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●新たな脅威への迅速な対応等の情報セキュリティ対策等の強化

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

KPI/指標

実績
2産業分野
拡大

― ― ― ―

指標

・ｱﾝｹｰﾄ：
　200者以上
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：
　30者以上

・ｱﾝｹｰﾄ：
　200者以上
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：
　30者以上

・ｱﾝｹｰﾄ：
　200者以上
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：
　30者以上

・ｱﾝｹｰﾄ：
　200者以上
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：
　30者以上

・ｱﾝｹｰﾄ：
　200者以上
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：
　30者以上

実績

・ｱﾝｹｰﾄ：
　1,040者
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：
　30者

― ― ― ―

指標 年20回以上 年20回以上 年20回以上 年20回以上 年20回以上

実績 29回提供 ― ― ― ―

指標

実績 1団体 ― ―

KPI/指標 50名以上 50名以上 50名以上 50名以上 50名以上

実績 58名登録 ― ― ― ―

第三期中期計画期間における指標及び平成25年度達成実績
第三期中期目標におけるKPI 第三期中期計画における評価指標 備考

平成27年度までに新たに200団体以上
の商工三団体の傘下団体等に対して協
力を依頼

機構から情報を提供・共有した企業、個人等に対し、毎年度２００者以
上のアンケート、３０者以上のインタビュー、Ｗｅｂサイトを用いた意見
収集等を行い、ニーズや課題を把握する。また、これらを元に提供・共
有する情報の改善、Ｗｅｂサイトで利用ガイダンスを提示するなどの
フィードバックを行うことにより満足度の向上を図る。なお、意見の収集
とフィードバックは、担当を一元化して、的確な対応ができる体制とす
る。

【目標１】
重要インフラ等に対するサイバー
攻撃に関する情報共有の取組み
について、機構が情報を収集・提
供する産業分野を深化・拡充す
る。（現状、重工・電力・ガス・石
油・化学の５分野）

関係機関等との連携を図ることで、新たに５つ以上の産業分野と情報
の収集・提供を開始する。また、本取組みによる情報共有について、
サイバー攻撃対策への有効性を高めるため、関係機関等との調整の
上、攻撃事例の対象範囲の拡大を図るとともに、サイバー攻撃解析協
議会の活動等を通じて解析手法の高度化を行い、提供する情報の内
容を充実させる。

中期計画期間中に新たに5つ以上の産業分野と
情報の収集・提供を開始

【目標２】
ウイルス等の機構が、収集・分
析・提供・共有した情報等に関し、
当該情報等が提供・共有された
企業・個人の、当該情報等に対す
る満足度の割合を８０％以上とす
る。

【目標４】
標的型攻撃等サイバー攻撃の脅
威への対応策に関するガイドライ
ン等の機構の成果の普及能力を
倍増する。（現状、定期的周知４
万社、普及活動に協力するＩＴコー
ディネータ等２５０名）

【目標３】
情報セキュリティに関する信頼で
きる情報源として機構に対する期
待の割合を２５％以上とする。（２
０１１年：１９％、２０１２年：２０％）

【目標２】
満足度：88％（平成25年度時点）

【目標３】
期待の割合：19％（平成25年度時点）

平成２７年度までに、新たに２００団体以上の商工三団体の傘下団体
等に対して、当該団体等のメールマガジンや機関紙を通じた「今月の
呼びかけ」、「注意喚起」等の周知について協力依頼を行い、周知先の
拡大を図る。

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、機構成果物の普及活動に協力するＩＴコーディネータ等（セキュリ
ティプレゼンター）の登録者数を毎年度５０名以上ずつ増加させる。

機構の提供する情報が国民から信頼できる情報源として広く認知され
るよう、先端的なセキュリティ人材の活用等により最新技術情報の収
集・分析を行い、技術的なレポート等として提供（年２０回以上）、事業
実施を通じて得た知見の活用による「情報セキュリティ白書」の定期的
な出版などにより情報の信用度を向上させる。また、（目標４）の成果
普及能力の倍増に加え、若年層を対象とした情報セキュリティ普及啓
発コンテストの募集を全国の小中高等学校に対して行うにあたり、併
せて機構の成果物を紹介するなどにより、機構の認知度向上を図る。

日本商工会議所のウェブサイトのトップペー
ジに記事を掲載。傘下の514商工会議所へ
の依頼に先立つ周知を開始。

【目標４】
定期的周知先：8万2千社（平成25年度時
点）



●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

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

KPI/指標

障害情報を
収集する仕
組みのとりま
とめ

2以上の産
業分野追加

2以上の産
業分野追加

2以上の産
業分野追加

2以上の産
業分野追加

実績 ※ ― ― ― ―

指標
200プロジェ
クト以上

200プロジェ
クト以上

200プロジェ
クト以上

200プロジェ
クト以上

200プロジェ
クト以上

実績
216プロジェ
クト収集

― ― ― ―

指標

実績
25の団体・
機関及び12
企業

― ― ― ―

指標 10件以上 10件以上 10件以上 10件以上 10件以上

実績 13件収集 ― ― ― ―

指標

実績
25の団体・
機関

― ― ― ―

先進的な設計方法の適用事例13件に加え
て、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は、事例を
11件収集。

中期計画期間中に20団体・機関以上

中期計画期間中に20団体・機関以上

【目標２】
情報処理システムの信頼性の向
上に係る成果の有効性（役立った
と回答する者の割合）を５０％以
上とする。（２０１２年：４２％）

【目標３】
情報処理システムの信頼性の向
上に係るガイドライン等の機構の
成果について、企業等への導入
率を３５％以上へ高める。（２０１１
年：３１％、２０１２年：３０％）

中期目標期間において製品・サービス等の異なる２０以上の業界団
体・機関等に対し、障害発生度合いの低減方策やソフトウェア品質確
保に関する継続的な意見交換を行う関係を構築し、ガイドライン等の
企業等への導入を促進する。

【目標３】
導入率：第二期までの成果の参考値とし
て、40％（平成25年度時点）
（平成25年度は第三期中期計画期間の初
年度であるため、第二期中期計画期間まで
の成果のフォローアップとして調査を実施）

中期目標期間において製品・サービス等の異なる２０以上の業界団
体・機関等に対し、情報処理システムの信頼性の向上に関する継続的
な意見交換を行う関係を構築し、業界等の抱えるニーズや課題を把握
する。

ソフトウェアの上流工程での先進的な設計方法の効果的な適用事例
を各年度において新たに１０件以上収集、また、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関する内外の最新動向
を収集し、そうした知見を基礎として、効果的な成果のとりまとめに反
映する。

【目標２】
有効性：第二期までの成果の参考値とし
て、60％（平成25年度時点）
（平成25年度は第三期中期計画期間の初
年度であるため、第二期中期計画期間まで
の成果のフォローアップとして調査を実施）

第三期中期計画期間における指標及び平成25年度達成実績
第三期中期目標におけるKPI

※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。作成した様式・ルール等を
活用し、製品・制御システム分野、ITサービ
ス分野の2分野で27件の障害事例を収集
し、「情報処理システム高信頼化教訓集」、
「障害分析手法・事例集」、「障害対策手法・
事例集」として取りまとめを実施

第三期中期計画における評価指標 備考

【目標１】
情報処理システムに係る障害情
報について、電力・ガス等の主た
る重要インフラ等の産業分野から
新たに情報を収集する。

情報処理システムに係る障害情報について、初年度においては収集
した障害事例の分析から障害情報共有の有効性や、分野横断で障害
情報を収集する仕組み（情報収集のための共通様式、機密保持等の
ルール）をとりまとめる。２年度目以降は、重要インフラ等から各年度
において新たに２以上の産業分野を加え、障害情報の収集体制を構
築・拡充する。さらに、収集した障害情報の分析を行い、類似障害の未
然防止につながるガイドラインや障害発生度合いの傾向分析等のレ
ポートとして取りまとめる。

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、各年度において新たに２００プロジェクト以上の開発デー
タを収集し、収集した情報の分析を行う。



●IT人材育成の戦略的推進

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

指標 100件以上 130件以上

実績 197件 ― ― ―

指標

実績 23.7％ ― ― ― ―

指標

実績 6種類 ― ― ― ―

指標

実績 19.2% ― ― ― ―

セキュリティに関するスキル指標をはじめとするスキル指標の活用率
等、我が国IT人材の現状を的確に把握するため、ＩＴ人材白書（ＩＴ人材
の育成実態に関する年次報告書）のアンケート回収率を３０％以上と
する。（平成２４年度：１５．１％）。これら、実態をより把握した白書を活
用して、ベンダ・ユーザ各社へのスキル指標の利用を促す。

中期計画期間中に30％以上

【目標１】
若い突出したＩＴ人材の発掘にお
いて、特に秀でていると認定され
る者（スーパークリエータ）の割合
を３０％以上とする。（２０１１年：２
１％）

【目標２】
情報セキュリティ人材の能力整備
基準（スキル指標）の企業での活
用率を３０％以上とする。（２０１０
年：１９％、２０１１年：２０％（一般
的なＩＴ人材の能力整備基準活用
率））

第三期中期目標におけるKPI 第三期中期計画における評価指標 備考

順次拡充

中期計画期間中に10種類以上 【目標２】
活用率：15.9％（平成25年度時点）
（第三期中期目標期間は、情報セキュリティ
人材の能力整備基準（スキル指標）を指標
としている）

第三期中期計画期間における指標及び平成25年度達成実績

中期計画期間中に30％以上

若い突出したＩＴ人材の発掘促進のため、新たに大学やプログラミング
コンテスト等の主催者との連携を順次拡大し、大学における個別説明
会の実施やプログラミングコンテスト等の受賞者に対する普及啓発を
行う。この結果、初年度の応募件数１００件以上とし、さらに各年度に
おいて順次拡充し、最終年度には応募件数１３０件以上とする。（平成
２４年度：８９件）

若い突出したＩＴ人材の育成のため、産業界との人的ネットワーク拡
充、経営診断や知的財産権など専門性を有するアドバイザーの活用
を新たに行い、加えて、産業界への啓発活動を行う。この結果、輩出し
た人材による起業・事業化率を３０％以上とする。（平成２０年度から平
成２２年度の事業修了者の起業・事業化率２５．２％）

情報セキュリティ人材育成のため、当該人材が備えるべきスキルを、
標的型攻撃など１０種類以上のセキュリティ脅威別に明確にする。

【目標１】
平成25年度採択分は、平成26年6月末日ま
で育成・開発期間であるため、平成26年度
にスーパークリエータを認定予定
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