人材を対象として情報セキュリティに関するタスク・スキルを整理し、共通キャリア・スキルフレームワ

ーク（第一版・追補版）の構造にあわせてスキル標準を見直した「情報セキュリティ強化対応 CCSF」を公開（平成 25 年 9 月 4

日）。 

IT 企業とユーザ企業の IT 人材における情報セキュリティの育成ニーズや課題を調査するために、「IT 人材における情報セキュ

リティの育成ニーズ・課題調査事業」を実施し、最終報告書を作成。 

（３）ＩＴスキル標準のアジア各国への導入をフォローするとともに、スキル指標の国際整合性を確保する観点から米欧の先進

事例やアジア市場動向を調査する。これらの活動を通じて、融合ＩＴ人材や情報セキュリティ人材の国際水準を把握し、新た

にシフトすべき重要分野についても調査・分析する。 

スキル指標の国際整合性を確保するため、経済産業省の貿易投資円滑化支援事業の一環として平成 20 年からベトナム、フィ

リピンに対して実施してきた IT スキル標準普及活動の導入後フォローを実施。 

EU（欧州連合）における行政執行機関であるところの EC（欧州委員会）が主催する国際会議（e-Skills and ICT 

Professionalism）へ参加し、日本の IT スキル標準を紹介するとともに、欧州の最新 IT スキル標準の状況などの情報収集を実

施。 

（３－２－２））ＩＴ人材をめぐる動向等の情報発信と新事業支援機関に対する取組 

（１）「ＩＴ人材白書２０１３」における、クラウド等の環境変化の動向や、重点調査事項（グローバルＩＴ人材、Ｗｅｂ人材）から得ら

れたＩＴ人材動向等を踏まえて、「ＩＴ人材白書２０１４」を作成する。「ＩＴ人材白書２０１４」では、特に、ＩＴ人材の「質」の向上の

観点から現状把握、分析及び情報発信を行う。また、アンケートの回収率向上について、中期目標期間中に３０％とするこ

とを目指し、インセンティブの導入、調査先への個別の依頼等、調査方法の見直しを行う。 

「IT 人材白書 2013」におけるクラウド等の環境変化の動向や、重点調査事項（グローバル IT 人材、WEB 人材）から得られた IT

人材動向等を踏まえ、「IT 人材白書 2014」を作成。また、調査方法の見直しにより平成２５年度のアンケート回収率は 19.2％に

向上。 

（２）情報関連人材育成事業を行う新事業支援機関に対して、機構の成果について積極的に情報発信を行う。また、新事業支

援機関からの要請に基づき、機構の成果普及や講師の派遣等を行う。 

新事業支援機関に対して、情報セキュリティ等に関する成果について積極的な情報発信を実施。また、新事業支援機関からの

要請に基づき、講師の派遣を 13 件実施。 

３－３．情報処理技術者の技術力及び国民のＩＴ利活用力の向上を目指した情報処理技術者試験の実施等 

（１）平成２５年度情報処理技術者試験として春期試験（４月）、秋期試験（１０月）及びＣＢＴ方式によるｉパス（ＩＴパスポート試

験（随時））を実施する。その際、情報セキュリティ人材をはじめとするＩＴ人材の多様化と高度化、情報技術の進歩・変化を

反映しつつ、共通キャリア・スキルフレームワークに準拠した試験問題を作成する。 

春期試験は、応募者 193,905 人、211 会場（全国 61 試験地）、秋期試験は、応募者 201,150 人、248 会場（全国 61 試験地）

において滞りなく実施。CBT 方式の IT パスポート試験については、年間を通じて随時実施しており、試験会場は全国 125 会

場（平成 26 年 3 月現在）、試験実施日数は 330 日（年間 365 日の 90.4%）となり、年間延べ約 7,000 回の試験を開催。 

（２）産業界・教育界への広報活動を強化し、情報処理技術者試験、特にｉパスの更なる普及・定着化を推進するとともに、不

断のコスト削減に努め、試験の活用の促進と収益の改善を目指す。 

就職を控えた学生や若手社会人などの若年層をターゲットにした PR を行うとともに、企業・大学を 355 件訪問。 

平成 26 年 1 月以降の応募者は、主ターゲットである 22 歳が昨年の同時期に比べて 60％増加したこと等によって前年同月比

で約 20％増加。特に 3 月は初の月間 1 万人超を達成。この結果、ｉパスの応募者数は 74,391 名（前年度比 108%）。 

コスト削減を推進した結果、応募者の増加と相まってｉパスは単独黒字化し、その他の試験区分も応募者減少に伴う損失拡大

をコスト削減で補填。その結果、試験勘定の損益が改善。 

（３）情報処理技術者試験のアジア各国との相互認証の維持、アジア共通統一試験の定着、国際標準動向との調整等を実

施する。また、関係機関の求めに応じ、バングラデシュへの情報処理技術者試験導入支援、諸外国の情報処理技術者評

価制度等の構築に係る研修に協力する。 

日本の試験制度を親和性の高いものとすべく、ISO/IEC が実施している試験の標準化策定に協力。 

IT 人材の評価制度の一つであるアジア共通統一試験の定着支援を実施。 

12 番目の相互認証国となることを要望しているバングラデシュへのアジア共通統一試験導入支援を実施。 

３－４．スキル標準及び産学連携に関する事業の民間を含めた実施体制の構築 

（３－４－１）活用推進のためのスキル標準の統合 

（１）３つのスキル標準の統合に向けて、ＩＴＳＳユーザの移行を促す目的で、ＣＣＳＦの構造にあわせたＩＴＳＳを構築し公開す

るとともに、統合後のスキル標準のあるべき姿を明確にする。 

CCSF 追補版を基に、IT 企業とユーザ企業の IT 人材を対象として情報セキュリティに関するタスク・スキルを整理し、CCSF 追

補版の構造にあわせてスキル標準を見直した「情報セキュリティ強化対応 CCSF」を公開（平成 25 年 9 月 4 日）。 
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平成 25 年度計画 主な実績 

（３－４－２）民間を含めたスキル標準運営体制の検討 

（１）民間を含めたスキル標準運営体制の構築に向け、スキル標準活用推進における効果（受益者）を明確にする。そのうえ

で、民間を含めたスキル標準活用推進について検討体制を確立する。 

民間を含めたスキル標準の実施体制を構築するにあたり、国・関係団体等の役割を含めたスキル標準の在り方を検討するた

め、経済産業省と共同で「スキル標準のあり方に関する研究会」を確立。 

（３－４－３）産学連携による実践的なＩＴ人材育成に係わる情報発信と情報ハブ機能の民間を含めた実施体制の構築の検討 

（１）産業界及び教育界における産学連携ＩＴ人材育成の取組を情報共有・普及する情報ハブ機能を維持するため、産学連携

推進委員会の運営を行う。 

産学連携による実践的 IT 人材育成の取組みの推進・拡充等を図っていくための情報ハブとして設置された「産学連携推進委

員会」を IPA が事務局として運営。 

（２）産業界及び教育界における自立的産学連携ＩＴ人材育成活動に資するノウハウ、コンテンツを蓄積したＩＴ人材育成ｉＰｅｄｉ

ａを運用し、情報の発信と汎用的教育コンテンツの提供を行う。 

2 種類の「汎用的教育コンテンツ」（「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教育コンテンツ」、「情報セキュリ

ティ実践的教育コンテンツ」）の提供を開始。 

（３）情報ハブ機能の民間を含めた実施体制を構築するため、業界団体等と合意形成のための意見交換を実施するととも

に、検討体制を確立する。 

主要な業界団体、高等教育機関及び学会等と合意形成のための意見交換を実施。 

新たな実施体制の構築に向けて「産学連携推進委員会」で検討を行う体制を確立。 

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．出口戦略を意識した業務運営の不断の見直し 

（１）各事業について実施の妥当性及び出口戦略を意識し、計画の策定、実行、評価、改善のＰＤＣＡサイクルに基づく業務

運営の不断の見直しを実施する。 

戦略企画部と各部署とのディスカッションを通じて、KPI の進捗の共有や課題についての対策を検討。 

平成 26 年度運営費交付金予算の機構内配分調整を実施。 

（２）外部有識者及び第三者の意見・評価、フォローアップ調査、アウトカム分析等により、各事業の厳格かつ客観的な評価・

分析を実施し、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により見直しの実効性を確保する。 
外部有識者で構成される審議委員会や白書の編纂等を通じたフォローアップ調査等により客観的な評価・分析を実施。 

（３）機構内の検討機能を強化するため、事業実施前に部門横断的に方針の情報共有や意見交換会を行う等、事業の運営

方法等が有効かつ効率的なものであるか検証することにより、内部統制の充実・強化を図る。 
毎週開催する幹部連絡会や部長連絡会等を通じて、事業の進捗状況や懸案事項の共有等を実施。 

（４）機構に設置した各種審議委員会による事業評価や有識者・利用者に対するヒアリング（１００者以上）等を行い、その結

果を事業運営に反映させる等、ＰＤＣＡサイクルを実践する。 

事業の潜在的なユーザを中心として「100 者」ヒアリングを実施。平成 25 年度は 183 者に対してヒアリングを実施し、平成 26 年

度計画に反映する等の取組みを実施。 

（５）平成２５年度計画を着実に実施するため、上期終了時点において事業の進捗状況の把握を行うとともに、それを踏まえ

た「平成２５年度下期実行計画」を策定する。また、予算の適切な執行に向け、「中間仮決算」を実施する。 

平成 25 年度計画を着実に実施していくため、「平成 25 年度下期実行計画」を策定。 

さらに、毎月の予算執行管理の結果を「中間仮決算」として取りまとめ、理事会へ報告。 

（６）機構の業務について、監査法人による外部監査のほかに、監事監査や監査室による監査を実施する。具体的には平成

２５年度「監査計画」に基づき、昨年度を中心とする監査結果に対するフォローアップ監査を実施するとともに、ＩＴセキュリテ

ィ認証業務に関する監査、暗号モジュール認証業務に関する監査等の業務監査を実施し、監査結果を業務にフィードバッ

クする。 

平成25年度監査計画に基づき、情報セキュリティ対策の状況等の監査を実施。 

２．機動的・効率的な組織及び業務の運営 

（１）ＰＤＣＡサイクルに基づく業務運営の見直しの結果を反映させるとともに、ＩＴを巡る内外の情勢変化等を踏まえ、運営効

率向上のための最適な組織体制に向けて不断の見直しを図る。 
第三期中期計画の重点課題へ取組んでいくにあたり、3 センターの組織名称の変更を実施。 

（２）組織内外の課題に対応するため、部署を越えた横断的な連携を図り、外部専門人材も含めたワーキンググループやタ

スクフォースの設置等を行うことにより、機動的・効率的な組織･業務運営を行う。 

各部署の外部専門家を主体とする研究会等の柔軟な設置、ワーキンググループ、タスクフォース、外部コミュニティ等の活用に

より、効果的・効率的な事業を推進。 

法人文書の電子化率は全独立行政法人中、2 年連続（平成 23 年度及び 24 年度）で第 1 位。平成 25 年度に作成・取得した法

人文書の電子化率も 98％台の高い水準を維持。 

（３）業務内容や専門性に応じて柔軟に活用できる多様な外部専門人材や先端的なセキュリティ人材を機動的・積極的に活

用し、情勢の変化への対応力を高めるとともに、知識の習得や蓄積を通じて組織のパフォーマンス向上に努める。 

先端的なセキュリティ人材については、機構実施事業の修了生等を中心に募集し、採用する。 

セキュリティ・キャンプ修了生をセキュリティセンター研究員として採用。 

（４）組織内の個々人が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、業績評価制度とそれに基づく処遇の徹底や外部研修の

活用等を積極的に行い、職員の業務遂行能力の向上を図る。 
業績評価制度を着実に実施し、評価結果を賞与及び定期昇給に適切に反映。 

（５）業績評価制度を改善しその評価結果を賞与及び昇給に適正に反映させる。 「業績評価制度」を短期評価として賞与に反映する仕組みを維持しつつ、中長期評価として「能力評価制度」を新たに導入。 

（６）職員の中長期的な育成のため、キャリアステップに応じた階層別研修、高度な専門知識や実践的技能を習得させるテー 会計事務、情報公開、個人情報保護、知的財産権に関する外部研修・セミナー等に計 17 回、延べ 34 名の職員が参加。 
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平成 25 年度計画 主な実績 

マ別研修等を実施する。また、担当業務上の必要性を勘案し、専門的な能力の向上のための研修へも職員を参加させる。 

その他、職員の説明能力向上と職員間の知識の共有を目指した「１ｈｏｕｒセミナー」を適宜、実施する。 

職員間の知識の共有を目指した「1hour セミナー」を計 6 回開催。 

（７）機構における専門性・特殊性の高い業務を継続して行っていく観点から、就職情報サイトの積極的活用や採用説明会の

充実等、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、中長期的視点に立った人材の育成を図る。 

就職情報サイトの積極的活用による新卒採用に注力。 

若手職員を活用した新卒採用説明会を複数回開催するなど採用活動を強化。 

（８）行政改革における人件費削減の要請に応えつつ、限られた人員で効果的・効率的に事業を実施するため、相乗効果を

もたらすような部署間連携の強化を図るとともに、課題解決に対応した最適な組織体制を柔軟に整備する。 
タスクフォース等を設置することにより、部門横断的な情報共有や意見交換を実施。 

３．運営費交付金の計画的執行 

（１）運営費交付金の執行状況について、毎月財務部にて取りまとめ、理事会に報告することによりチェック機能の強化を図

る等、運営費交付金の執行管理体制を強化することにより、事業の性質上やむを得ない案件を除き年度内での計画的執

行を徹底し、予期せぬ運営費交付金債務残高の発生を抑制する。 

また、予期せぬ交付金債務残高についてはその発生要因を分析した上で、次年度以降の適正かつ計画的執行に努め

る。 

執行状況を財務部で取りまとめ、理事会に毎月報告し執行状況の把握及びチェック機能の強化等により、予期せぬ運営費交

付金債務残高の発生を抑制。 

４．戦略的な情報発信の推進 

４－１．ＩＴに係る情報収集・発信等（シンクタンク機能の充実） 

（１）ユーザニーズ等に関する市場動向、ＩＴの技術動向、国際標準化動向等の調査を国内外に亘って行い、情報サービス・ソ

フトウェア産業に係る各種情報を収集し、積極的な情報発信を実施する。 
各月の主要なトピックをまとめた「IPA 情報発信」を当機構関係者に配信するとともに、ウェブサイトで公開。 

（２）海外関連機関との連携強化や国際会議への積極的な参加等を通じ、国際的な情報発信及び国際動向の把握に努め

る。 
海外関係機関と連携強化に向けた意見交換等を実施。加えて、各種国際会議へも積極的に参加。 

（３）ＩＴの安全性・信頼性向上に資する基準・標準の策定及び事業成果の活用に向けたツール化、データベース構築、ガイド

ブック作成等を行い、利便性の高い情報提供を行う。また、構築等に際して、企画の段階から広く一般に意見募集する等、

実効性・有効性の高いツール等の整備に努める。 

新たな取組みとして、「文字情報基盤データベース」の構築にあたって、経済産業省が運営するアイディアボックスを活用した

国民からの意見聴取を実施。 

（４）高度な情報サービスの利用を通じた我が国の国民生活の向上及び産業の発展のために、研究会等により数年先の市

場動向及び技術動向を見据え今後注力していくべき技術分野等の抽出を行う。 

閉塞的な社会構造や産業構造を IT の利用により打開することを目的とした「社会課題ソリューション研究会」を設置し 3 回開

催。議論の結果をまとめた「中間とりまとめ」を公表（平成 26 年 3 月）。 

（５）機構のニューヨーク事務所を活用し、米国におけるＩＴの最新動向の把握に努める。 IT の国際動向レポート「ニューヨークだより」を機構関係者に配信するとともに、ウェブサイトでも公表。 

（６）機構と関連のある情報サービス産業関係団体との間で、トップレベルでの定期的な意見交換会を開催し、ユーザニーズ

やＩＴ関連の市場動向の把握に努める。 
情報サービス関係団体との間でトップレベルの意見交換会を 5 回開催。 

（７）最先端の分野における知見を高めるため、専門家を招いた勉強会等を定期的に開催する。 オープンデータやソフトウェア高信頼化分野に係る勉強会を計12回開催。 

４－２．戦略的広報の実施 

（１）機構ウェブサイトについて、コンテンツの充実を図り、有益かつ迅速な情報提供に努めるとともに利用者の利便性向上を

図るため、ウェブサイトの画面構成の改善等に努める。また、事業成果の主要なものについては、遅延なくウェブサイトに

掲載する。 

ウェブサイトのリニューアルを実施（平成 25 年 6 月 1 日）。 

各事業成果などのプレスリリース、情報セキュリティに関する緊急対策情報のほか、公募情報、入札情報などの最新情報をタ

イムリーにウェブサイト上で公開。 

（２）新たに導入したウェブサイトのコンテンツマネジメントシステムを円滑に運用するため、運用マニュアルを整備するととも

に各部門ウェブ担当者を対象とした研修を実施する。 
機構内ウェブサイト担当者向けの研修を実施。 

（３）事業案内パンフレットを最新の情報に更新する。 事業案内パンフレットを発行（平成 25 年 9 月 30 日）。 

（４）国際的な視点に立ったＩＴの最新情報を発信し、我が国全般のＩＴ力向上に資することを目的として内外の有識者による講

演等によって構成する「ＩＰＡグローバルシンポジウム２０１３」を開催する。 

また、開催結果の分析を行い、その内容を踏まえ翌年度の主催行事についての具体的な開催計画の策定に取組む。 

機構の中核イベントである「IPA グローバルシンポジウム 2013」（平成 25 年 5 月 23 日）や個別専門分野のイベント・セミナーを

開催。 

東京オリンピック開催を見据えた「サイバーセキュリティシンポジウム 2014」を他機関・民間に先駆けて開催。 

（５）機構の事業活動への理解及び事業成果の利用促進等を図ることを目的として、広報誌「ＩＰＡ ＮＥＷＳ」を６回発行する。 広報誌「IPA NEWS」を隔月で計 6 回発行。 
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平成 25 年度計画 主な実績 

（６）第三期中期計画に掲げた５００件以上の報道発表の実現に向け、積極的に報道発表を実施する。また、個別取材対応

を積極的に行うほか、成果内容に関する解説等の記事寄稿に取組み、機構及び事業成果の認知度向上に努める。 

旬のテーマに絞った個別メディア向けの取材誘致活動や特集等のメディアへの企画の提案を積極的に実施。 

ＩＰＡウェブサイトのサクセス数は過去最高の 1 億 8 千万台を突破（前年度比 12.9％増）。 

（７）機構の行う公募、入札、イベント・セミナー情報等について、「メールニュース」等を通じた積極的な情報提供を行うととも

に、毎月の事業成果について、「情報発信」として広報する。 

セキュリティ対策情報、情報処理技術者試験情報等、メールニュースや SEC メールマガジンを活用し積極的に情報発信。 

毎月の事業成果やイベント予告等を「情報発信」として広報。 

（８）動画共有サイト、ＳＮＳ等外部サービスを活用し、より広範な事業成果の普及を図る。 
「IPA Channel」（YouTube）にて 207 本の動画を公開（前年度比 82％増）。 

Facebook に機構のページを開設（平成 25 年 6 月）。情報セキュリティに関する情報等 78 件を配信。 

５．業務・システムの最適化 

（１）第二期中期計画で構築した共通基盤システムを安定的かつ安全に稼働させるため、運用に係る作業の統合化を目指

す。また、利用者に最適なパフォーマンス、利便性を提供するとともに、統合による運用コストの適正化を図る。 

「共通基盤システム」、「ネットワーク」や「メール」等のインフラ環境の効率的な運用を目指し、個別に実施していたシステムの

稼働維持支援業務（「ネットワークシステムの稼働維持支援業務」及び「共通基盤システムの稼働維持支援業務」）を統合させ

たことにより、統合前と比較し運用コストを約 14%削減。 

（２）第二期中期計画で実施したプロジェクト管理のノウハウを機構内で情報共有するため、進捗管理やコミュニーケーション

管理等のツール配布やプロジェクトの状況を確認するためのポータルサイト等の環境整備を行う。 
「共通基盤システム」の構築時に活用したプロジェクト管理ツールを他部門で利活用できるように構築。 

（３）ウェブアプリケーションを利用した会議やポータルサイトのコンテンツの充実等により、作業効率の向上を目指した業務プ

ロセスの改善を図る。 

インタラクティブプロジェクターやワイヤレス機器等を導入。在席の把握などが簡単に行える「在席管理システム」を全職員に導

入。 

（４）業務実施、業務の引継ぎ、内部統制等に活用されるべき業務マニュアルの拡充と関連部門への周知を行う。業務マニュ

アルの整備に当たっては、審査・登録、台帳管理、周知・啓発、質問・改善要求対応、自己点検等を行う全体的な体制を構

築して実施する。 

電子決裁の Web 化等に伴うマニュアルの改訂や、Web 会議サービス及び当該サービスに係る使用機器利用手順等の作成を

実施。 

６．業務経費等の効率化 

（１）厳密な予算執行管理を継続して実施し、適正な執行を図る。運営費交付金を充当して行う業務においては、第三期中期

目標期間中、一般管理費（人事院勧告を踏まえた給与改定分、退職手当を除く｡）及び業務経費（新規分、拡充分を除く｡）

について、毎年度平均で前年度比３％以上の効率化を行う。 

運営費交付金予算を平成 24 年度比 3％削減。 

財務部により理事会に毎月報告を実施し、組織全体として執行状況の把握、チェック機能を強化する取組みを推進。 

（２）役職員の給与水準については、国家公務員の給与構造改革等を踏まえた適切な見直しを実施するとともに、ラスパイレ

ス指数、役員報酬、給与規程及び総人件費を公開する。また、給与水準についての検証を行い、これを維持する合理的な

理由がない場合には必要な措置を講じることにより、給与水準の適正化に取組み、その検証結果や取組状況を公開する。 

IPA ウェブサイトにおいて、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程及び総人件費を公表中。 

学歴・勤務地域を勘案したラスパイレス指数は 97.3 で、国家公務員の給与水準を下回っていることを検証。 

７．調達の適正化 

（１）契約事務マニュアル、入札説明書ひな型等を随時改訂し、事務処理の一層の標準化・効率化を図る。 

また、財務部内に設置した契約相談窓口による事前確認により、事業の目的に合致した入札・契約方法の選択及び手

続きの適正化を推進し、やむを得ない案件を除き、一般競争入札等（競争入札、企画競争及び公募）により調達を行うとと

もに、これら契約状況を適時適切に公開する。 

さらに、財務部内及び事業本部間で、契約の履行情報等の共有を推進し、トラブル等諸問題への迅速な対応に努める。 

より競争性の高い方式を採用する余地がないか検討したうえで契約方式を選定。企画競争・公募も含めた一般競争入札等の

割合は92.9％と高い水準を維持。 

平成19年4月から対象となるすべての契約に係る情報をウェブサイトで定期的に公表。 

（２）随意契約等見直し計画に基づき、一者応札・一者応募となった場合には事後調査を行い、問題点を把握しその改善に努

める。 

一者応札・一者応募の解消に向けて、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するなどの取組

みを実施。一般競争入札における一者応札件数は 2 件のみ。 

（３）入札・契約の実施方法及び一者応札・一者応募について、契約監視委員会及び監事等による監査を受ける。 

さらに、入札・契約の適正な実施について、監事等による監査を受ける。 

契約監視委員会を 2 回開催し、契約の点検及び見直しを実施。加えて、四半期ごとに契約状況を監事に報告し、入札・契約の

適正性について監査を実施。 

８．機構のセキュリティ対策の強化 

（１）情報管理委員会の開催、職員教育、自己点検等を通じ、各部門の業務遂行において情報セキュリティ基本規程及びそ

れに基づく情報セキュリティ対策基準が遵守されるよう、徹底を図る。 

新任職員に対して、情報セキュリティに関する基本事項についての講習会を計 6 回実施。 

監査室が実施した情報セキュリティ対策の実施状況に関する監査結果及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一

基準」の改訂に伴い、機構の情報セキュリティ基本規程及びそれに基づく対策基準の見直しに着手。 

（２）情報セキュリティ対策実施手順等の充実を図るとともに、情報漏えい防止等を目的とするシステム機能強化を行う。 私物 USB 等外部記録媒体の接続を制御する機能を導入。 

 


