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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．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～  

＜中期計画＞（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 

＜中期計画＞（５）制御システムの国際的な認証制度への取組 

急速に変化しつつある脅威を的確に把握し、ウイルス・不正アクセス等の情報を積極的に収集・分析

し、傾向や対策の情報発信を行うとともに、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、初動対応や対応策の検討など、高度な提案を行います。 
脆弱性関連情報届出制度を着実に実施し、関係者との連携を図りつつ確実に利用者に提供する環境を

整備するとともに、注意喚起による危険回避や対策の徹底を図ることで、情報セキュリティリスクの低

減に貢献します。 
重要インフラ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調査・協力を行うとともに、

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を提示します。 
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、及び制御機器等の国内評価認証スキーム

について、関係機関に対して支援を行い、制御システムの安全性を評価するスキームの確立と普及に貢

献します。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① スマートデバイスやパソコンの不正動作を解析・検証する環境をデモンストレーションに活用 

既存の疑似インターネット環境に加え、標的型攻撃メールに添付されたウイルスの動作を解析す

る環境及び、スマートフォンの不正アプリについての解析環境を構築しました。解析結果は J-CSIP1

において情報共有するなどの活用を行いました。これらの解析環境を IPA 外へ安全に持ち出せるよ

うにした上で、政府機関や一般企業の幹部などに対して、普段は見ることのできないウイルス感染

とその被害についての実体験を通してセキュリティ対策強化の動機付けを与えるため、標的型攻撃

メール及びスマートフォンウイルスの動作デモンストレーションを 44 講演実施しました。 
② サイバー情報共有イニシアティブ「J-CSIP」の活動拡大と、連携強化 

重要インフラ等の情報セキュリティ対策向上を図る J-CSIP について、平成 25 年 6 月より NISC2

セプターカウンシル3における「標的型攻撃に関する情報共有体制（C4TAP）」との間に脅威情報の

相互共有体制を確立させたことにより、情報共有先となる産業分野が 2 分野拡大しました。参加組

織についても、7 組織が新たに J-CSIP に参加したことで 46 組織まで拡大しました。本活動の成果

などにより、参加組織内での甚大な被害発生はありませんでした。 
また、経済産業省の「経済産業省・関係機関情報セキュリティ連絡会議」（平成 25 年 7 月設置） 

内において、標的型攻撃メール等の情報共有を行う「脅威情報共有 WG」の事務局を JPCERT/CC4

と共に務め、経済産業省及び同省所管の 10 の独立行政法人との間で情報共有活動を開始しました。 

                                            
1 J-CSIP(Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan)：IPA を情報ハブとして、参加組織間で情報共有を

行い、高度なサイバー攻撃対策に繋げる取り組み。 
2 NISC(National Information Security Center)：内閣官房情報セキュリティセンター。 
3 政府機関から独立した会議体として、分野横断的な情報共有等の連携を推進。 
4 JPCERT/CC(Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)：（一社）JPCERT コーディネーションセンター。 

＜中期計画の達成状況＞ 

ウイルス・不正アクセス等の情報を積極的に収集・分析し、傾向や対策の情報発信を行うとともに、

技術的レポートの提供を中期計画を上回る 29 回行いました。「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（15,512 件）への対応を実施

しました。 
脆弱性関連情報届出制度を着実に実施し、分析環境を整備するとともに、注意喚起の発出や技術情

報の提供、開発者へのツール提供等を行いました。また、「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」に情

報提供された 20 の不審ファイル等をサイバー攻撃解析協議会へ提供し、NICT5等と連携して解析精

度の向上を図りました。 
重要インフラ等について、サイバー情報共有イニシアティブ「J-CSIP」を着実に運用し、情報共

有先として産業分野を 2 分野拡大させ、また、共有情報の充実に向け継続的に検討を実施しました。 
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及び制御機器等の国内評価認証スキー

ムについて、関係機関に対して支援を行い、制御システムの安全性を評価するスキームの確立に向

けた活動を行いました。 

＜主要政府機関などに対する 
デモンストレーション＞ 

実施日 会合等の名称 依頼元 

9 月 5 日 副大臣会議 内閣官房 

9 月 19 日 政務官会議 内閣官房 

1 月 29 日 
幹部を含む省員向

け勉強会 
外務省 

2 月 21 日 

3 月 6 日 

情報セキュリティ

勉強会 
NISC 

1 月 8 日 省内研修 経済産業省 
 

＜J-CSIP 取扱い件数の推移＞ 

 

＜J-CSIP の活動＞ 

                                            
5 NICT(National Institute of Information and Communications Technology)：（独）情報通信研究機構。 
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③ 「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」の制度改善により国際的な整合性を向上 

告示に基づく脆弱性の届出（平成 25 年度は約 870 件）について脆弱性関連情報の円滑な流通及

び対策の普及を図るための官民の連携体制である本パートナーシップについて、課題の対応策を反

映した「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」の改訂案を公開しました（平

成 26 年 3 月）。また、グローバルに脆弱性の情報を流通させるに当たり、同様分野の国際標準と

のギャップ、国際的対応が想定される場面などを調査し、「情報セキュリティ早期警戒パートナー

シップにおけるグローバル化の課題と今後の方針 調査報告書」を公開しました（平成 26 年 3 月）。 
④ 個人開発者等が脆弱性を作り込まないための学習ツールを提供し、サイバー攻撃等への対策強化 

これまで、スマートフォンに対する脅威は、もっぱら不正アプリによりもたらされてきましたが、

今後は、PC がそうであったように、脆弱性を狙った標的型攻撃に移行すると予想されることから、

開発者がなるべく脆弱性のないアプリを提供していくことが大切です。そこで、スマートフォン

OS である Android のアプリ開発者向けに、実習形式で学べるツール「Android アプリ脆弱性学習・

点検ツール AnCole（アンコール）」を開発しました。本ツールでは、脆弱性を作り込んでしまう原

因や対策を 7 の学習テーマで学び、開発したアプリの問題点の有無を点検することができます。 

ウェブアプリケーション及びサーバ・デスクトップアプリケーション分野の脆弱性についても、

「脆弱性体験学習ツール AppGoat v2」を引き続き提供しつつ、開発経験の浅い初心者から上級者

までがより実践的な内容を学習できるよう、13の学習テーマを追加しました（合計31学習テーマ）。

これらのツールを用いることにより、必要な対策を効果的に行うことができます。 
⑤ 制御システムに対する国際的な相互承認スキームの確立による認証取得の容易化 

制御機器のセキュリティ強化のため、米国 ISCI6が運営する EDSA7認証制度の国内導入を推進す

るため、まず、EDSA の認証基準が我が国になじむよう、改訂要求等の国内意見を ISCI へ提案し、

平成 25 年 4 月の改訂版への反映を実現させました。次に、認証機関の認定なども国内で実施でき

るようにするため、ISCI、ANSI8、JAB9及び IPA による 4 者会合（平成 25 年 3 月）を通じ、JAB
が正式に日本国内の認定機関として登録され、まず、国内での認定スキームを確立しました。さら

に、この認定スキームに基づいて、平成 26 年 3 月に CSSC10が正式な認証業務を実施するための

資格を取得したことで、日本国内で EDSA 認証制度の運用が可能となりました。 
また、制御システムのセキュリティ・マネジメントに関する国際規格（CSMS11）への適合性を

評価する認証スキームを国内に確立すべく、IPA の策定したパイロット認証プロジェクト計画に基

づくパイロット認証事業（経済産業省委託事業。受注者は JIPDEC12）において、委員会、部会等

を通じ、関係組織に対して技術的支援を提供しました。パイロット認証案件 2 件が認証を得たこと

で、CSMS 認証スキームが日本国内で開始されました（平成 26 年 4 月）。 

これらにより、国際基準に即したセキュアな制御システムの開発と普及、さらに制御システムを

組み込んだプラントの海外輸出事業の促進が期待されます。 

                                            
6 ISCI(ISA Security Compliance Institute)：EDSA 認証の制度運営元。 
7 EDSA(Embedded Device Security Assurance)：制御機器（組込み機器）のセキュリティ保証に関する認証制度。 
8 ANSI(American National Standards Institute)：米国国家規格協会。 
9 JAB(Japan Accreditation Board)：（公財）日本適合性認定協会。 
10 CSSC(Control System Security Center)：技術研究組合制御システムセキュリティセンター。 
11 CSMS(Cyber Security Management System)：制御システムの管理・運用に関する標準。 
12 JIPDEC(Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community)：（一財）日本情報経済社会推進協会。 

＜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改訂のポイント＞ 

主要な改善点 効果 
脆弱性情報の公表基準についての見直し 開発者から全ユーザへ通知済みの場合は、公表によるリスクを回避 

製品利用者への公表前の通知 公表によりユーザに生じる不都合への配慮 

制御システムの定義を新設 制御システムの取扱いの明確化 

 
＜Android アプリ脆弱性学習・点検ツール AnCole（アンコール）＞ 

 
 

＜EDSA 及び CSMS 認証スキームによる認証・評価＞ 

 

制御機器に関する認証制度が、日本国内で運用可能になりました。 
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＜中期計画＞（２）情報セキュリティ対策に関する普及啓発 

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、更なる啓発活動を実施します。 
また、情報セキュリティに関する脅威を分析・評価し、情報提供を行うとともに、社会的要請に応じ

て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、情報提供を行います。 
さらに、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

や技術共有等に取り組みます。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① ポータルサイトで広く国民に向けた情報セキュリティに関する情報を集約し、提供 

国内の情報セキュリティ関連情報を集約したポータルサイト「ここからセキュリティ！」を引き

続き運用し、様々な視点で作成されたコンテンツを紹介しました（アクセス件数 37 万件超）。紹介

するコンテンツの追加を随時行いつつ、適宜特集を組むなどして、サイトの内容が新鮮に保つよう

配慮し、利用者のニーズに合わせた情報提供に努めることで、国民のセキュリティ意識の向上に貢

献しています。  
② スマートフォンのセキュリティ対策推進 

スマートフォン乗っ取りをテーマにした映像コンテンツ「＜乗っ取り＞の危険があなたのスマー

トフォンにも！」を制作し、IPA Channel（YouTube）に公開しました。このコンテンツは、平成

24 年度までに制作したスマートフォン向けの映像コンテンツと合わせて三部作構成となっており、

スマートフォンのウイルス、紛失及び乗っ取りについてドラマ仕立てで注意を促す啓発動画となっ

ています（三部作の全閲覧回数 3 万回超。映像コンテンツの総閲覧数は約 16 万回）。 
また、IPA ウェブサイトで公開中の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）のポスターを、東京メトロの全 156 駅構内で掲示しました（平成 25 年 8 月 2 日～8 日）。掲

示期間中のアクセス数は通常の 4.5 倍に増加（1 日当たり平均 86 件→391 件）しました。さらに、

首都圏を走る JR、東京メトロ、東急電鉄のトレインチャンネルにおいて、スマートフォンをテー

マとした啓発映像を放送し、利用に際して特に注意すべき点について普及しました。  
③ 学校教育へ情報モラル教育を働きかけ、コンクール開催によりセキュリティ意識向上に貢献 

小中高等学校の児童・生徒を対象とした「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」を開催し、本コンクールへの参加を通じた子供たちのセキュリティ意識向上に貢

献しました。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 点で、合計

は過去最多となる 33,335 点となりました（24 年度比 19.3%増）。応募作品の中から入選作品 50
点を決定し、各地のイベントや警察署などで展示して、一般の方々へのセキュリティ意識啓発に活

用（全国 40 ヵ所、のべ 60 回）するとともに、情報モラル教育に積極的に取り組んだ 69 校を学校

賞として表彰しました。さらに、コンクールの応援隊長であるはりねずみ「まもるくん」を授賞式

や展示イベントにおいて計 13 回登場させ、子どもたちや地域の方などへ、より一層の啓発を図り

ました。  
④ 東京オリンピック開催へ向けたセキュリティ対策の普及啓発 

2020 年夏季オリンピック・パラリンピックの東京開催に向け、わが国において為すべきサイバ

ーセキュリティの対策推進に向けた課題の提起と意識の醸成を目的とした「IPA サイバーセキュリ

ティシンポジウム 2014」を開催しました（平成 26 年 2 月、参加者 434 名）。ロンドンオリンピッ

クにおけるサイバーセキュリティの最高責任者であったオリバー・ホーア氏による基調講演のほか、

2020 年における脅威を予想する講演及びパネルディスカッションを実施し、6 年後のオリンピッ

クについて関心が高まる中、他に先駆けてセキュリティ対策の重要性を提起しました。 
 

＜中期計画の達成状況＞ 

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の啓発活動を実施しました。 
セキュリティプレゼンターの登録者は 58 名増加しました。また、「今月の呼びかけ」の定期的周知

先は、8 万社以上に達しました。 
「情報セキュリティ事象被害状況調査」、「情報セキュリティに対する意識調査」を実施し、また、

「情報セキュリティ白書」を刊行するとともに、社会的要請に応じた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、報告書を公開しました。 
機構が情報セキュリティに関する情報等を提供・共有した企業・個人へアンケートやインタビュ

ーを実施した結果、当該情報等に対する満足度の割合は 88 ％であり、高い評価を得ています。 

 
＜掲示ポスター＞ 

 

＜「ここからセキュリティ！」の特集企画＞ 

時期 ターゲット 内容 

夏休み 
（7 月～8 月） 

青少年 ネット利用の注意点 
クイズ学習企画 

情報セキュリティ 
国際キャンペーン 

（10 月） 

在日外国人 各国語コンテンツ 
（7 か国：ブルネイ、インドネシ
ア、フィリピン、シンガポール、

タイ、ベトナム、中国） 
情報セキュリティ月間

（2 月） 
全般 政府広報室、NHK などの 

コンテンツ掲載 
 

＜映像 DVD 教材＞ 

  

＜コンクール応募点数の推移＞ 

 

       . 

＜ポスター部門最優秀賞＞ 

 
＜IPA サイバーセキュリティシンポジウム＞ ＜コンクール表彰式＞ 

ロンドンオリンピックのサイバーセキュリティ 

最高責任者オリバー・ホーア氏による基調講演 

  
 

30,000 
約 33,000 件 

平成 24 年度  平成 25 年度 

0 
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⑤ 内部不正ガイドラインの活用促進 

企業等において必要な内部不正対策を効果的に実施可能とすることを目的として公表した「組織

における内部不正防止ガイドライン」（日本語版平成 25 年 3 月、英語版平成 25 年 9 月）の普及に

あたり、ガイドラインにおける各対策の実現に参考となる具体的ソリューションを紹介することが

効果的であるため、JNSA13へ働きかけを行い、「内部不正対策ソリューションガイド」の作成に協

力しました（平成 25 年 12 月 26 日 JNSA より公開）。また、JNSA 主催のシンポジウム NSF 2014
（平成 26 年 1 月）でガイドラインについて発表しました。本ガイドラインの活用促進により、効

果的な内部不正対策がより多くの組織に広がることが期待されます。 
⑥ 情報セキュリティに関する脅威の分析・評価により、脅威に対する対策を提供 

「情報セキュリティ事象被害状況調査」、「情報セキュリティに対する意識調査」の調査データな

どを元に、以下の分析活動を行い、情報セキュリティ対策推進への取組みを実施しました。 
＜フィルタリングや、機器・記録媒体の持ち込み・持ち出しの制限の効果を統計学的に解明＞ 

「情報セキュリティ事象被害状況調査」のデータをもとに、ウイルス感染防止対策の効果を

RIETI14と共同で統計的に分析した結果、ウェブ閲覧のフィルタリングと機器・記録媒体の持ち込

み・持ち出しの制限が、統計学的に有意なウイルス感染確率の減少効果をもたらすことが判明しま

した。本分析の結果は、専門家向けに RIETI ディスカッションペーパーとして公表（平成 25 年 10
月）するとともに、一般向けにウイルス感染リスクを低減する効果的な対策として紹介するため、

テクニカルウォッチ「企業における情報セキュリティ対策効果に関する検証」として公表（平成

26 年 3 月）しました。 
＜パーソナルデータ保護に関する統計的分析を実施し、利用に対する影響要因や対策等を分析＞ 

氏名や住所など利用者個人の情報（パーソナルデータ）を活用した行政や民間のオンラインサー

ビスの利用促進にあたり、どのような利用者意識が影響するのかを統計的に分析し、テクニカルウ

ォッチ「パーソナルデータを活用したオンラインサービスに有効な個人情報保護対策」として取り

まとめました（平成 26 年 3 月）。本活動により、リスクや利得に比較して、サービス事業者に対

する信頼感が、利用者の利用意図に最も影響を与えることが確認されました。また、行政のオンラ

インサービスでは第三者機関の設置が信頼感の向上に有効であることが明らかになり、「マイナン

バー法」の附則において記述されている「マイ・ポータル」の利用促進に対して、同法に関連して

設置予定の第三者機関「特定個人情報保護委員会」が有効な対策となる事が示唆されました。 
⑦ 情報セキュリティ白書の刊行と普及及び各国との情報共有活動を実施 

情報セキュリティの現状や、今後の対策のための役立つ情報を提供するため、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

版しました（平成 25 年 9 月）。一般の方が容易に購入できるようにするため、アマゾンや全国官報

販売共同組合からの取次販売による全国一般書店への販売を実施し、平成 25 年度は 2,038 部を販売

しました（総売上額 1,790,590 円）。アマゾンでは、カテゴリ別ベストセラーランキング 1 位を獲得

しました（複数回。図は平成 26 年 1 月 3 日）。さらに、日本の動向を各国と共有するため、英語版

を作成し、JPCERT/CC や JICA15などの国際関連機関へ配付しました。 
 

                                            
13 JNSA(Japan Network Security Association)：NPO 法人 日本ネットワークセキュリティ協会。 
14 RIETI(The Research Institute of Economy, Trade and Industry)：（独）経済産業研究所。 
15 JICA(Japan International Cooperation Agency)：（独）国際協力機構。 

＜内部不正防止ガイドラインの概要＞ 

 

チェックシート 

 

 

 
＜ウイルス感染確率の減少効果＞ 

 

R_in/out：機器や記録媒体の持込み・持出しの制限   WCF：ウェブ閲覧フィルタ 

空白は、効果があるという結果が統計学的分析からは得られなかったことを表します。 
 

＜パーソナルデータを活用したオンラインサービスに有効な個人情報保護対策＞ 

 

 

 
＜情報セキュリティ白書＞ 

  
 

 

各項目について 

関連部門でチェック 

 

利用者 
 

第三者の保証 
があれば信頼できる 

周囲の評判を 
知ることで信頼 

行政の 
オンラインサービス 

民間の 
オンラインサービス 

ベストセラーランキング 1 位 
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＜中期計画＞（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 

国内外においてセキュアな製品を享受できる環境を整備するために、IT セキュリティ評価及び認証制

度を、業務改善を図りつつ着実に実施します。 
また、暗号・セキュリティ製品やモジュールの認証・暗号技術等の国際標準化に係る国際会議等に参

加します。暗号モジュール試験及び認証制度については、人材の育成を図るとともに、米国との共同認

証制度を確立します。 
さらに、政府調達等の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に

対して情報提供や普及啓発を行います。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① 国際標準化活動への参画により、脆弱性関連情報に関する対策の普及等に貢献 

ISO/IEC JTC1 SC2716の活動にエキスパートとして参加し、種々の国際標準策定に我が国代表と

して参画しました。IPA 職員は、暗号関連を担当するワーキンググループ（WG）のコンビーナ（主

査）及びセキュリティの評価等を担当する WG の副コンビーナを務めており、主導的な役割を担

っています。平成 20 年度頃から国内外に働きかけを行ってきた成果として、「情報セキュリティ早

期警戒パートナーシップ」に関係する脆弱性情報の開示規格（ISO/IEC 29147）及び脆弱性ハンド

リングプロセス規格（ISO/IEC 30111）について国際標準が発行されました（平成 26 年 2 月）。  
② 国際標準に基づくセキュリティ要件の活用促進による、セキュアな IT 製品の利用を推進 

安全性の高い IT 製品の利用を推進するため、デジタル複合機、ファイアウォール等の製品分野

毎に考慮すべきセキュリティ上の脅威と、それに対抗するための国際標準に基づくセキュリティ要

件を記載した「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」の原案を作成しました（平成 26
年 5 月 19 日に経済産業省より公開）。本リストは、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統

一基準」で参照され、情報セキュリティに配慮した IT 製品の政府調達を実効的かつ効率的に行う

ために活用されることになります。また、原案策定の過程で得た、政府機関の調達担当、ベンダな

どからの疑問点等に対応した、活用のための解説集として「ガイドブック」を作成しました。「ガ

イドブック」の利用により本リストの活用が一層進むことで、考慮すべきセキュリティ上の脅威に

漏れなく対抗する機能を備えた IT 製品が適切なコストで調達されることが期待されます。  
③ ハードウェアのセキュリティ評価ツールの整備及びセキュリティ評価人材育成 

近年クレジットカードなど多くの国民が所持している IC カードに対する攻撃が増加しており、

製品の開発過程を保証する高いレベル（EAL6 以上）の評価・認証への需要が出てきているため、

最も高い EAL7 の IC カードの具体的な評価手法を作成しました。さらに、EAL6、EAL7 に対応す

る評価能力を検査するためのテストビークルを作成し、高レベルの評価・認証ができる体制の構築

を進めています。また、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脆

弱性の分析が行える評価人材の育成を目的として、評価ツールの提供を開始しました。平成 25 年

度には、IC カードベンダ、評価機関、大学へ提供（29 回）を行うことにより評価人材の育成を行

いました。さらに、利用者によりシンポジウム（SCIS）での成果報告がなされるなど、将来の IC
カードの安全性向上等に貢献しました。 

                                            
16 情報セキュリティ関連の国際標準化活動を行う委員会。 

＜中期計画の達成状況＞ 

IT セキュリティ評価及び認証制度においては 43 件の認証書を発行し、国際協調のために業務改善

を行いつつ、認証書発行までに要した日数を 37 日以内に収めるなど、着実に実施しました。 
セキュリティ製品、暗号モジュールの認証、暗号技術等の国際標準化に係る国際会議等に参加し国

産技術の標準化などを目指した活動を行いました。 
暗号モジュール試験及び認証制度においては 3 件の認証書を発行し、制度を支える人材を育成する

ためのツール整備を行うとともに、米国との共同認証制度の確立に向けて最終調整を行いました。 
政府調達等の情報セキュリティの確保に資するため、「政府統一基準」の改定に合わせて「IT 製品

の調達におけるセキュリティ要件リスト」の原案を作成し、政府及び地方公共団体の調達担当者に対

して、認証取得製品の情報提供を行いつつ、活用のためのガイドブックを作成しました。 

 
＜「要件リスト」と「ガイドブック」＞ 

 
 

＜評価ツール整備による人材育成＞ 

ガイドブック 

 

・関連情報 

・詳細な注意点 

・例外事項 経済産業省 
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＜中期計画＞（４）暗号技術の調査・評価 

電子政府推奨暗号リストの適切な維持・管理を行うために、CRYPTREC17の事務局を務めるとと

もに、国際会議へ出席して調査を行うことにより、電子政府推奨暗号の危殆化をフォローします。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① 国際的な標準技術仕様への国産暗号の提案 

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について、近年、様々な国際

標準化や規格化に際し、各国が自国の暗号アルゴリズムを採用するよう働きかけを強めている中、

日本でも、平成 22 年から経済産業省が日本国産暗号の採用を TCG18に働きかけてきました。その

一環として、平成 25 年度には、TCG と連携関係にある IPA 主導で、日本国産暗号である Camellia19

の提案活動を実施しました。その成果として、Camellia が次期セキュリティチップ仕様書（TPM20 
2.0）への採択に至りました。これらの国際標準化活動により、日本国産暗号の安全性や調達容易

性が確立され、日本の情報セキュリティ産業の競争力向上が期待されます。 
② 暗号の普及促進、セキュリティ産業の競争力強化、暗号政策の中長期的視点からの取組みの検討 

「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」を公表（平

成 24 年度）後、平成 25 年度から体制を変更した CRYPTREC の事務局として、暗号技術活用委

員会を 3 回主催しました。本活動において、SSL/TLS21の構築に係る運用ガイドラインの検討、セ

キュリティ産業の競争力強化や、暗号の中長期的な普及・政策の検討を行い、必要な情報収集のた

めに、政府関係団体及び業界団体へのヒアリング、標準化団体間の情報共有等を実施しました。そ

の結果、暗号技術検討会において、情報を安全に送受信するための仕組みである SSL/TLS の構築

に係る運用ガイドラインのドラフト版が承認されました（平成 26 年 3 月）。 
③ 電子政府推奨暗号の信頼性維持のため、最先端の情報を収集 

暗号技術評価委員会の活動の一環で、CRYPTREC 暗号リストに掲載している暗号アルゴリズム

が安全であることを監視するため、IPA は国際会議等に年間 9 回参加して最先端の情報を収集し、

危殆化（危険な状態になること）が無いことについて継続的に調査しました。この活動などにより、

CRYPTREC 暗号リストを安心して参照することができるようにしています。 
④ 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 

CRYPTREC で指摘された課題の「暗号アルゴリズムの普及促進やセキュリティ産業の競争力強

化」に取り組む際の問題点を明らかにするため、「暗号利用環境に関する動向調査」に着手しまし

た。また、暗号の適切な利用に係る普及促進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

報の重要度に合わせた対策と、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」を公開しました（平成 25 年 4 月）。 

                                            
17 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。 
18 TCG(Trusted Computing Group)：コンピュータの信頼性と安全性を向上させるための標準技術を策定する業界団体。 
19 Camellia：NTT と三菱電機により、2000 年に共同で開発された暗号方式。 
20 TPM(Trusted Platform Module)：コンピュータの内部に搭載されるセキュリティチップ。 
21 SSL/TLS(Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)：インターネット上で情報を安全に送受信するための仕組み。 

＜中期計画の達成状況＞ 

電子政府推奨暗号リストの適切な維持・管理を行うために、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、国際会議へ出席して調査を実施しました。 
また、国産暗号アルゴリズムの普及を目指して、国際的な団体での認知を促す活動を行いました。 

 
＜CRYPTREC の体制＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

暗号技術活用委員会 • 暗号の普及促進/産業の競争力強化 

• 暗号の利用状況調査と必要な対策の検討 

• 暗号政策の取組検討 

CRYPTREC 暗号技術検討会 

暗号技術評価委員会 • 暗号技術の安全性及び実装に係る監視 

• 次世代暗号に関する調査 

• 暗号技術の安全な利用に関する調査 

      

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

利用実績調査 
小改定 

利用実績調査 
全面改定 

2016年度 2022年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

公募を含まない小改定に向けた作業 

 

CRYPTREC暗号リストの改定方法のイメージ 

... 

公募を含む小改定に向けた作業 

全面改定に向けた作業 

利用実績調査 
小改定 

利用実績 
調査 全面改定 

随時改定 
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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～ 

 

＜中期計画＞（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 

重要インフラ分野における情報処理システムについて、品質・信頼性確保に関する実証的なデータの

収集を継続し、業種を越えて、運用・利用面での障害事例を社会で共有する仕組みを構築することによ

り、障害が起きた場合にも、国民生活や経済活動への影響を極小化する IT 社会を実現します。 
システム開発や運用・管理の継続的なプロセス評価・改善手法を策定し、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を行います。 

 

平成 25 年度の主な実績 

① これまで社外提供されることのなかった機微性の高いシステム障害情報事例を収集し、教訓集と

して取りまとめ、加えて障害情報を社会で共有するための機密保持・情報提供ルール等を整備 

 金融、交通、情報通信など、私たちの生活や社会・経済活動における重要インフラは、ソフトウ

ェアを含む IT サービス22や製品機器によって支えられています。ところが、近年、IT サービスや

製品機器の障害が発生し、重要インフラが一時的に利用できなくなり、大きな混乱が生じるケース

が増えています。私たちが安全で安心な生活や社会・経済活動を続けられるためには、製品機器／

IT サービスの一層の信頼性向上が求められます。 
 そこで、IPA では、国民生活や社会・経済基盤を支える重要インフラ分野等における情報処理シ

ステムの信頼性向上のため、システムの障害事例情報の分析や対策手法の整理・体系化を通して得

られる「教訓」を業界・分野を超えて幅広く共有し、類似障害の再発防止や影響範囲縮小につなげ

る仕組みの構築に着手しました。具体的には、システムの構築や運用の形態が大きく異なることか

ら、重要インフラ分野等における情報処理システムを構成する『製品・制御システム23』と、重要

インフラ分野等の『IT サービス』の 2 種に分けて以下の活動を実施しました。 
１）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・専門家から

のヒアリング等により、27 件24（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

するとともに、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・抽象化して、「情報処理システム高信頼化教訓集」として取りまとめました。併せて、障害情

報の分析において、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先進的企業等の取組み

事例を収集し、「障害対策手法・事例集」として取りまとめました。 
 

                                            
22 重要インフラ分野等の情報処理システムのうち、エンタプライズ系システムや IT を利用し、または提供して行っているサービスに

関する事例を「IT サービス」として分類。 
23 重要インフラ分野等の情報処理システムのうち、組込みシステム（製品において各種センサなどを用いて制御を行っているシス

テム）に関する事例を「製品・制御システム」として分類。 
24 平成 25 年度計画の目標値：15 件。 

＜中期計画の達成状況＞ 

 これまで社外提供されることのなかった機微性の高いシステム障害情報事例を収集し、教訓集とし

て取りまとめ、「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。」とした中期計画の目標を達成しました。

さらに、平成 25 年度計画での目標値である 15 件を大きく上回る 27 件（製品・制御システム 18 件、

IT サービス 9 件）の障害事例を収集し、年度計画における成果指標を大幅に凌駕しました。 
 また、障害情報を社会で共有するための機密保持・情報提供ルール等を整備し、「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）を取

りまとめる。」とした中期計画の目標を達成しました。 

＜重要インフラ分野等の障害情報収集・分析実績＞ 
 
 

 
 部会委員からは活動を通じて、以下のコメント。 

・他分野の事例の中に参考になるところがあった。 

・自社事例を“教訓”化するための議論の中で、 

 “気づき”を得ることがあった。 

信頼性向上のため業種を 

越えて知見を共有。 

 民間では収集が困難な機微情報の収集・分析。 ＜特徴＞ 
・非公開の事例情報等を基に取りま
とめた教訓集。 

・企業・業界を超えて幅広く共有・
応用できることに重点をおいて、
教訓を類型化しており、世の中に
これまでなかった教訓集。 

※1 JASA(Japan Embedded Systems Technology Association)：（一社）組込みシステム技術協会。 
※2 JEITA(Japan Electronics and Information Technology Industries Association）：（一社）電子情報技術産業協会。 
※3 JUAS(Japan Users Association of Information Systems）：（一社）日本情報システム・ユーザー協会。 
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２）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、及び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しま

した。中期計画における「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）を取りまとめる」という目標を達成し、平成 26 年度以降は、これら作成

した様式等を活用し、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・拡充していきます。 
 
３）ソフトウェアが関係し得る障害発生時の調査・対策支援を担える機関への発展に向け、知識の

蓄積とスキル向上や分析を進めていくために、各分野の有識者（約 25 名）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

態勢を構築しました。また、ソフトウェア障害に対して、メディアへ技術的情報を提供しました

（例えば、日経コンピュータ「動かないコンピュータ」（平成 26 年 4 月 3 日号）への取材対応）。 
 
４）情報処理システムの障害事例情報を収集・分析し、社会で共有するという取組みについて、外

部技術展の ET201325併催の JASA 主催 IPA 共催セミナー（平成 25 年 11 月）及びソフトウェア

ジャパン 201426の IT フォーラムセッション（平成 26 年 2 月）の受講者に紹介するとともに、

アンケートを実施しました。アンケート結果によれば、98％が「本取組みは社会にとって有用」

と非常に高い関心を示し、さらに 66％が「成果は自社に役立つ」という現場にすぐに適用可能

な取組みであることを理解していただきました。また、部会委員からは平成 25 年度の活動を通

じて、「他分野の事例の中に参考になるところがあった。自社事例を“教訓”化するための議論

の中で、“気づき”を得ることがあった。」という声が上がっており、障害情報の共有は、参加者

にもメリットを示せており、今後の障害情報収集体制の拡充に向け活動を推進していきます。こ

れらの社会のニーズに基づき、今後、成果物の教訓集や事例集などを含めて普及促進を図ってい

きます。 

                                            
25 ET2013（Embedded Technology 2013）：組込み総合技術展 2013。 
26 ソフトウェアジャパン 2014 とは、（一社）情報処理学会主催の IT プロフェッショナル（実務家）、産業界向けのシンポジウム。 

＜社会で障害情報を共有するための機密保持・       ＜類型化された教訓情報の共有により 
  情報提供ルール・記録様式等を整備＞         類似障害の発生が防止され、信頼性が向上＞ 
 

 

＜ソフトウェアが関係する障害発生時に情報を収集・分析する態勢を構築＞ 

 
   ＜IPA の障害情報の教訓共有の取組み活動への関心＞ 

 

今後の産業分野別の障害情報収集体制の構築に資する 

機密保持・情報提供ルール・様式等を整備。 

・各分野の有識者と連携し、分析する態
勢を構築。 
・収集した情報から対策支援情報等を
分析。 
・メディアへの技術的情報の提供。 

 

 
 

 

98％が社会にとって有用な取組み

と回答。 
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＜中期計画＞（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 

ソフトウェアの信頼性に関する表示を行う仕組みを構築し、サプライチェーンにおけるソフトウェア

品質のトレーサビリティの確保を図るとともに、第三者が確認を行うソフトウェア品質説明力強化の取

組を促進します。 
上流工程での先進的な設計方法の効果的な適用事例を収集し、適用のためのガイドライン等を策定す

ることで、ソフトウェアの高信頼性を確保するとともに、ソフトウェアの信頼性検証のための先進技術

の適用促進、信頼性検証技術の活用手法の提供を行います。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① ソフトウェアの信頼性・安全性等に関する品質説明のための制度ガイドラインに準拠した、品質認証制

度の実運用をCSAJ27が開始、加えて IPA では制度化に向けた検討体制を新たに 3団体と構築 

 今日、利用者が安心して製品、サービスやシステムを使えるようにするためには、製品・システ

ムの供給者が、高度化・複雑化する製品・システムの品質確保に努めると同時に、信頼性をはじめ

とする品質について、利用者に対する十分な説明責任を果たす必要性が増加してきています。そこ

で IPA では以下の取組みを実施しました。 
１）制度ガイドラインの公開 

 第三者が客観的かつ専門的な立場から供給者の品質説明の適切性を利用者の代わりに確認し、

結果を利用者に理解できる形で提供する仕組みの導入を推進し、製品・サービス分野に依存しな

い共通的な観点で、かつ、利用者に分かりやすい仕組みを構築するための要求事項を整理した「ソ

フトウェア品質説明のための制度ガイドライン（以下、「制度ガイドライン」という。）」を取り

まとめました。さらに制度ガイドラインの適用第一号として、平成 24 年度から IPA の実証実験

プロジェクトチームにて実証確認を進めてきた CSAJ が PSQ28認証制度の運用を開始しました

（平成 25 年 6 月）。また、CSAJ の PSQ 認証制度は、平成 25 年度末までに 9 社 13 製品（勘定

奉行など）が認証を取得し、取得企業からは、「社外に対する品質アピールが容易になった」、「申

請書類の作成と試験文書の確認が開発工程や管理体系の見直し・改善に役立った」などの声が聞

かれ、制度ガイドラインの目的が制度設計に有効に反映されていることを確認できました。 
２）制度ガイドラインの普及・制度化に向けた検討体制の構築 

 制度ガイドラインの普及を目的に、製品・サービス等の異なる 25 の業界団体・機関等29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しました。利用者

に対する品質説明や客観的な品質確認の仕組みが、今後重要になるという点について賛同する意

見が 25 件中 13 件と多数ありましたが、一方で、品質説明力強化のためには、制度化以前に、利

用者にとっての妥当な品質基準の定義やその評価技術の選択と適用が難しいというコメントが 5
件あり、これを課題と認識し、今後の活動において対策を検討していきます。 
 さらに、平成 25 年度は既に継続して連携している CSAJ に加え、新たに 3 団体（IIOT30、DEOS
協会31、SVA32）と制度化に向けた検討体制を構築しました。IPA は 3 団体との制度検討に積極

的に参画し、制度ガイドラインをベースとした制度設計の具体化に貢献しました。IIOT からは、

「品質確認の仕組みを構築しようとする取組みにおいて、制度設計の指針を示しているガイドラ

インは有効」という高い評価を得ました。また、経済産業省が開催した「医療用ソフトウェアに

関する研究会」に参加し、関連調査報告書に制度ガイドラインの内容が詳細に紹介されました。 
                                            
27 CSAJ(Computer Software Association of Japan)：(一社)コンピュータソフトウェア協会。 
28 PSQ(Packaged Software Quality) 
29 平成 25 年度計画の目標値：製品・サービス等の異なる 20 の業界団体・機関等。 
30 （一社）IIOT(international internet of things international interoperability testing)：急速に拡大する情報通信市場における Android

機器等のオープン・ソース・ソフトウェアを活用したスマートデバイスに代表される情報通信機器の国際的な品質確保に向けた検
証、認証事業の構築、及び人材育成を目的として活動。 

31 DEOS(Dependable Embedded Operating Systems)協会：（一社）ディペンダビリティ技術推進協会。（独）科学技術振興機構の戦略的創
造研究推進事業 CREST の研究領域として DEOS プロジェクトが 2006 年に開始され、2013 年 10 月にこのプロジェクトで研究開発され
た成果を広く利用され、更に発展させ、世の中のシステムのディペンダビリティ向上に貢献していくために一般社団法人として発足。 

32 SVA(Smart System Verification and Validation Technology Association)：（一社）スマートシステム検証技術協会。 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

 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 25 の業界団体・機関等に対して実施しました。これは平成 25
年度計画での目標値である 20 の業界団体・機関等を上回る実績であるとともに、「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。」とし

た中期計画の目標達成に向けて、継続的に意見交換を実施します。 
 また、“ソフトウェアの品質を第三者が確認する”制度構築の指針をまとめた制度ガイドラインに

準拠した、品質認証制度の実運用が CSAJ で開始されました。 
 さらに、先進的な設計手法・信頼性検証手法・技術等の取組み事例を 24 件収集し、適用事例報告

書として取りまとめ、「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。」とした中期計画の目標も凌駕しました。 
＜制度ガイドライン公開（IPA）及び PSQ 認証制度運用開始  ＜制度ガイドラインの紹介、及び制度構築に 
（CSAJ）の共同記者発表（平成 25 年 6 月）＞          対するニーズのヒアリング先＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
＜制度ガイドラインに基づく制度化に向けた検討体制構築の状況＞ 

※1 DEOS プロセスとは、オープンシステムディペンダビリティの実現のためのプロセスで、開発・運用を一体化した反復的プロセス。 
※2 D-Case とはシステムライフサイクルの様々な場面で、利害関係者同士が合意を得るために用いる構造化されたドキュメント。 

この取組みにより、利
用者への品質説明力
強化の動きが加速。 

・ＩＩＯＴ、DEOS 協会、SVA とは共同検討

体制を構築。 

・CSAJ とは、PSQ 認証制度のクラウドサ

ービスへの拡大計画に際し、制度関連

委員会の活動を支援。 

・25の業界団体・機関等に対して、制度ガイドラインの紹介 

 及びニーズのヒアリングを実施。 

・網掛けは共同検討体制構築団体。 

 

NO 業界団体・機関等 分野

1 （一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 情報

2 （一社）コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 情報
3 （一社）情報サービス産業協会（JISA） 情報

4 （一社）ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS） 情報

5 （一社）電子情報技術産業協会（JEITA） 情報
6 （一社）日本ソフトウエア産業協会（NSA） 情報
7 NPO法人 ITコーディネータ協会（ITCA） 情報
8 NPO法人 ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム（ASPIC） 情報
9 NPO法人 日本データセンター協会（JDCC） 情報
10 （一社）IIOT 検証
11 （一社）ＩT検証産業協会（IVIA） 検証
12 （一社）スマートシステム検証技術協会（SVA） 検証
13 （一財）日本品質保証機構（JQA） 認証
14 （一財）医療情報システム開発センター（MEDIS） 医療
15 （一社）日本画像医療システム工業会（JIRA） 医療
16 （一社）保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS） 医療
17 （一財）日本自動車研究所（JARI） 自動車
18 （公社）自動車技術会（JSAE） 自動車
19 （一社）日本ロボット工業会（JARA） ロボット
20 （一社）流通システム開発センター（DSRI） 流通
21 （一社）日本教育工学振興会（JAPET） 教育
22 （財）地方自治情報センター（LASDEC） 地域
23 モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC） モバイル
24 日本アミューズメントマシン工業協会（JAMMA） ゲーム
25 （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA） 宇宙
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② ソフトウェアの信頼性確保へ向けたソフトウェア開発におけるサプライチェーンの業界横断的

な課題の抽出に着手 
 情報処理システムの構築やソフトウェア開発における取引構造（以下、「ソフトウェア開発にお

けるサプライチェーン」という。）に関しては、これまで我が国の多くの情報サービス産業では、

受託開発型のビジネスモデルなど多重下請構造に象徴される固定的でピラミッド型の産業構造が

形成される傾向が見られました（右上段の図を参照）。こうしたピラミッド型の産業構造のもとで

は、ソフトウェアの信頼性は開発段階で確保すべきものとして、関係事業者においてソフトウェア

品質の確保のための所要の取組みがなされてきました。近年、製品・システムの高機能・多機能化

が加速し、その実現手段としてのソフトウェアも急速に大規模・複雑化してきています。このため、

ソフトウェア開発現場では、複数事業者による分業化や、ソフトウェア部品・OSS33導入等、開発・

調達手法の多様化、更には今までとは異なった業種・国籍等の取引業者との関係構築等も拡大する

など、ソフトウェア開発におけるサプライチェーンにも大きな変化が見られます。さらに、クラウ

ドサービスやスマートフォンの普及により、最近では、製品・サービス等が相互に接続されるシス

テム間連携や、利用者が製品やサービスを選択し組み合わせる利用形態などが一般化しています。

このため、既存産業の変容、異業種の融合、新たな産業分野の創出といった動きの拡大により、ソ

フトウェア開発におけるサプライチェーンが大きく変化し、事業者の想定とは異なる利用形態、動

作環境の下でソフトウェアの利用に伴う信頼性確保など、新たなサプライチェーンの形成による課

題への対応の必要性が高まっています。 
 こうした認識のもと、IPA では新たな取組みとして、利用者の安全・安心に関わる信頼性の確保

のため、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抽出して、今後の取組みの方向

性を明確化しました。 
 具体的には、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の計 12 企業を対象に、ヒアリングを実施しました。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」を実施しました。その結果、以下に示す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しました。 
 
【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例】 

ⅰ）利用者が製品やサービスを選択し組み合わせる利用形態では、品質確定のタイミングが利用

者側にシフトし、従来行ってきたソフトウェア開発段階での取組みのみでは不十分（右中段

の図を参照）。 
ⅱ）製品の出荷時に想定が困難な利用方法や、異なる信頼性レベルの異種製品・サービスの連携・

組合せに関する動作検証、単独事業者による動作保証やシステム全体の安全性や品質などの

信頼性確保がこれまで以上に複雑化・困難化（右下段の図を参照）。 
ⅲ）OSS の利用、既存コンポーネントの再利用、アウトソーシング、ネットワークを通じたシ

ステム間連携などブラックボックス化部品によるサプライチェーン上のトレーサビリティ分

断、オープン化により従来に比してより複雑なハザードリスク分析、サイバーセキュリティ

対策への取組みの困難化。 
                                            
33 OSS(Open Source Software) 

＜従来型のソフトウェア開発におけるサプライチェーンの例＞ 

 

【出典】情報サービス・ソフトウェア産業維新（平成 18 年 9 月：産構審情報サービス・ソフトウェア小委員会）

「図２－１－１： ソフトウェアライフサイクルと産業構造の関係」より抜粋。 
 

＜健康管理サービスにみられるソフトウェア・サプライチェーンの変化と課題例＞ 

 
【新たな課題例】利用者が製品やサービスを組み合わせて使用 
        品質確定のタイミングがソフトウェア開発段階から利用者側にシフト 

 
＜相互に接続される“複数の”製品・サービス＞ 

 
スマートフォンと自動車がつながる世界に
なり、相互に連携するソフトウェアの信頼性
の確保が課題。 
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③ 先進的な設計手法・信頼性検証手法・技術等の取組み事例を 24 件収集し、適用事例報告書とし

て取りまとめ、加えて適用事例セミナーによる普及展開 
１）先進的な設計手法・信頼性検証技術の適用事例集を作成及び先進的取組み組織との連携体制構築 

 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

するためには、上流工程での要件定義や設計が極めて重要で、かつ、正しいソフトウェアを正し

く開発していることを確認する検証・妥当性確認技術、並びに手法の重要性も増大しています。

このための先進的な設計手法・信頼性検証手法・技術等に関しては、従来から様々なものが紹介

されていますが、どのように導入してよいか分からない、導入効果が不明等の導入障壁が存在し

ていました。 
 そこで IPA では、先進的な取組みを実施している企業・団体・大学から、「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34（12 企業 1 団体）

収集し、「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」についても 11 件35（7 企業 2 団体 2 大学）収集し、計 24 件の取組み事例を「先進的な設

計・検証技術の適用事例報告書」として取りまとめました。 
 また、ソフトウェア高信頼性を確保するための設計及び検証の先進技術とその活用手法につい

て、定期的な情報交換を行う連携体制を 8 組織（AFFORDD36、JCOSE37（INCOSE）、DEOS 協

会、JUSE38、JASA、JAXA39、AIST40、ITA41）と構築しました。 
２）適用事例セミナー実施による先進的手法の普及展開 

 収集した先進技術の適用事例から、設計手法 3 件、信頼性検証手法 1 件に関してセミナーにて

紹介しました（平成 26 年 3 月）。講演内容に関しては、約 8 割が満足という回答で、アンケート

のコメントは、「普段触れられない事例を一般に展開する、良いセミナーだと思った」、「これまで

のセミナーでは、具体事例の講演がなかったので、これからも今回のようなセミナーが開催され

ることを期待する」など、よい評価を得ています。 
 また、ソフトウェア安全という新分野の創設者で世界的な第一人者のマサチューセッツ工科大

学（MIT）ナンシー・レブソン教授と、JAXA のプロジェクトを支援し、実証的な検証や運用等を

行っている有人宇宙システム（株）の星野伸行主幹技師を招聘して SEC 特別セミナー「Engineering 
a Safer World～安全なシステムを実現するための新たなアプローチ（手法と事例）」を開催しまし

た。セミナーでは、レブソン教授の提唱する障害モデル STAMP（Systems-Theoretic Accident 
Model and Process）、ハザード解析手法 STPA（STAMP-Based Process Analysis）、障害分析手法

CAST（Causal Analysis based on STAMP）、及び JAXA での宇宙機 HTV42（こうのとり）への適

用事例を紹介しました。セミナーのアンケート結果では、99％が理解できた、96％以上が満足と

回答しており、「世界的な安全工学の専門家による実践的な講演により、それを実際に適用するた

めの具体的なツールの理解を深めることができた」、「レブソン教授による理論と星野氏の事例の

組合せで非常に分かりやすかった」という高い評価を得ました。 
                                            
34 平成 25 年度計画の目標値：先進的な設計手法の適用事例 10 件。 
35 平成 25 年度計画の目標値：先進的な信頼性検証手法の適用事例 10 件。 
36 AFFORDD(Association For Facilitation Of Rational Derivational Development)：派生開発推進協議会。製造業やシステム業界に

於ける派生開発分野に関連する業者間の交流を通じ、効果的な方法の開発とその普及を図り、業界の発展に寄与することを目

的として活動している団体。 
37 JCOSE(Japan Council on Systems Engineering)：INCOSE(The International Council on Systems Engineering)の日本支部。

INCOSE は非営利会員組織として 1990 年に設立された学際的なアプローチの実践応用と複雑なシステムの実現を可能とする方

法を進展させることを目的とした、国際的な専門組織。 
38 JUSE(Union of Japanese Scientists and Engineers)：（一財）日本科学技術連盟（略称：日科技連）。 
39 JAXA(Japan Aerospace eXploration Agency)：（独）宇宙航空研究開発機構。 
40 AIST(The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)：（独）産業技術総合研究所。 
41 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。 
42 HTV(H-II Transfer Vehicle)：宇宙ステーション補給機「こうのとり」は、国際宇宙ステーションで使う各種実験装置や宇宙飛行士の

食糧や衣類の輸送業務を担う無人宇宙補給機。 

＜先進的な設計手法・信頼性検証手法適用事例提供企業等＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜先進的な設計手法・信頼性検証手法・技術等の取組み事例の収集・普及体制＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ソフトウェア安全という新分野の世界的権威 マサチューセッツ工科大学（MIT）ナンシー・レブソン教授、

JAXA のプロジェクトを支援し、実証的な検証や運用等を行っている有人宇宙システム（株） 

の星野伸行主幹技師を招聘（平成 26 年 1 月）＞ 

    

NO
先進的な設計手法

適用事例提供企業等
分野 NO

先進的な信頼性検証手法
適用事例提供企業等

分野

1 東日本旅客鉄道（株） 鉄道 1 （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA） 宇宙

2 （株）日立産業制御ソリューションズ 情報システム 2 （独）産業技術総合研究所（AIST） 鉄道
3 （株）U'eyes Design Webアプリケーション 3 国立大学法人名古屋大学 情報システム
4 ビッグローブ（株） 情報システム 4 (株)富士通コンピュータテクノロジーズ クラウド
5 富士通（株） 情報システム 5 国立大学法人宮崎大学 情報システム
6 （株）市進ホールディングス 情報システム 6 (株)ベリサーブ 自動車
7 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 情報システム 7 アーク・システム・ソリューションズ(株) 組込み機器
8 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株） Javaアプリケーション 8 フェリカネットワークス(株) 非接触ICカード
9 三菱電機メカトロニクスソフトウエア（株） 組込み機器 9 オリンパスソフトウェアテクノロジー(株) 医療
10 （独）産業技術総合研究所（AIST） ロボット 10 (株)東芝 組込み機器
11 フェリカネットワークス（株） 非接触ICカード 11 トヨタ自動車(株) 自動車

12 東芝情報システム（株） 自動車
13 （株）デンソー 自動車

企業等が先進的な手法を導入することにより、
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。 

宇宙ステーション補給機「こうのとり」 
への適用事例を紹介【出典：NASA】 

様々な分野の先進的な事例を収集。 
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④ ソフトウェアの品質をより良いものとするために、コーディングの際に注意すべきことやノウハ

ウをまとめた、組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド［C 言語版］（ESCR43）を

6 年ぶりに改訂 
 家電製品や自動車など、私たちの身の回りにはソフトウェアにより制御された様々な機能を持

つ機器、「組込み機器」があふれています。これらの機器が正しく動作するためには、機器本体だ

けでなく、それを制御するソフトウェアの品質を高めることが重要です。IPA では、これらのソ

フトウェアの元となるソースコードを作成する際に注意すべき点やノウハウをルール集としてま

とめ、「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）として C 言語と C++言
語に対応して整備してきました。 
 平成 25 年度は、近年、開発現場で使用されることの多くなった C 言語の最新 JIS 規格「C99」
に適応させるべく、ESCR［C 言語版］を改訂し、Ver. 2.0 として発行しました（平成 26 年 3 月）。

今回の改訂では、C 言語の最新 JIS 規格（C99）に準拠し、新機能などに対応したほか、ESCR
と相互に引用を行っている、欧州組込み業界標準規格の「MISRA C44」（MISRA C:2012）との整

合性を取りました。MISRA C は、欧州だけでなく日本の自動車業界でも推奨されているため、こ

れらに対応した ESCR は我が国において様々な場面での活用が期待できます。 
 なお、書籍の発行に先立ち、世界最大級の組込み専門技術展 ET2013 にて改訂への取組み内容

について記者発表を実施したところ、記事として掲載されるなど、高い関心がうかがえます。 
・Security Online News「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）を改訂」

（平成 25 年 11 月 20 日） 
・日本情報産業新聞「組込みソフト開発ガイドを 3 月公開」（平成 25 年 11 月 25 日） 

 
⑤ セミナーの動画配信による利用者の利便性を向上、年度別閲覧回数は前年度比約 8 倍に増加 

 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）による動画配信を行い、平成 25 年度は、IPA/SEC 事業案内、SEC
セミナー、SEC 特別セミナー、外部技術展 ET2013 における共催セミナー等の動画を合計 86 本

追加・公開しました。平成 25 年度の閲覧回数は 17,273 件（前年度比約 8 倍）に上るなど、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になり、多くの利用者の利便性

を向上し、閲覧されていることを確認できました。例えば、SEC 特別セミナー「Engineering a Safer 
World～安全なシステムを実現するための新たなアプローチ（手法と事例）」（平成 26 年 2 月 21
日動画配信）では、公開後 1 か月で 548 回閲覧されるなど、利用者にとって興味深い内容であっ

たことがうかがえます。さらに、「IPA Channel」（YouTube）に配信した動画を視聴ランキングや

コンテンツ別に整理した“SEC セミナー オンデマンド ～動画コンテンツ一覧～”のページを

IPA ウェブサイト上に新たに開設し、利用者がより目的別に探しやすい形での動画提供を実現し

ました。 
 

 

                                            
43 ESCR(Embedded System development Coding Reference) 
44 MISRA C：英国 MISRA（The Motor Industry Software Reliability Association）が作成した C 言語のためのソフトウェア開発標準規

格。MISRA は自動車メーカ、部品メーカ、研究者からなる欧州の自動車業界団体。 

＜【改訂版】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 Ver.2.0）の特徴＞ 
 

 
 

＜組込みソフトウェア開発における利用プログラミング言語の状況（N=125）＞ 

 

      【出典：2012 年度ソフトウェア産業の実態把握に関する調査「組込み系向け調査結果」】 
 

＜動画配信による利用者の利便性が向上し、年度別閲覧回数は前年度比約 8 倍増＞ 

 平成 24 年度 平成 25 年度 

累計公開動画数 36 本 122 本 

年度別閲覧回数 2,290 件 17,273 件 

累計閲覧回数 2,290 件 19,563 件 

                     
 
 
 

【改訂のポイント】 
・準拠する C 言語規格を C90 から C99 に変更。 
・JIS 規格側で変更・修正された部分も反映。 
・C99 から新たに規定された機能等に対応し、より

効率的で不具合の起きにくいコーディングができ

るよう、一部内容を追加・更新。 
・改訂版 MISRA C:2012（平成 25 年 3 月公開）に対

応し、本書が参照している両者共通的な部分で記

述を整合。 
・旧版からのユーザも自然に移行できるよう、旧規格

と共通する部分のルール番号や体裁を継承するなど

構成を工夫。 

Ｃ言語を使用しての組込みソフトウェア開発

の割合は約 6 割であり、開発現場に非常に

密接したプログラミング言語。 

【出典：日本情報産業新聞 
  平成 25 年 11 月 25 日】 

平成 25 年度は 86 本の動画を追加・公開。

平成 25年度の年度別閲覧回数は前年度比

約 8倍増。 
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＜中期計画＞ （３）公共データの利活用など政府方針に基づく電子行政システムの構築支援 

電子行政システム間の効率的データ連携とデータ公開に必要な技術標準、データ標準の評価整備を行

うとともに、複雑化･高度化する電子行政システムを効率的、中立･公平に調達するためのガイドライン

を整備し、普及を図ることで、公共データの二次利用促進等による我が国の経済活性化等に貢献します。 
 

平成 25 年度の主な実績 

①文字の標準化等を進めるとともに文字情報基盤を電子行政システムで活用するためのガイドを整

備。また、共通語彙基盤の概念モデルの構築に着手 

「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）に、IPA が平成 22 年度より推進

してきた文字情報基盤、及び平成 24 年度から準備を進めてきた共通語彙基盤の双方について、オー

プンデータの推進及び利便性の高い電子行政サービス構築のために活用・整備するとの方針が示さ

れました。当該政府方針を受け、検討体制を確立するため、IT 総合戦略本部と連携する「情報共有

基盤推進委員会」、「共通語彙基盤 WG」、「文字情報基盤推進 WG」を設置し、文字情報基盤と共通

語彙基盤の両事業を推進しています。また、「電子行政分野におけるオープンな利用環境整備に向け

たアクションプラン」（平成 26 年 4 月 25 日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）におい

て、文字情報基盤の「導入ガイド」に沿った導入の推進及び共通語彙基盤の整備が示されました。 

1）文字情報基盤事業 
行政で用いられる人名漢字等約 6 万文字の漢字を整備し、電子的手段で文字を正確に情報交換

することを目的として事業を推進しています。平成 24 年度までに文字情報基盤事業の成果であ

る IPAmj 明朝フォントの国際標準に則った符号化、文字情報一覧表の整備・提供などを鋭意推進

し、電子行政システムの構築支援に貢献してきました。 
平成 25 年度は、文字に係る多様な情報を再利用性の高いオープンデータ形式で公開するため

の「文字情報基盤データベース」の構築等に向けて以下の取組みを推進しました。 

・約 700 文字の新規符号実装作業を進め、それを反映したフォント等のバージョンアップ版を公

開（平成 25 年 11 月）。 
・既に ISO に受理されている約 2,000 文字の新規文字符号標準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を Unicode コンソーシアムへ登録を申請（平成

25 年 12 月）し、同コンソーシアムからのパブコメ処理を経て正式登録が完了（平成 26 年 5
月）。 

・経済産業省の「アイディアボックス」を活用して、一般から寄せられた意見を反映させた仕様

書を作成し、「文字情報基盤データベース」の開発に向けて意見招請を行い（平成 26 年 3 月）

入札を公告（平成 26 年 4 月）。 
・番号制度の制定を受けて急速に構築が進められることとなった行政の情報システムへ、文字情

報基盤を導入するための技術的ガイドとなる「文字情報基盤導入ガイド ver. 1.0」及び「文字情

報基盤導入テクニカルスタディ ver. 1.0」を公開（平成 26 年 3 月）。 

これらの進展により、ワープロ等の民間製品での文字情報基盤への対応が進むとともに、総務

省の発行した「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」（平成 26 年 3 月）で文字情報

基盤が参照されるなど、活用へ向けた環境が着々と整いつつあります。 

＜中期計画の達成状況＞ 

「世界最先端 IT 国家創造宣言」の閣議決定に沿い、IT 総合戦略本部と連携して文字情報基盤と共

通語彙基盤の検討・普及を図る新たな体制を構築しました。文字情報基盤については電子行政におけ

る人名表記等に不可欠な文字の国際標準化とフォントへの実装を進めるとともに、それら成果を実際

に電子行政へ導入するための技術ガイドを発行しました。共通語彙基盤については、データ表記に用

いる言葉の意味や構造を明確にすることで、公共データの再利用性向上やデータ連携効率化を目指

す、情報連携用語彙データベース構築の事業に着手しました。 
中期計画で定めている電子行政システム構築支援を強く推し進めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜文字情報基盤と共通語彙基盤の位置づけ＞ 

 

＜「世界最先端 IT 国家創造宣言」工程表＞ 

＜IPAmj明朝フォント標準化・実装の状況と計画＞ 
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2）共通語彙基盤事業 
官民にわたる多くの組織が分野を超えて効率的に情報連携を行うには、個々の用語について表

記・意味・データ構造等を統一し、互いに意味が通じるようにする必要があります。「世界最先端 IT
国家創造宣言」で、公共データの民間開放（オープンデータ）の推進のため、データの組合せや横

断的利用を容易とする共通の語彙（ボキャブラリ）の基盤構築にも取り組むことが示されました。

これを受けて公共データを再利用性の高い情報として公開するため、用語の意味、構造、適用ルー

ル等の定義を行い、情報連携用語彙データベースとして運用を開始することを目標としています。 
行政で用いる用語の意味を誤りなく伝えることまで踏み込んだ電子的情報連携へ向けた取組み

は、日本初の試みとなるため、平成 25 年度は、「共通語彙基盤」の構築に向け、その初年度として

以下の取組みを行いました。 

・データベースやツールに係る要求事項を整理した概念モデルを構築するため、以下の二種類の

プロジェクトを開始。 
・「DB プロジェクト」：情報連携用語彙データベースのパイロットシステムを構築し、運用しな

がら、そこに格納するデータ（用語の意味、構造、適用ルール等）や、データベースの構造、

運用法、活用法等に係る要求事項や課題を整理。 
・「ツールプロジェクト」：上記パイロットシステムと連携し、そこから提供されるデータ（用語

の意味・構造・適用ルール等）を活用して再利用性の高いデータを作成するためのツールを試

作し、それを自治体の現場で実際の公共データの作成の業務に適用して知見を集め、データや

ツールについての要求や課題を整理することを目的として、5 件のツールプロジェクトを開始

（平成 25 年 12 月）。 

なお、本プロジェクトの成果や、共通語彙基盤の効果を目に見える形で示すため、平成 26 年 6
月に中間報告会を開催します。 

＜共通語彙基盤事業計画＞ 

× ×
×

×
×

現状：1700自治体が独
自の文字コードを運用

文字情報基盤を、情
報連携、情報公開
の基盤へ。

2002(H.14) ～2009(H.21)「汎用電子情報交換
環境整備プログラム」：住民基本台帳ネット
ワークシステム統一文字（総務省）と戸籍統一
文字（法務省）を整理(経産省)

2010(H.22) 「文字情報
基盤プロジェクト」開始

2011(H.23) 「IPAmj明朝フォント」
公開：約6万の漢字を収録

2014(H.26) 「電子自治体の取組みを
加速するための10の指針」（総務省）

業界団体「IVS技術促
進協議会」設立

主要ワープロソフトが文字
情報基盤に対応

2013(H.25) 「マイナンバー法」が成立し、
政府、自治体情報システムの再構築開始

＜「辺」の関連字と位置づけ＞ ＜文字情報基盤事業の取組経緯＞ 

データ構造設計
支援ツール

データ入力
支援ツール

オープンデータ
（IEP）

データ
テンプレート

オープンデータ
（IEP）

再利用性の高い
データ

データ提供者

データ構造
設計者

語彙DB

語彙
データ入力用
テンプレート

データ入力用
テンプレート

データ
テンプレート

再利用性の高い
オープンデータと
しての公開

効率的な組織間・
組織内情報交換
に活用

語彙データ
設計者

③語彙データの作成
語彙DBに格納する、共通的語彙デー
タを作成。
• 用語の意味、出典等の定義
• 用語の関係の定義
• データ入力ルールの定義

DBから必要

情報を取得し
て連携

語彙語彙

①データ構造の設計
語彙DBと連携し、再利用性の高いデータの入
力用テンプレートを設計。
• データ項目の定義
• データ入力ルールの定義

②データの入力
語彙DBと連携し、再利用性の高いデータを
作成。
• 構造の統一性
• 用語の統一性
• 意味定義へのリンク付け

データ変
換ツール

データ変
換ツール

既存データを構造、意味、用語の統
一されたデータへ変換することによ
る効率的情報連携

組織A
組織B

変換ルール
作成 変換ルール

作成

APIカタログ

＜共通語彙基盤活用の将来像＞ 

＜文字情報基盤の意義＞ 
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＜中期計画＞ （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 

米国商務省国立標準技術研究所（NIST45）、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（SEI46）、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（IESE47）

等の海外の代表的機関との情報交換、国際連携を進めるとともに、我が国が開発した標準、手法の国際

的評価を高め、世界有数の拠点を目指します。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① 日本が得意とする“すり合わせ開発”とも融和性の高い開発方法論の国際規格を産学官連携で提案 

 自動車、サービスロボット、スマートハウス、スマート家電等、一般消費者が使用する、組込み

システムにより高機能化された機器である「コンシューマデバイス」は多様な環境で、様々な利用

者に使われることから、高い安全性・信頼性が求められます。我が国のコンシューマデバイスメー

カーでは、これまでも利用者や利用環境等の多様性に対応した高い安全性・信頼性の製品を、各工

程の中で様々な状況を考慮して品質を作り込む、いわゆる「すり合わせ開発」によって実現してき

ました。しかし、従来の機能安全等に関する国際規格では、このような「高い安全性・信頼性のコ

ンシューマデバイスを実現するための開発方法論」には触れられていませんでした。 
 そこで IPA では、トヨタ自動車（株）、富士通（株）、（独）産業技術総合研究所、国立大学法人電

気通信大学等、産学官からの有識者により「すり合わせ開発」の方法論の検討を進め、平成 25 年 11
月 11 日に国際標準化に向け OMG48への共同提案（OMG Document Number：sysa/2013-11-11「高

安全コンシューマデバイスのためのディペンダビリティ保証フレームワーク」）を行いました。また、

外部技術展 ET2013 にて本取組みについて記者発表を実施（平成 25 年 11 月）したところ、記事と

して掲載されるなど、本取組みへの関心の高さがうかがえます。 
・マイナビニュース「日本式の“すり合わせ”開発 - IPA が国際標準化に向けた取り組みを発表」

（平成 25 年 11 月 21 日）。goo ニュース、Excite ニュースなどにも掲載。 
・日本情報産業新聞「すり合わせ開発を世界標準に IPA／トヨタ自動車など）」（平成 25 年 12 月 2 日） 

② IT プロジェクトベンチマーキング・プロセス評価の IPA 成果に基づく国際規格が 2 件発行 

 私たちが日ごろ安心して食品を口にすることができるのは、その品質に関する製造方法や管理方

法がきちんと定められ、製造・流通業者がそれを守っているからです。ソフトウェアも同様に、そ

の作り方や評価方法を共通に定めてそれに従うことで、一定レベル以上の品質を確保でき、安心し

てそのソフトウェアを使うことができます。このような共通の決まりを国際的に通用するようにす

る活動が、国際標準化活動であり、国際的評価に大きく貢献できます。 
 IT システムにおけるソフトウェアの重要性が高まるにつれ、IT 分野の国際標準を定める組織
ISO/IEC JTC1/SC749では、ソフトウェアに関する標準化の議論が活発化しています。平成 25 年度は、
安心して利用できるソフトウェアを効率よく開発する手法について、これまで検討してきた IT プロジ
ェクトベンチマーキング・プロセス評価などの成果の国際標準化活動を推進し、このたび、2 件の国
際規格が発行（「ISO/IEC 29155-2：IT プロジェクトの性能ベンチマーキングを円滑に実施するための
手順」「ISO/IEC TR 33014：ソフトウェア開発プロセスの評価結果を受けてプロセス改善を進めるた
めのガイド」）されました。本発行に際して、それぞれの活動に機構から 2 名エディタとして参画して
おり、（一社）情報処理学会 情報規格調査会50からも貢献が認められ表彰されました。 
 我が国の企業にとって馴染みの深い手法が国際標準になれば、普段のやり方を変えることなく、グ
ローバルな環境で関連ビジネスを進められるようになるため、中小企業などの海外進出や日本と同等
品質の海外オフショア開発の実現などの一助として、我が国産業の国際競争力向上が期待されます。 

                                            
45 NIST(National Institute of Standards and Technology) 
46 SEI(Software Engineering Institute) 
47 IESE(Institute for Experimental Software Engineering） 
48 OMG(Object Management Group)：国際的な標準化団体、本部は米国マサチューセッツ州。高信頼なシステムの構築に関連する

SysML(モデリング言語)、SACM(構造化保証ケース)等の規格が規定されており、今回の提案とも関連が深い。 
49 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。 
50 情報規格調査会は（一社）情報処理学会内の委員会で国際標準化機構(ISO)、国際電気標準会議(IEC)等の情報技術に関する

国際規格の審議及びこれに関する調査研究、国内規格の審議等を行い、情報通信技術に関する標準化に寄与することを目的と
して活動している。ISO/IEC JTC 1 規格は情報規格調査会が国内対応組織として対応している。 

 
＜中期計画の達成状況＞ 

 自動車、サービスロボット、スマートハウス、スマート家電等、一般消費者が使用する、組込みシ

ステムにより高機能化された機器である「コンシューマデバイス」の高い安全性・信頼性を実現する

ため、日本が得意とする“すり合わせ開発”とも融和性の高い開発方法論の国際規格を産学官連携で

OMG に提案しました。 
 また、IT プロジェクトベンチマーキング・プロセス評価などに関する我が国の取組みが国際標準に

反映されるよう、IPA 成果に基づく国際標準化の提案を進め、2 件の国際規格が発行されました。 
 さらに、ソフトウェア高信頼化の取組みに関して、平成 25 年度計画での目標値の 3 つの海外代表

的機関に対し 8 機関との意見交換、国際連携を進め、関係を強化しました。 

＜高い安全性・信頼性確保に向けて、日本が得意とする開発方法論を国際標準化へ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜すり合わせ開発方法論の国際標準化            ＜国際規格成立への貢献に対して、 
 への取組みに対する産学からの評価＞       （一社）情報処理学会 情報規格調査会から表彰＞

【出典：マイナビニュース 平成 25 年 11 月 21 日】 

産学官連携により、“すり合わせ開発”の方法論を検討し、

国際規格を OMGに共同提案。国際標準化を推進。 
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③ ソフトウェア高信頼化に関する海外の代表的な 8 機関51との関係強化 

 平成25年度は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 Facility52、米国ウエスト・バージニア大学（WVU53）、蘭国 TNO-ESI54、韓国

NIPA55との関係を構築しました。 
◆NIST とは、第 4 回定期協議をワシントンで開催しました（平成 26 年 3 月）。今回は特に「自動

車の自動運転やロボット」の安全性に関する指標に関する意見交換を行うとともに、NIST の

SAMATE プロジェクト56におけるソフトウェア信頼性指標等の取組み状況についても有用な情

報を得ることができました。 
◆SEI とは両機関の連携の一環として、「IPA グローバルシンポジウム 2013」（平成 25 年 5 月開催）

に SEI 所長を講演者として招聘するとともに、障害情報収集・分析等の取組みに関して意見交換

を行いました。平成 26 年 3 月には SEI を訪問し、共通するテーマであるソフトウェアサプライ

チェーン等に関する情報交換を実施しました。IPA の先進的な設計手法・信頼性検証手法等技術

の適用事例収集に関して、SEI 側へ今後の協力を依頼し、さらに SEI が CMMI57の次に力を入れ

ているプロセス手法 TSP58の最新状況等についての情報も得ることができました。 
◆IESE とは平成 26 年 1 月に今後の協力関係などに関して IPA にて意見交換を実施しました。IPA

の先進的な設計手法・信頼性検証手法等技術の適用事例収集に関して、IESE 側へ今後の協力を

依頼しました。 
◆MISRA に平成 26 年 3 月に訪問し、IPA の ESCR［C 言語版］の改訂ポイントや今後進める ESCR
［C++言語版］の改訂について説明しました。MISRA からも C++言語版のコーディング規約（プ

ログラミング・ルール）改訂に関する検討状況の説明を受け、今後の協力関係について議論し、

以下のとおり合意しました。 
・IPA による MISRA C 言語版コーディング規約の改訂レビューコメントは有用であったとの評価を得

ており、今後の規約改訂作業等でのレビューにおいて双方の専門的知見を活用。 
・C++言語版コーディング規約の改訂に関して、両機関の検討状況を踏まえ、進捗や取組みについ

て意見交換を実施。 
◆WVU に平成 26 年 3 月に訪問し、NASA IV&V Facility も交えて IV&V59の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の最新動向について意見交換を行いました。特に

IV&V の最新動向として、NASA スペースプログラムだけではなく、New York City Emergency 
Communications Transformation Program（ECTP60：ニューヨーク市緊急通報プログラム）にお

ける IV&V の取組み等についても情報を得ることができました。 
◆TNO-ESI に平成 26 年 3 月に IPA として初めて訪問し、両機関の取組みのモデルベースによる

ソフトウェア分析と検証について意見交換し、以下のとおり合意しました。 
・今後、双方の組込みシステムの取組みについて定期的な情報交換及び意見交換関係を継続。 
・TNO-ESI はシステムの品質・信頼性の向上に対してモデルベース障害診断などの取組み実績を

有しており、IPA が今後進める障害分析等の取組みに関する意見交換を実施。 
◆NIPA とは平成 25 年 8 月に IPA において両機関の取組み状況を共有し、ソフトウェア品質説明

力強化の取組みやソフトウェアプロセス改善活動について意見交換を実施しました。また、今後

の協力関係の継続についても確認しました。 
 

＜欧州・米国・アジアにおけるソフトウェア高信頼化に関する海外の代表的な 8 機関との関係強化＞ 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
51 平成 25 年度計画の目標値： 海外の代表的 3 機関との意見交換。 
52 NASA IV&V Facility (National Aeronautics and Space Administration Independent Verification and Validation Facility）とは、米国

航空宇宙局（NASA）の宇宙機ソフトウェア独立評価機関（IV&V Facility）。運用・整備業務を WVU が行っている。 
53 WVU(West Virginia University) 
54 TNO-ESI(Netherlands Organization for Applied Scientific Research-Embedded Systems Innovation)：応用科学研究機構 組込み

システムイノベーション。ＴＮＯは科学技術分野における応用科学研究を行うことを目的としてオランダ議会によって 1932 年に設

立された欧州では最大規模を誇る中立の総合受託試験研究機関。TNO-ESI は 2002 年にオランダ政府のファンドと民間等のファ

ンドにより設立され、2013 年 1 月より TNO 傘下の組織となった。 
55 NIPA(National IT industry Promotion Agency)：韓国の政府機関である情報通信産業振興院。 
56 SAMATE（Software Assurance Metrics And Tool Evaluation）プロジェクトとは NIST のプロジェクトの 1 つで、ソフトウェアツールや

技法の効果を評価・測定し、それらの差異を明らかにする技法を開発しソフトウェア品質保証を改善することを目的としている。 
57 CMMI(Capability Maturity Model Integration)：能力成熟度モデル統合。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。 
58 TSP(Team Software Process）： SEI により開発されたチームに適用するプロセスモデル。 
59 IV&V（Independent Verification & Validation）とは、開発組織やその委託組織から独立した組織が高度なソフトウェアの信頼性を確

保するため、正しい仕様のソフトウェア(Validation）が正しく動作すること（Verification）を、客観的に評価する活動または組織。 
60 ECTP(ニューヨーク市緊急通報プログラム)：アメリカの 911 コール（アメリカ合衆国の緊急通報用電話番号で、日本の 110 番、119

番に当たる）から入って来たコールを、救急車、パトカー、消防車等の緊急車両に転送できるように（電波に）変換するシステム。 

MISRA C改訂での IPAによるレビューコメントは

不明確な点の改善や分かりやすい英文表現に

有用と MISRAから評価。 
「IPA グローバルシンポジウム 2013（平成 25年

5月開催）」に SEI所長を講演者として招聘。 
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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～ 

 

＜中期計画＞（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 

IT の活用によるイノベーションの創出を行える独創的なアイディア・技術等を有する若い突出した

IT 人材を発掘・育成します。 
また、若い突出した IT 人材による成果・活動等を情報提供できる環境を整備するとともに、産業界

と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ことで、我が国の産業の活性化・

競争力強化に貢献します。 
さらに、国や産業界の社会インフラで求められる特定の優れた技術を持った IT 人材の発掘・育成の

ため、集中的な教育プログラムや地域での各種セミナー・イベント等の実施を推進します。 

 

平成 25 年度の主な実績 

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（未踏事業） 

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 人材をプロジェクトマネージャー（以下、「PM」という）6 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、将来産業界で活

躍が見込まれる 17 件（22 名）を採択し PM の熱心な指導のもと育成を行っています。 
大学・高等専門学校等での未踏事業説明会（計 25 回）、各種プログラミングコンテストとの連携

等を通じて、未踏事業の取組み紹介を含めた普及啓発活動を実施し、197 件の意欲的で熱意溢れる

応募を受け付けました。 
産業界に対して各種イベントを通じて、産業界との人的ネットワークの拡充、人材活用の啓発活

動を行いました。各種イベントには産業界から延べ約 540 名が参加し、登壇した未踏クリエータ

の講演に対し「とても興味深い、日本も捨てたものではない」、「今までに経験したことのない、新

しい価値観を感じることができた」等々のコメントが寄せられました。また、産業界の有識者によ

る検討会を設置し、活用啓発方策、PR 方策等の検討を行うとともに、未踏クリエータをはじめと

する若い突出した IT 人材の起業・事業化等を支援するための外部組織作りを仕掛けました。さら

に、新たな思想のタブレット端末（enchant MOON）、ユーザが欲しいニュースを配信する「Gunosy」
など、未踏クリエータの新たな製品・サービスが大きく注目を浴びました。 

② 特定の優れた技術を持った IT 人材の発掘・育成（セキュリティ・キャンプ） 

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

全国の 22 歳以下の精鋭（41 名）を一堂に会し、集中的教育プログラム「セキュリティ・キャンプ

中央大会 2013」を受講者の将来のキャリア形成のための企業訪問、昨今攻撃の対象になりつつあ

る情報家電（組込み機器）に対する脆弱性検証の講義等を盛り込み官民連携で開催しました（平成

25 年 8 月）。また、各地域団体等の協力を得て、セキュリティ・キャンプ地方大会を実施しました

（福岡、沖縄）。これらは日本テレビ「NewsZERO」、「every．」で密着取材・全国放映されるなど

マスコミから注目され、情報系教育機関での認知度は約 7 割となっています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜中央から地方に拡がる セキュリティ・キャンプ！＞ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

＜中期計画の達成状況＞ 

未踏事業では、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し、17 件（22
名）を採択し、PM の独自の観点での育成を実施しています（平成 26 年 6 月まで育成）。大学、高等

専門学校等への説明会を開催（計 25 回）し、教育機関向けに未踏事業の普及啓発活動を行い、197
件の応募を受け付けました。また産業界との人的ネットワーク拡充、人材活用の啓発のため、各種イ

ベント開催（産業界から延べ約 540 名参加）や、PR 方策等の検討のために「未踏マッチング推進検

討会」を新たに設置しました。 
セキュリティ・キャンプでは、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、集中的な

教育プログラム「セキュリティ・キャンプ中央大会 2013」を官民連携で着実に実施するとともに、

地域での地方大会やキャンプ受講者、産業界との交流目的としたイベントも実施しました。 

カテゴリー 媒体名 

中央大会 日本テレビ「NewsZERO(8/20)」、 

日経産業、読売新聞、共同通信 等 

地方大会 日本テレビ「every.(2/13)」（沖縄）、 

電波新聞（福岡） 等 

中央大会も地方大会もマスコミから注目される！ 

情報系教育機関での 

キャンプ認知度 

約 7 割の認知度 

＜産業界に向け未踏クリエータの素晴らしさを PR＞ 

未踏クリエータの発表に「とても興味
深い、日本も捨てたものではない」等
の声 

第 2 回未踏シンポジウム（H26/3/14) 
<H25 に注目された未踏クリエータの製品・サービス事例> 

㈱ユビキタスエンターテインメント 
代表取締役社長兼 CEO 清水 亮氏 

（2004 年度未踏スーパークリエータ） 

株式会社 Gunosy 
代表取締役 CEO 福島良典氏 

（2012 年度未踏スーパークリエータ） 

ユーザーの「欲しい情報」を
毎日ニュース配信

２百万人が利用!

未来を描く“紙の進化形”
既存のタブレットとはまったく異なる思想の新しいコンピュータ

予約開始24時間で完売!!

多くのマスコミに取り上げられ、業界に波紋を!!

全国から若い精鋭が集結した中央大会 地域に拡がるキャンプの輪 

未踏交流会 

H25/11/13 

初音ミク/未踏コラボイベント 

H26/2/8 

セキュリティ・キャンプ中央大会 2013 (H25/8/13-17) セキュリティ・キャンプ地方大会 福岡(9/28,29)・沖縄（12/21,22） 
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＜中期計画＞（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 

＜中期計画＞（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 

融合 IT 人材、情報セキュリティ人材に求められるスキル・タスクを分析し、CCSF（共通キャリア・

スキルフレームワーク）等のスキル標準における能力基準整備等を行い、民間主体による育成の取組を

促します。また、IT 人材を巡る動向等の情報を収集・分析して情報発信を行うとともに、情報関連人材

育成事業を行う新事業支援機関に対して、機構の各種成果の普及や講師派遣等を行います。 
最新の技術動向を反映させながら３スキル標準及び CCSF を統合するとともに、統合したスキル標

準を最適に維持・管理及び普及するための民間を含めた実施体制を構築します。 
また、CCSF に基づき求められる IT 人材像を産業界と教育界で共有し、高度 IT 人材育成活動を自立

的・効果的に推進するための情報ハブ機能について、民間を含めた実施体制を構築します。 
 

 

① スキル標準における平成 25 年度実績のポイント 

IT 人材に求められる能力などを整理したスキル標準は、IT 人材育成の目標を示すとともに達成度

を評価する上で不可欠なツールであり、新しいスキルが見出される都度コンテンツを拡充するなど活

用を促進してきました。昨今、イノベーションを創出する人材の育成や、情報セキュリティ人材の育

成が喫緊の課題として挙げられ、これらの時代の変化を捉えた上で、平成 25 年度は以下の事業を推

進しました。 
 

1）IT 融合人材と、情報セキュリティ人材に関する能力基準の整備 
イノベーションを創出できる人材は、IT 企業・ユーザ企業ともに約 75%で必要とされており、大

企業のみならず中小企業においても、スキル標準などの能力基準を活用した人材育成が重要です。そ

こで、これまで能力基準を導入していない企業でも自組織の取組みレベルが評価できるよう、「成熟

度モデル」や「スキル指標」を策定しました。 
また、情報セキュリティ人材の育成は、IT 企業のみならずユーザ企業でも急務です。そこで、IT

企業・ユーザ企業の情報部門の技術者を対象に、情報セキュリティに特化した能力基準（スキル指標）

を策定し、「情報セキュリティ強化対応 CCSF」として公開しました。 
 

2）民間を含めた実施体制構築に向けた、スキル標準の整備 
IT 企業における下請け多重構造の産業構造を変革するために、大企業のみならず中小企業において

もスキル標準の活用による人材育成が重要です。そこで、民間が主体的にスキル標準を活用すること

ができるよう、世の中の知識体系などを全て参照できるようにするなど、より使い勝手の良い「新し

いスキル標準（仮称）」の策定やその実施体制の構築を鋭意推進しました。 
 

 
 

＜中期計画の達成状況＞ 

・IT 融合人材については、民間企業における IT 融合人材の育成・環境整備を促すために、NPO 法

人 IT コーディネータ協会（以下、「ITCA」という）とともに IT 融合人材育成連絡会（以下、「IT
融合連絡会」という）を開催し、育成のあり方、個人能力、組織能力について検討するとともに、

「成熟度モデル」の策定及び「スキル指標」の定義を行い、公開しました。 
情報セキュリティ人材については、ユーザ企業、IT 企業の IT 人材を対象に、情報セキュリテ

ィ人材に求められるタスク・スキルを整理した上で「スキル指標」を定義し、「情報セキュリテ

ィ強化対応 CCSF」として公開しました。 
両事業を通して、民間主体による育成の取組みを促すことに先立った環境を整備しました。 

・スキル標準を最適に維持・管理、普及するための民間を含めた実施体制を構築する中で、当初平成

25 年度に計画していた『統合後の「新しいスキル標準（仮称）」のあるべき姿の明確化』を完了し

ただけでなく、さらに世の中の様々な知識体系などを参照しながら「新しいスキル標準（仮称）」

の構築を完了、加えて「新しいスキル標準（仮称）」を効率的に活用することを目的とした“活用

システム”の基本設計まで前倒しにて完了しました。 
さらに、昨年度に引き続き、「CCSF 活用ワークショップ」を東京・福岡の 2 拠点で実施した上、

ワークショップ参加企業によるコミュニティ運営や情報交換会を実施し、スキル標準の普及促進の

ために欠かせない地域拠点の育成・整備を実施しました。 
・求められる IT 人材像を産業界と教育界で共有し、高等教育機関での実践的 IT 人材育成の取組みを

促進するため、汎用的教育コンテンツ等「IT 人材育成 iPedia」による情報発信の充実化を図りまし

た。また、情報ハブ機能の民間を含めた実施体制を構築するため、平成 25 年度は自主運営方式の

検討案を作成し、産学連携推進委員会において新たな実施体制の構想を具体化することを決定しま

した。 
・平成 25 年度に実施した「IT 人材市場動向調査」の結果に基づき分析を行い、「IT 人材白書 2014」

を作成しました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年度の主な実績 

＜ターゲットを意識した能力基準（スキル指標）等の整備＞ 

情報セキュリティ人材の育成 

IT 企業のみならず、ユーザ企業でも情報セキュリティ人材の育成が急務である 

ことから、情報セキュリティ人材に必要なスキル指標明確化等の取組みを推進 

IT 融合人材の育成 
大企業のみならず、中小企業においてもイノベーションを創出できる人材の育成が

必要とされているため、自組織の評価等ができるよう能力基準を整備 

新しいスキル標準（仮称）の整備 
IT 企業における下請け多重構造の産業構造を変革するために、 

大企業のみならず中小企業においても活用しやすいよう、スキル標準を整備 
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② IT 融合人材と情報セキュリティ人材のスキル標準における能力基準（スキル指標）等の整備 

※「融合 IT 人材」は、IT 融合連絡会において正式名称を「IT 融合人材」と称することが決定されましたので、以下、「IT 融合人材」で統一します。 

IT 融合人材と情報セキュリティ人材61の能力基準を具体化・詳細化するに当たり、専門的知見を有

する NPO 法人 IT コーディネータ協会（以下、「ITCA」という）や IPA セキュリティセンター（以下、

「ISEC」という）との連携を強化した上で、産官学の知見を結集する場を構築し、今後の民間主体

による取組推進の実現を見据えて検討しました。 
 

（１）IT 融合人材育成連絡会による育成のあり方などの検討を踏まえた育成フレーム整備 
ITCA と共同で「IT 融合人材育成連絡会」を立ち上げ、IT 融合人材に求められるタスクとスキルを

明確化した「スキル指標」を定義するとともに、IT 融合人材が活躍できる組織の要件を明確化した「成

熟度モデル」を策定しました。これらの「スキル指標」や「成熟度モデル」の活用促進によって、中

小企業を含めた民間が人材の能力評価や自組織の取組みレベルを客観的に評価できるようになり、主

体的にイノベーションを起こすことができる創造性豊かな人材の輩出や、イノベーションが創出され

る組織環境の積極的な整備が期待されます。 
検討成果は、「IT 融合による価値創造に向けて」と題した成果報告セミナーを開催して公表し、約

450 名を集客しました。出席者からは「迷っていたことへのヒントを得たのであとは実行するのみと

強く感じた」「人材と組織のあり方へと至る経緯が分かって理解しやすかった」「難しいテーマを多様

な角度から分析的にご説明いただいた」などの声をいただき、当事業の有効性を確認できました。 

 
（２）情報セキュリティ人材のスキル指標の整備と育成促進のための調査 
情報セキュリティ人材の育成が急務であることから、高度化・複雑化するセキュリティ脅威別に情

報セキュリティ人材に必要なタスク・スキルを整理し、「情報セキュリティ強化対応 CCSF」を作成

して公開しました（平成 25 年 9 月）。企業等での活用時に有効な活用手順をまとめた「情報セキュリ

ティ強化対応 CCSF 使い方ガイド」も公開し、企業が情報セキュリティ人材を育成する際に、ITSS
や UISS などの視点を活かした上で「スキル指標」を参照できるよう整備したことにより、効率的な

情報セキュリティ人材育成の促進に貢献しました。今後は、「活躍する情報セキュリティ人材」の冊

子を配布するなど、更なる促進を図ります。 
また、ISEC との連携により情報セキュリティ人材育成のニーズや課題を調査しました。この調査

では、近年の多数の情報セキュリティ脅威の中から影響の大きいものを中心に 6 種類を選定し、さら

に、人材育成上の課題 4 項目を明確にしました。育成上の課題と解決策を明確にしたことで、企業の

情報セキュリティ人材育成に対する動機付けを促進し、情報セキュリティ人材育成の推進が期待でき

ます。 
なお、「IT 人材白書 2014」によると、企業における情報セキュリティ人材育成の取組みは約半数が

未着手であることが分かっています。 
情報処理技術者試験については、昨今の情報セキュリティの重要性の一層の高まりを踏まえ、平成

26 年度春期以降の試験から出題構成を見直し、情報セキュリティ分野に関する出題比率を増加させ

るなど、情報セキュリティに関する出題の強化・拡充を図りました。 

                                            
61 「情報セキュリティ人材」は、ここでは他者に情報サービスを提供する IT 企業やユーザ企業の情報システム部門の IT 人材をさします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜外部有識者との連携とスキル指標の明確化を実現＞

 

セキュリティ脅威と人材育成上の課題

セキュリティ脅威の提示

・標的型攻撃・サイバー攻撃

・エクスプロイト

・不正アクセス

・スマートデバイスからの情報漏えい

・クラウド利用におけるデータ消失・流出

・内部不正・うっかりミス

情報セキュリティ人材の
育成ニーズ・課題の明確化

必要性の

理解不足

育成の

難しさ

企業内の
処遇

外部要因
など

IT融合人材と情報セキュリティ人材のスキル指標

タスクモデル

スキルモデル

人材（役割）モデル

イノベーションを創出する組織の成熟度モデル

IPAセキュリティ
センター（ISEC）

協業

• 大学教授１名
• ITベンダー2社
• セキュリティベンダー2社
• ユーザー側業界団体1団体

情報セキュリティ人材有識者WG
スキル指標の
明確化

IT融合人材育成連絡会

• ITベンダー3社
• 学会2団体
• ユーザー企業2社
• 業界団体等5団体

連携
ITコーディネータ
協会（ITCA）

共同事務局

HRD
イニシアティ
ブセンター

育成の動機づけ

イノベーション創
出に向けた自
組織の取組み
レベルの評価

セキュリティ分野人材の分類 推計人数 
突出した人材 － 
情報システムベンダ企業の技術人

材、及び情報セキュリティを提供

する事業に従事する技術人材 
約 80 万人 

ユーザ企業における情報部門の技

術者 

約

26.5
万

人 

セキュリティ

スキル保有者

数 10.5 万人 
セキュリティ

スキル不足者

数 16 万人 
人材不足数 8 万人 

制御システム・組込み分野の技術

者、経営組織や経営過程に情報セ

キュリティを組み込む立場の人材 

 
約 23 万人 

一般人としてのセキュリティ基礎

スキル 
－ 

＜情報セキュリティ強化対応 CCSF の対象＞ 

約 75%が必要と回答 

情報セキュリティ強化対応 CCSF では 

赤枠内をターゲットとしている。 

ターゲットに合わせた 

スキル指標の明確化等を実施 

＜新事業・新サービスを創出する人材の必要性＞ 
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③ 「新しいスキル標準（仮称）」を策定し、従来のスキル標準ユーザーの円滑な移行を促進 
 

「CCSF 追補版」について、ワークショップや講演会の際の評価*により企業における有効性が確認

できたことから、CCSF 追補版の構造を前提として「新しいスキル標準（仮称）」を策定しました。 
 
（当初予定の成果は○印、当初予定を上回る成果は◎印）。 

○統合後の新しいスキル標準のあるべき姿を明確化 
◎「タスクディクショナリ」：「タスクモデル」をより分かりやすい表現・構造に再構築し、ユーザ

が効率的にタスクの選択ができるよう「タスクプロフィール（仮称）」を追加 
◎「スキルディクショナリ」：「スキルモデル」を公表されている様々な知識体系や試験 BOK など

を参照し網羅的に整理 

◎2 つのディクショナリを紐付けして、企業と個人の共通言語とできるよう整備した知識項目を策

定 
◎加えて、企業と個人が上記内容をスムーズに活用するための「活用システム」の要件定義が完了 
 

 これらの取組みにより、新しいスキル標準のあるべき姿を明確化するという年度計画を凌駕し、タ

スクモデルやスキルモデルを、「タスク・スキルディクショナリ」として策定するとともに、活用シ

ステムの要件定義を前倒しで完了しました。これによって、ITSS をはじめとする従来のスキル標準

ユーザが「新しいスキル標準（仮称）」へ円滑に移行できるよう寄与するとともに、これまで活用の

進まなかった地域・中小企業にとって大幅に使いやすくなり、民間を含めたスキル標準の運営体制の

構築の足掛かりになりました。 
 

＜*CCSF 追補版に関する評価の声（抜粋）＞ 

・企業戦略や方針はもちろん、部署を越えて自社の仕事（タスク）と向き合うことになるため、会

社理解を深めることができ、帰属意識が高まった（東京、IT 企業） 
・会社のあるべき姿を示し、それに沿ってどのタスクをこなせるようになるべきかをハッキリと示

すことができるため、非常に有用である（東京、IT 企業） 
・個人にとっても、自分の位置が分かり今後の目標を立てることができるため、モチベーション向

上につながる（福岡、IT 企業） 
・経営理念から落とし込むやり方が非常に斬新で、要求分析からスキル設定に至る作業が手順とし

て新しい発見であった（福岡、ユーザ企業の情報子会社） 
・マネージャー中心にフレームワークをまとめるという経験ができたことは、管理者育成という視

点からも非常によい経験になった（福岡、IT 企業） 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜3 スキル標準の統合後の「新しいスキル標準（仮称）」のあるべき姿＞ 

 

新しいスキル標準（仮称）は 

情報処理技術者試験の知識体系について 

全ての項目について完全に対応しているほか、 

世の中の知識体系を網羅的に整理し、 

共通のものさしで参照可能とした。 

スキル標準を、地域・中小企業等で 

柔軟に活用することを想定してシンプルに

定義し直したことにより、 

これまで活用の進まなかった地域・中小企

業においても、大幅に使いやすくなった。 



 

 21 

 

④ 民間を含めたスキル標準運営体制の構築に向けて、地域拠点づくりに成功 

（１）民間を含めたスキル標準の活用推進体制の構築検討 
IPA が一元的に実施してきたこれまでのスキル標準の運営体制を見直し、今後の課題の整理と

合わせて、民間、IPA、国の役割分担による新たな運営体制を以下のとおり設定しました。 

○ 人材定義 

IT 人材の労働市場における流動性向上とその動向把握等のため、国（経済産業省）が行う。 

○ タスク・スキル定義 

現在進行中の、ＩＴ融合人材等の新たな人材像に関するタスク・スキル定義の拡充、及

びタスク・スキル定義の活用性を向上するためのデータベース開発は、IPA が継続する。た

だし、データベース開発後において、企業活動等を通じて新たに必要となる具体的なタス

ク・スキルの拡充は、各団体を通じて民間が行う。 

○ 知識体系（CCSF の BOK） 

情報処理技術者試験の出題内容との関係から、IPA が行う。 

○ スキル標準の活用促進活動 

民間主体で行う。そのための推進母体として「協議会」を設置し、スキル標準の有効活

用による人材投資の促進を図るため、分野横断的な議論と課題解決の推進を目指していく。 

（２）スキル標準の活用促進のための地域拠点の育成・整備 
（一社）コンピュータソフトウェア協会（東京）、及び（一社）福岡県情報サービス産業協会（福

岡）との協働により、これまで一度限りで完結していた CCSF 活用ワークショップの、継続的な

実施が実現しました（平成 25 年度までに合計 18 社が参加、うち 13 社が CCSF 導入済。導入率

72.2%）。さらに、昨年度の受講企業が主導するコミュニティ運営や、年度を超えて情報交換会を

実施するなど、地域拠点での民間主体によるスキル標準活用の取組みを大きく前進させました。こ

れらの活動を通して、東京と福岡における拠点づくりに成功、スキル標準の今後の飛躍的な活用促

進に向けて、地方や関連団体との協働体制に係るスキームが整いました。 
＜地域拠点における成果＞ 
１）（一社）コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 

ⅰ）CCSF 導入企業数：平成 24 年度 6 社、平成 25 年度 3 社 
ⅱ）成果概況： 

・平成 26 年度の実施決定 
・導入企業による継続的なフォローを目的としたコミュニティの定期的開催 
・平成 24 年度の参加者を対象とした、ワークショップ講師育成を実施 
・他の地方拠点に対して、ワークショップ講師派遣等のサポート体制の構築を検討中 

２）（一社）福岡情報サービス産業協会（FISA） 
ⅰ）CCSF 導入企業数：平成 24 年度 5 社、平成 25 年度 4 社 
ⅱ）成果概況： 

・平成 26 年度の実施決定 
・導入企業による継続的なフォローを目的としたコミュニティの定期的開催 
・スキル標準ユーザーカンファレンスでの事例発表を実施 
・長崎、熊本との連携開始。FISA が中心となり、九州全体に広げる計画を策定中 

 
 
 
 

＜民間を含めたスキル標準運営体制の構築に向けた取組み＞ 
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⑤ IT 人材育成 iPedia の情報発信による産業界と教育界の人材育成策の共有 

高等教育機関で実践的 IT 人材を育成するためのノウハウ、コンテンツを蓄積した IT 人材育成

関連情報データベース「IT 人材育成 iPedia」を運営して、求められる IT 人材像と育成策の共有促

進を図りました。 
・IPA が講座開設を支援した大学や地域連携組織の実践的講座情報「産学連携実績紹介フォーム」

35 講座（受講生約 2,100 名）を更新しました。各講座をスキルテーマ別に分類し、講座の設計

情報や実施後の評価、継続的改善点を整理し、新たな講座開設や継続的改善への有用な情報提

供を継続的に実施しました。 
・平成 22 年度に 5 大学で開始した産学連携実践的講座は、その後、16 大学・7 地域連携組織に

拡大しました。また、この活動で得た実践力育成に関する共通的なニーズ、IT 教育のノウハウ

を基に、高等教育機関教員が実践的な IT 教育を容易に導入できるようにすることを目的として、

平成 24 年度から、高等教育機関で汎用的に利用できる教育コンテンツを大学・高専・専門学

校に提供してきました。平成 25 年度は新たに 2 種類のコンテンツ（「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」「情報セキュリティ」）の提供を開始し、平成 24 年度に提供

を始めた 3 種類のコンテンツと合わせて、平成 25 年度は 47 講座（23 教育機関）に提供しま

した。ニーズが高い内容と講座の目的に沿って柔軟にカスタマイズできる活用のしやすさから、

汎用的教育コンテンツの提供先は累計で 78 講座（43 教育機関）に拡大し、平成 25 年度におけ

る当該コンテンツを利用した講座の受講者数は約 1,000 名と前年度から倍増しています。 
・産学連携による実践的講座開設のノウハウ・知見をまとめた「産学連携実践的講座構築ガイド」

に「評価基準編」の追補を行いました。これは、学生の実践力向上に従来の知識・スキルに加

えて産学共通のコンピテンシー（行動特性）評価基準を設定し、教育機関での学習目標として

の活用モデルを提案しています。技術力・人間力両面での求める人材像を共有することにより、

学生の育成活動が効果的に展開され、産業界の期待する人材の輩出に貢献しています。 

 

⑥ 情報ハブ機能の民間を含めた実施体制を構築するための検討体制の確立 

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」の民間を含めた実施体制の構築検討を進めました。 
実践的講座の全国的広がりと情報共有による自立化支援の充実により、自主的な実施の環境が

整い、「産学連携推進委員会」を現在の IPA の委員会から民間団体や教育機関、NII 及び IPA 等の

自主運営方式による新たな体制に移行する検討案を作成しました。 
今後、この検討案を基に、新たな実施体制の構想を具体化することを決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業界の期待する人材の輩出支援を目的に、大学学部に対して産業界の実践的な教育ノウハウ・知見（カリキュ

ラム、教材、講師）を提供し、産学協働による実践的講座を実施。地域団体の大学と地元企業との連携も促進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汎用的教育コンテンツ種別 
提供講座数 

H24 H25 累計 

ソフトウェア開発技法実践的演習 ６   ６ １２ 

パーソナルスキル(ロジカルシンキ

ング)養成 
１８ １３ ３１ 

プロジェクト型システム開発チーム

演習 
７ ８ １５ 

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 

― ９ ９ 

情報セキュリティ ― １１ １１ 

合   計 ３１ ４７ ７８ 

＜全国に広がる実践的講座（35 講座 2,100 名） 汎用コンテンツ提供（累計 78 講座）＞ 
 
 

実践的講座実施大学・地域連携組織 

汎用コンテンツ提供の教育機関 

汎用的教育コンテンツの提供状況 

 

 ＜情報ハブ機能の自主運営体制への移行を提案＞ 

産学連携によるIT人材育成活動の横断的推進
今後求められる人材像を産学間で共有した横断

的IT人材育成活動の推進

IPAの委員会 メンバ間の自主運営による連絡会

＜産学連携推進委員会＞
IPA事業

産業団体 教育機関
産学
連携
機関

関係政府機関
（オブザーバ）学会

＜高度IT人材育成産学間連絡会（仮称）＞

産業団体 教育機関

関係政府機関
（オブザーバ）

産学
連携
機関

学会

メンバ間情報共有・相互連携・相互支援

IPA事業
実践的IT講座のノウハウ蓄積・効果の可視化・地域展開など

メンバ間情報共有・相互連携・相互支援

IPA事業に対するアドバイス

国のIT人材育成施策の発信・周知

現 状 今 後

ＮＩＩ ＮＩＩIPA

アドバイス

事務局

 

（１６大学・７地域団体） 

（４３高等教育機関：実践的講座との重複４校を含む） 
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⑦「IT 人材白書 2014」の作成により、IT 人材に関する国内唯一の白書として実態把握に貢献 
 
（１）IT 人材を取り巻く環境変化についてタイムリーな調査・分析を実施 

『IT 人材白書 2014 「作る」から「創る」へ、「使う」から「活かす」へ ～価値を生み出すプ

ロの力～』を作成しました。「IT 人材白書 2014」では、経年の IT 人材動向等の調査に加えて、ビ

ジネスシフトなど、新たな IT 利活用環境の登場による産業構造の変化での課題等を把握するため

に、a）IT 企業のビジネスシフトと IT 人材、b）企業のグローバル展開動向とその IT 人材像、c）
ウェブビジネスの動向とウェブ技術者、d）IT 企業及びユーザ企業におけるダイバーシティマネジ

メント、e）IT 人材の流動性など、IT 人材を取り巻く環境の変化について調査、分析しました。 
例えば、企業において新たな価値創出や原動力を生み出すためには、ダイバーシティ（多様性）

や人材流動を意識した人材の活用が重要です。その中で、ダイバーシティマネジメントの観点では、

IT 企業において事業内容によって人材の「女性比率」に違いがあり、女性比率の高い事業内容は

「IDC サービス」、「パッケージソフトウェア導入・カスタマイズ」などで、割合の低い事業は「開

発・運用・SI」、「人材派遣」など IT 企業における従来型の事業である、という実態が把握できま

した。また、IT 企業及びユーザ企業では、中途採用した IT 人材の割合から年間で約 3 万 8 千人（推

計）の IT 人材が流動していることが新たに判明しました。 
さらに、情報セキュリティリスクが高度化・多様化していることを踏まえ、企業における情報セ

キュリティ人材の育成状況を調査した結果、約半数が未だ着手しておらず、人材育成の認識を高め

る必要性が初めて明らかになりました。 
 
（２）省庁における政策立案の基礎資料等として多数活用 

「IT 人材白書 2013」（平成 25 年 3 月発刊）は、書籍として 455 冊を販売（平成 26 年 3 月末）

するとともに、ダウンロード可能な PDF 版（本編・データ編・概要等）を配布しています（ダウ

ンロード数延べ 26,250 件。平成 26 年 3 月末時点）。また、関連団体を通じた寄稿や講演を行うな

ど、積極的に情報発信しました。その結果、内閣府、文部科学省等における政策立案、業界団体や

学会おける事業推進等の検討の基礎資料として、幅広く活用されました。また、メディア（TV や

新聞など）で有効な情報として多く取り上げられました。なお、IPA においても、PDCA サイクル

の一環として、事業の方向性を検討するための基礎資料として活用しました。 
加えて、IT 人材白書の読者からは、「IT 企業、ユーザ企業を問わず業務に IT を活用する人材の

傾向、動向、意識が俯瞰でき、大変参考になる」、「今後の人材育成プログラムの指針としたい」な

どと高く評価されました。IT 人材白書の目的である実態把握によって、IT 人材育成の推進に寄与

しました。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜IT 人材白書の活用事例（抜粋）＞ 
内閣府や文部科学省、業界団体等における基礎資料として多数活用されている。 

組織名 資料名称 引用内容 

省
庁
、
業
界
団
体
等 

内閣府 

 

平成 25 年度年次経済財政報告書（経済財政政策担

当大臣報告） 

ICT人材に対し、9割弱の企業が質の不足を指摘している。 

内閣官房情報セキュリ

ティセンター（NISC） 

情報セキュリティ人材育成に係る現状と今後の検

討課題について 

「IT関係各分野の技術者は情報セキュリティを今後重要

となる分野と認識している」 

文部科学省 「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略

推進事業」調査報告書  

どのような「質」が不足していると感じているのかは、

「プロジェクトマネジメント力」である 

（一社）情報サービス

産業協会（JISA） 

情報サービス産業白書 2014 IT 人材に求められる「質」について 

（一社）情報処理学会 パネルディスカッション「進化する組込み技術の育

成手法」 

「実践的な教育への評価は高い」 

「一致し始めた企業と教育機関の思い」 

テ
レ
ビ
・
新
聞
等 

NHK NHK ニュース おはよう日本 

「IT業界 深刻化する人材不足」 

IT 人材の不足感について 

NHK（BS1） 「島耕作のアジア立志伝」“蟻の兵法”で巨象に挑

め 

オフショア開発の動向について 

日本経済新聞 ベトナム発日の丸アプリ 開発者確保へ争奪戦 日本のオフショア開発の発注実績は、2007 年度に利用率

が 13.9%だったベトナムは 19.2%まで上昇 

日経コンピュータ SaaS と PaaS、大企業の半数が利用拡大へ IDC とパ

ッケージソフト利用も増加 

ユーザ企業が今後、利用拡大を考えている ITサービスの

人気上位は、「IDC サービス」や「SaaS・PaaS」である 

事業で強みとなる価値を“創り”、また、 

IT を“活かす”武器とする経営へシフトするために、 

質の高い人材活用が必要＜IT 人材の流動性より＞ 

 
流動する IT 人材数の規模を中途採用数

から推計（約 3 万 8 千人／年間） 

＜「IT 人材白書 2014」のトピック例＞ 

20.6 

14.9 

30.4 

10.6 4.9 

13.5 

21.8 

32.4 

45.1 

0% 50% 100%

継続的に実施している 着手している 

社内他部門で実施している 実行できていない 

検討していない 無回答 

IT企業 

ユーザー企業 

「情報セキュリティ」に関する人材育成の取組みは 

約半数が未着手 ＜求められる IT 人材より＞ 

＜「IT 人材白書 2014」で新たに判明した調査結果例＞ 

＜「IT 人材白書 2014」のメッセージ＞ 
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＜中期計画＞（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 

情報処理技術者試験について、CCSF に準拠し着実に実施するとともに、応募者数増加の取組とコス

ト削減等により収益の改善を目指し、持続的な運営を行います。 
また、IT 人材の多様化と高度化、IT の高度化・複雑化や技術ニーズの多様化等 IT を取り巻く環境変

化を踏まえ、各試験間の整合を図りつつ、出題範囲、出題内容等を反映します。 
さらに、アジア各国との相互認証、国際標準動向との調整等により国際的な同等性・整合性を確保し、

協力に際しては可能な限り外部資金の活用により実施します。 
 
 
 
 

＜本文は次頁より開始＞ 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

平成 25 年度の応募者数は約 47 万人となり、引き続き大規模な国家試験を安定的に実施しました。 
また、平成 25 年度はｉパスの普及に注力した結果、ｉパスの応募者数は 74,391 名（前年度比 108%）

となりました。一方、情報処理技術者試験の応募者数が減少傾向であることを踏まえ、更なるコスト

削減に努め、平成 24 年度と比べて試験業務費を総コストの約 4.5％削減し、持続的な試験運営を実現

しました。 
さらに、全試験区分において、情報セキュリティに関する出題の強化・拡充を図り、IT を取り巻

く環境変化、特に情報セキュリティ人材不足に対応しました。 
ITPEC 加盟 6 ヶ国で行っているアジア共通統一試験の実施を支援するとともに、12 番目の相互認

証締結を要望するバングラデシュでトライアル試験を実施しました。 
「試験の相互認証国」との IT 人材の流動化促進を目指して、在留資格に係る基準の特例に関する

「IT 告示」を改訂しました。（平成 25 年 11 月 27 日、官報公示） 
国際標準動向との調整では、ISO の活動に積極的に協力し「ソフトウェア技術者認証のガイド」を

発行しました。また、国際ワークショップにおいて、日本のスキル標準等の紹介を行いました。 
ASEAN の ICT スキル標準とその評価制度の策定を支援するために、策定担当国であるタイの活動支

援に着手しました。既に、日本の IT スキル標準を導入したベトナム、フィリピンが行うワークショ

ップに、依頼に応じて講師として参加するとともに、アジア諸国の ICT 政策担当機関の職員を日本に

招聘し、情報処理技術者評価制度等の構築研修を実施しました。 
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① 新たな広報媒体を活用した普及活動と徹底したコスト削減 

１）新たな広報媒体による試験の周知と企業・大学などに対する個別普及活動の積極的な実施 
平成 25 年度は、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て、次に示す積

極的な普及活動を展開した結果、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％増加しました。特に 3 月は初の月間 

1 万人超を達成しました。この結果、ｉパスの応募者数は 74,391 名（前年度比 108%）となりました。 
ⅰ）ｉパスのメインターゲットである若年層を中心に絶大の人気を誇る「初音ミク」をｉパスの広報キャ

ラクターに起用して普及活動を展開しました。 
ⅱ）また、平成 26 年度以降のｉパスの更なる認知度向上を図り、活用促進につなげるため、ｉパスの公

式キャラクターを募集・決定するイラストコンテストを開催し、応募されたイラスト作品 481 点の中

から、一般投票で最多得票を獲得した「上峰 亜衣（うえみね あい）」に決定しました。平成 26 年度

以降は「上峰 亜衣」をポスター、パンフレットやウェブサイトなどの様々な媒体で活用するなど、広

報活動を更に充実させる予定です。 
ⅲ）就活生に対しては、「就活スタイルブック」にｉパスのメリット等を掲載しました。企業におけるエ

ントリーシートでの活用事例などを紹介し、就職に役立つことをアピールしました。 
ⅳ）ｉパスウェブサイトの全面リニューアルを実施し、ｉパスの必要性や合格のメリットなどを分かりや

すく発信しました。 
ⅴ）情報処理技術者試験については、平成 26 年度春期試験から、新たに個人向けのパンフレットを作成

しました。各試験区分の特徴を平易なキャッチフレーズで表現するなど試験の魅力を分かりやすくま

とめ、全国の書店や企業、大学など約 24,000 か所に配布しました。 
ⅵ）企業の経営幹部、人事・教育担当者や情報化推進担当者、大学の就職課や情報系学部の教授など、

355 件訪問し、i パス、情報処理技術者試験の活用を促進しました。また、ｉパスの活用事例を 88
件収集してウェブサイトで公開するとともに、企業・大学訪問などの際に積極的に紹介しました。 

２）徹底したコスト削減 
不断のコスト削減に努めた結果、試験問題作成費やシステム関係費、一般管理費の見直しにより、

平成 24 年度に比べ、試験業務費を総コストの約 4.5％（約 122 百万円）削減しました。このコス

ト削減と応募者の増加が相まってｉパスは単独で黒字化を達成し、その他の試験区分も応募者の減

少に伴う損失拡大をコスト削減により補いました。その結果、試験勘定の損益は改善しました。 
また、平成 25 年度に実施した、平成 26 年度以降のシステム運用や試験実施業務などに係る入

札では、入札要件の見直しにより更なるコスト削減に取り組み、平成 26 年度の試験業務費は、平

成 25 年度に比べ、総コストの約 7.5％（約 187 百万円）削減できる見込みです。 
② 時代のニーズにマッチした試験問題の作成 

情報セキュリティ人材が不足している状況等に鑑み、ｉパスをはじめとする全試験区分において、

情報セキュリティの出題強化を決定し、問題作成を行いました。ｉパスに関しては、より実務に生

かせる出題内容とする観点から試験問題の総点検を実施し、順次反映しました。 
また、平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定された「世界最先端 IT 国家創造宣言」や当該宣言に基づ

く「創造的 IT 人材育成方針」などの政府文書に試験の活用について記載されました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年度の主な実績 

※ 新卒採用活動での活用企業、活用事例はｉパスウェブサイトから転載 

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/example.html 

＜ｉパス活用事例が充実 ウェブ掲載（88 件） 大手ユーザ企業の事例も登場＞ 

  

・全社員を対象にｉパスの取得を推奨、支援 
・ｉパスは、全社的にデジタル化を推進していく

上で必要不可欠なツール 

株式会社 朝日新聞社  

・サービスのＩＴ化に対応するため、全社員
のＩＴリテラシー向上が必須 

・合格対策コース受講料の一部を会社が支
援し資格取得を奨励 

綜合警備保障株式会社（ALSOK） 
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別
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H24年度 

H25年度 

前年度比 

就活生等の若年層が増え、平成２６年１月～３月は、前年同月比で約 20%増加。  

H24 年度 68,983 名 ⇒ H25 年度 74,391 名に増加。（前年度比 108%） 

前年同月比 
約 20％増加 

＜理事長、理事をはじめ機構全体で企業・大学訪問（３５５件）＞ 

 

合計：355件（企業・自治体等：156件　教育機関：199件）

大分類

小分類 企業 自治体 官公庁 大学 高専 高校 専門学校

件数 106 43 7 173 18 5 3

企業・自治体等 教育機関

○就活情報誌を活用したプッシュ型ＰＲ 

[ 全国就活生の約半数の自宅に配布 ] 

就 

20 万部 

マイナビ 就活スタイルブック 

就活生へ直接配送 

＜若年層が大幅増！就活生ターゲットが奏功＞ 
 22歳の応募者数が 

前年同時期に比べて 
６０％増加 

○企業におけるｉパス活用の促進 

[ ２６社がエントリーシートに活用 ] 

・株式会社アイネット
・株式会社NTTデータ
・株式会社大塚商会
・共同印刷株式会社
・KDDI株式会社
・興和株式会社
・コネクシオ株式会社

・株式会社トヨタデジタルクルーズ
・株式会社トヨタコミュニケーションシステム
・日本電気株式会社
・パナソニック株式会社
・株式会社日立製作所、日立グループ13社
・富士通株式会社

＜ｉパス応募者数 前年度比 108%、3 月は初の 1 万人超を達成＞ 
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③ アジア各国との相互認証、国際標準動向との調整等 
 

 「世界最先端 IT 国家創造宣言」とその「工程表」に『国際的な高度 IT 人材の活用や流動化を推

進すること』がうたわれており、アジア諸国との情報処理技術者試験の相互認証を通じた IT 人材の

流動化促進、国際標準等との調整、ASEAN 域内の IT 人材流動化への協力等を実施しております。 
 

1) アジア 11 ヶ国・地域と締結している情報処理技術者試験の相互認証を維持するとともに、

アジア共通統一試験実施国（ITPEC62加盟 6 ヶ国、右図の 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）相当の試験を年 2 回（春期と秋期）、応用

情報技術者試験（AP）相当を年 1 回（秋期）に実施しております。 
12 番目の相互認証締結を要望しているバングラデシュに対して、アジア共通統一試験導入

を支援し、トライアル試験として基本情報技術者試験相当が平成 25 年秋期に実施されまし

た。平成 26 年春期も円滑な試験運営が行われ、継続して試験実施が可能と見込まれること

から、本年 10 月からバングラデシュにおいてもアジア共通統一試験が正式に開始される予

定です。2014 年 5 月 26 日に行われた日本及びバングラデシュ両国の首脳会談において、本

年 10 月までにバングラデシュにおける情報処理技術者試験の制度導入が予定されているこ

とについて、共同声明で両国首脳が歓迎していることを表明しました。 
日本とアジア諸国の IT 人材の流動化促進を目指した在留資格に係る基準の特例に関する「IT
告示」の改訂を日本の法務省に依頼し、平成 25 年 11 月 27 日に官報に公示されました。 
 

2) 国際標準動向との調整等では、編集者として作成に積極的に関与した「ソフトウェア技術者

認証のガイド（ISO/IEC TR29154）」が平成 25 年 8 月 1 日に発行されました。また、国際

規格「ソフトウェア技術者認証（ISO/IEC 24773）」の拡張の検討が開始しており、日本の試

験制度等と親和性の高いものとなるべく協力しております。 
さらに、各国のスキル標準の紹介等を行う国際ワークショップに参加し、日本のスキル標準

等を紹介しました（ベルギー、平成 26 年 3 月 24～25 日）。 
 

3) ASEAN 域内の情報処理技術者の育成、人材流動化を目指した「ASEAN ICT スキル標準とそ

の評価制度」の構築をタイが担当しており、このタイの活動を支援するため、現地関係機関

等に対する普及活動や意見交換等を行いました。 
また、既に IT スキル標準の導入を行ったベトナム、フィリピンからの要請に基づき、ワー

クショップ等に講師として参加し定着支援を実施するとともに、アジア諸国の ICT 政策担当

機関の職員を日本に招聘して情報処理技術者評価制度等の構築に係る研修を実施しました。 
 

                                            
62 ITPEC（IT Professionals Examination Council） 

 

 

 

 

 

 

 
 

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)タイ（Jun. 2002) 

[AP, FE,IP]
(NSTDA)

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)

モンゴル (Aug. 2007)
[AP,FE,IP]

(NITP)

ベトナム（Jul. 2002）
[AP, FE,IP]

(VITEC)

＜試験の相互認証締結国（11ヶ国・地域）＞

相互認証締結要望
（12番目）：

バングラデシュ
(BCC)

Bグループ
ITPEC 加盟国
アジア共通統一試験実施

Aグループ
既にIT国家試験を実施

相互認証締結（ITPEC加盟）要望国

試験の相互認証締結国名（開始年月）

[ ] 内は、相互認証試験区分
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

( ) 内は、試験実施機関の略称

ITスキル標準策定・導入支援国と支援機関名

タイ ATCI(The Association of Thai ICT Industry)

ベトナム VINASA(Vietnam Software & IT Service Association)

フィリピン PSIA(Philippine Software Industry Association)

 
＜試験の相互認証締結国（11 ヶ国・地域）＞ 
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① IPA の貢献により承認された国際規格（全１９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 － － 

セキュリティセンター ８ ９ 

SEC ４ ３ 

国際標準推進センター １２ １ 

IT 人材育成本部 ２ ２ 

合 計 ２６ １５ 

     （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 

【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/IEC9796-3 (Corrected 

2nd ed.) 

離散対数問題の困難性を利用したメッセージ回復型ディジタル署名方式。

SC27/WG2 コンビーナとして貢献。 

ISO/IEC 29150/COR1 
暗号化と署名を同時に行うサインクリプション方式。SC27/WG2 コンビーナとして

貢献。 

ISO/IEC 29192-4 軽量非対称メカニズム。SC27/WG2 コンビーナとして貢献。 

ISO/IEC 20009-1 匿名エンティティ認証の概要。SC27/WG2 コンビーナとして貢献。 

ISO/IEC 20009-2 
グループ公開鍵を用いた署名に基づく匿名エンティティ認証方式。SC27/WG2 コ

ンビーナとして貢献。 

ISO/IEC 20008-1 匿名ディジタル署名の概要。SC27/WG2 コンビーナとして貢献。 

ISO/IEC 20008-2 
グループ公開鍵を用いた匿名ディジタル署名方式。SC27/WG2 コンビーナとして

貢献。 

ISO/IEC 29147 
情報技術－セキュリティ技術－脆弱性の開示。SC27/WG3 副コンビーナ/セクレタ

リアート, WG3 主査, エキスパートとして貢献。 

ISO/IEC 30111 
情報技術－セキュリティ技術－脆弱性ハンドリングプロセス。SC27/WG3 副コンビ

ーナ/セクレタリアート, WG3 主査, エキスパートとして貢献。 

ISO/IEC 15408-1 
「IT セキュリティの評価基準」に関する規格。SC27/WG3 副コンビーナ/セクレタリ

アート, WG3 主査として貢献。 

ISO/IEC 18045 
「IT セキュリティ評価手法」に関する規格。SC27/WG3 副コンビーナ/セクレタリア

ート, WG3 主査として貢献。 

ISO/IEC 24759 
「暗号モジュールのセキュリティ試験要件」に関する規格。SC27/WG3 副コンビー

ナ/セクレタリアート, WG3 主査, コエディタとして貢献。 

ISO/IEC 29155-2 
「IT プロジェクトの性能ベンチマーキングを円滑に実施するための手順」に関する

規格。SC7/WG10 エディタとして貢献。 

ISO/IEC TR33014 
「ソフトウェア開発プロセスの評価結果を受けてプロセス改善を進めるためのガイ

ド」に関する規格。SC7/WG10 エディタとして貢献。 

ISO/IEC TR24772 
脆弱性を回避するためのガイドライン。担当 WG（国際）に委員として参加。Ruby

に関する附属書のレビューを担当。 

ISO/IEC TR20000-10 
「IT サービスマネジメント－概念及び用語」。SC40 国内委員長（元 SC7/WG25 主

査）として審議に参画。 

ISO/IEC TR20000-5 
「IT サービスマネジメント－ISO/IEC 20000-1 のための実装計画例 」。SC40 国内

委員長（元 SC7/WG25 主査）として審議に参画。 

ISO/IEC TR38502 IT ガバナンス-枠組み及びモデル。SC40 国内及び国際会議の審議に参加。 

ISO/IEC TR 29154 「ソフトウェア技術者認証（ISO/IEC 24773）」のガイド。SC7 コエディタとして貢献。 
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② IPA が関係する審議中の国際規格（全４２件） 

１．情報セキュリティに関する規格 

ISO/IEC 10116 暗号利用モード。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 14888-3 
離散対数問題の困難性を利用した添付型ディジタル署名方式。SC27/WG2 コンビーナ

として審議に参加。 

ISO/IEC 10118-1 ハッシュ関数の概要。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 10118-4/AMD1 剰余算術を用いたハッシュ関数。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 10118-4/COR1 剰余算術を用いたハッシュ関数。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 11770-3 非対称鍵共有方式。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 11770-6 鍵導出関数。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 15946-1 楕円曲線暗号の概要。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18014-4 時刻源の追跡性。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18031/AMD1 乱数生成方式。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18031/COR1 乱数生成方式。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18032 素数生成方式。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18033-1 暗号アルゴリズムの概要。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18033-5 ID ベース暗号。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 19772/COR1 認証暗号。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 29192-4/AMD1 軽量非対称メカニズム。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 29192-5 軽量ハッシュ関数。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18370-1 ブラインド署名方式の概要。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 18370-2 
離散対数問題の困難性を利用したブラインド署名方式。SC27/WG2 コンビーナとして審

議に参加。 

ISO/IEC 19592-1 秘密分散の概要。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC 19592-2 秘密分散メカニズム。SC27/WG2 コンビーナとして審議に参加。 

ISO/IEC TR19249 
「セキュアな製品・システム・アプリケーションのためのデザイン及びアーキテクチャの原

理」に関する規格。SC27 国際会議にコメント提出し議論に参加。 

ISO/IEC TR19791 「運用システムのセキュリティ評価」に関する規格。SC27 コエディタとして審議に参加。 

ISO/IEC TR20004-1 
「ISO/IEC 15408 及び 18045 に基づくソフトウェア脆弱性分析パート１」に関する規格。

国際会議の審議に参加。 

ISO/IEC TR20004-2 
「ISO/IEC 15408 及び 18045 に基づくソフトウェア脆弱性分析パート２」に関する規格。

国際会議の審議に参加。 

ISO/IEC TR19608 
「ISO/IEC 15408 に基づくセキュリティ・プライバシー機能要件の策定ガイド」に関する規

格。提案書の作成、国際会議等での趣旨説明、投票サポート等実施。 

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。コエディタとして参加し、1

次委員会原案を作成。 

ISO/IEC 18367 
暗号アルゴリズム及びセキュリティメカニズムの適合性試験。コエディタとして参加し、3

次委員会原案を作成。 

ISO/IEC 27017 
クラウドコンピューティングサービスのための情報セキュリティ管理策。国内委員会およ

び国際会議に参加。現在は CD2 文書が策定中。2015 年 10 月発行予定。 

 

 

２．信頼性向上に関する規格 

ISO/IEC 29155-3 
「ベンチマーキング―報告様式」に関する規格。主エディタとして貢献。CD 投票のコメ

ント反映後、DIS 投票に付議。 

ISO/IEC 29155-4 
「ベンチマーキング―データの収集と管理」に関する規格。副エディタとして貢献。審

議文書を、CD 投票に付議。 

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。FDIS 投票に付議。 

ISO/IEC 10646 
文字符号の国際規格。対応国内委員会に委員として参加。IPA から約 2000 文字を新

規に提案中。 

ISO/IEC 17960 
ソースコード署名の国際規格。担当 WG（国際）に委員として参加。日本から、より具体

的な API の規定を提案。 

ISO/IEC TR24772 
脆弱性を回避するためのガイドライン。担当 WG（国際）に委員として参加。Ruby に関

する附属書のエディタを担当。 

ISO/IEC 38500 
IT ガバナンス。エディタ及び国内 WG 幹事（元 JTC1/WG8 主査）として改訂作業に参

画。 

ISO/IEC TS38501 IT ガバナンス-実装ガイド。SC40 国内及び国際会議の審議に参加。 

ISO/IEC 20000-6 
IT サービスマネジメント－第 6 部：認証機関のための要求事項。SC40 国内及び国際

会議の審議に参加。 

ISO/IEC 20000-8 
IT サービスマネジメント－第 8 部：小規模組織への適用のための手引。SC40 国内及

び国際会議の審議に参加。 

ISO/IEC 20000-9 
IT サービスマネジメント－第 9 部：ISO/IEC20000-1 のクラウドサービスへの適用のた

めの手引。SC40 国内及び国際会議の審議に参加。 

３．IT 人材育成に関する規格 

NP 準備中 
ISO/IEC 24773 の拡張。SC7/WG20 に専門家として参加。また、対応国内委員会に委

員として参加。 

ISO/IEC 27021 
情報セキュリティマネジメントシステムのプロフェッショナルのための力量要件の国際

規格。対応する国内委員会にエキスパートとして参加。 
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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. 出口戦略を意識した業務運営の不断の見直し 

膨大化・複雑化する情報社会システムを、利用者の視点から安全性・信頼性を確保するための施策の

一端を担う政策実施機関として、真に必要な事業を実施するために、各事業について実施の妥当性及び

出口戦略を意識し、PDCA サイクルに基づく不断の見直しを実施します。 

 

平成 25 年度の主な実績 

～ IT を取り巻く環境の変化やニーズをいち早く認識し、タイムリーに対応する体制へ ～ 

① 各事業実施の妥当性を意識した不断の見直しのため新たな取組みを開始 

1）限られた運営費交付金で効果的な事業を推進するため、各事業への予算配賦方法の改善を行い

ました。加えて、効果的な予算執行を行う観点から、事業の実施に伴う予算の執行状況に応じて、

必要とされる事業に対して弾力的に予算を再配賦するなどの取組みも行いました。 
2）「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月閣議決定）において、当機構が

講ずべき措置とされた「情報セキュリティ問題への取組を更に強化する観点から、産業技術総合

研究所（AIST）及び情報通信研究機構（NICT）との連携協力を一層強化する。」との方針を受け、

これまでも CRYPTREC やサイバー攻撃解析協議会等で連携してきましたが、更なる連携の可能

性について AIST 及び NICT との協議を速やかに開始しました。 
具体的には、NICT が所有する解析エンジンの活用や、IPA 側からのウイルス検体提供の可能性

などについて議論を行っており、各組織の知見や技術を糾合した総合的な情報セキュリティ対策

の推進を目指します。 
 

② 183 者にヒアリングを実施し、社会ニーズの変化や IPA が対処すべき事案について把握 

IPA 独自の取組みとして、産学官の有識者や IPA 事業のユーザ企業などに対してヒアリング（100
者ヒアリング）を行い、その結果を次年度計画の策定や業務運営の見直しなどに反映・活用する

PDCA サイクルを従前から実施しています。平成 25 年度は、第三期中期目標期間の初年度にあた

ることから、第二期中期目標期間の「IPA 各業務に対する評価、改善すべき点」や、新規に取組む

事業について「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、平成 24 年度の 146 者を大幅に上回る 183 者へのヒアリングを行い、また、機構事業の潜在

的なユーザからのヒアリングを 48 者（平成 24 年度は 26 者）に増加させ、対処すべき事案を多角

的に収集するよう努め、その結果、例えばソフトウェアの品質説明力強化について、利用者にとっ

て妥当な品質基準の定義が難しいなどの寄せられた課題に対する検討を平成 26 年度計画に盛り込

む等、今後の取組に反映しました。 
なお、「100 者ヒアリング」の実施にあたって、訪問先においてｉパスに関する認知度をヒアリ

ングするとともに、ｉパスの利用促進に向けた PR を実施したのをはじめ、機構が出展・講演する

イベントなど、あらゆる機会においてｉパスの PR を情報処理技術者試験センターに限らず組織一

丸となって推進し、受験者数の向上に寄与するための取組を行いました。IPA に関係する方々のご

支援もありｉパスの応募者数は前年度比 108％となりました。 

 

＜中期計画の達成状況＞ 

限られた予算で効果的な事業を実施する観点から、事業の優先度や国民への貢献等を考慮した予算

配賦を実施しました。また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に基づき、連携協力を強

化するとされた AIST 及び NICT と、情報セキュリティに関する連携の協議を開始しました。 
さらに、IPA 独自の取組みである「100 者ヒアリング」では、過去最高となる 183 者に対してヒア

リングを行い、次年度計画の策定等に活かす取組を推進するとともに、訪問先に対してｉパスの認知

度向上や利用促進のための PR 活動を組織一丸となって実施しました。 

 

＜産業技術総合研究所（AIST）、情報通信研究機構（NICT）との連携に向けた取組＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜100 者ヒアリング実施件数の推移＞ 

 

 
平成 25 年度は過去最高の

183 者にヒアリング 183 者 
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平成 25 年度の主な実績 

① 効率的な組織及び業務運営を目指し、組織一丸となった取組みを推進 

～ 独立行政法人中トップ水準での活動を意識して ～ 

 業務の効率化やコストダウンを意識し、独立行政法人中トップ水準による「ペーパーレス化」、

「業務・システムの最適化」の推進や予算執行におけるチェック機能の厳格化等、マネジメントの

一層の強化に取組みました。（「業務・システムの最適化」は後述。） 
1）機構では平成 24 年度を基準として、平成 25 年度から 5 年間で紙媒体の書類を 30％削減する

目標を設定しています。理事会をはじめとした会議において、タブレット PC の利用によるペー

パーレス会議を積極的に推進した結果、平成 24 年度と比較しコピー用紙の使用量は 25.4％、複

写機の使用金額は 21.1％削減することができました。 
さらに、クリーンキャンペーンとして、四半期ごとに不要な文書の廃棄を徹底することで、文

書保管に係るコスト削減にも鋭意取り組んでいます。 
また、従前から法人文書の電子データ化も積極的に推進しており、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”となっています（内閣府による調査結果、

平成 25 年度実績は平成 27 年 1 月頃に公表される予定）。 
なお、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していま

す。今後も、ペーパーレス化の取組を鋭意推進します。 
2）運営費交付金を毎年度平均で 3％以上効率化していくため、平成 26 年度から新規に開始する事

業（サイバーレスキュー隊の立ち上げ等）に伴う人員の増加にあたって、限られたスペースを有

効活用すべくレイアウト変更を計画し、事務スペースの拡充による新たな費用の発生を抑制する

など、組織全体としてのコスト意識を徹底しました。 
3）運営費交付金の計画的かつ適正な執行を行い、予期せぬ運営費交付金債務残高の発生を抑制す

るため、以下の取組を徹底しました。 
・各部門における予算・執行管理の徹底。 
・執行状況を財務部にて取りまとめ理事会に毎月報告し、組織全体として執行状況の把握、

及びチェック機能を強化。 
・平成 25 年度計画における「平成 25 年度下期実行計画」を策定し、事業の進捗や予算執行

状況を把握。 
・各事業における予算の執行状況に応じて、機動的・弾力的な予算の再配賦を実施。 

このような取組を徹底した結果、平成 25 年度における運営費交付金の執行率は 97.5％（契約締

結済みで支払が翌年度になるものを含む）となりました。このうち、事業費の執行率は 100％とな

っています。 
② 40 歳以下プロパー職員における情報処理技術者試験の合格者はほぼ 100％ 

職員教育の一環として、情報処理技術者試験に合格していない 40 歳以下のプロパー職員を対象

として「機構内 i パス試験」を実施し、IPA 職員としての意識向上及び IT リテラシーの一層の向上

に努めました。その結果、本試験の合格者を含め、40 歳以下プロパー職員の情報処理技術者試験

の合格者はほぼ 100％となっています。 

 
＜平成 23 年度法人文書電子化率＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜平成 24 年度法人文書電子化率＞ 

＜中期計画＞ 2.機動的・効率的な組織及び業務の運営、3.運営費交付金の計画的執行 

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るなど、機動的・効率的な組織・業

務運営を行います。また、専門性・特殊性の高い業務を継続して行っていくために中長期的視点に立っ

た人材の育成を図るなど、組織・個人のパフォーマンス向上に努めます。 
運営費交付金の執行について、執行管理体制を強化し、予期せぬ運営費交付金債務残高の発生を抑制

します。 

＜中期計画の達成状況＞ 

効率的な組織及び業務運営のために組織一丸となったマネジメントの強化に取組みました。組織全

体としてペーパーレス会議を積極的に推進することによるコピー用紙使用量の削減、不要書類の廃棄

の徹底、法人文書の電子化の促進などの取組を鋭意推進しました。これまでも取組んできた法人文書

の電子化率は全独立行政法人中第 1 位となるなど、取組みの成果が表れています。 
さらに、運営費交付金については、予期せぬ運営費交付金債務残高を抑制するため、チェック機能

の厳格化等、計画的かつ適正な執行を行うための取組を強化した結果、執行率は 97.5％（契約締結済

みで支払が翌年度になるものを含む）となっています。 

（内閣府公表資料から抜粋） 
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＜中期計画＞ 4. 戦略的な情報発信の推進 

ユーザニーズ等に関する市場動向、IT の技術動向、国際標準化動向の調査等により、積極的な情報収

集・情報発信するとともに、数年先の動向を見据え、我が国の国民生活の向上及び産業の発展のために

今後注力していくべき技術分野等の抽出を行う等、シンクタンク機能を強化します。 
また、各事業の内容及び成果の特徴、対象等を見据え、最も効果的な広報手法を検討するとともに、

ウェブサイトの利便性向上や外部の情報発信ツールを活用することにより、更なる IPA の認知度向上に

努めます。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① 機構の更なる認知度向上を目指し戦略的な広報活動を推進 

 IPA の認知度向上を図るため、主に以下の取組みを推進しました。 
・情報セキュリティ人材やサイバー攻撃対策等、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企画のもちかけを積極的に実施し、NHK や民放が特集番組やニュースの

特集枠で機構事業を取り上げ放映。放映などをきっかけとして、関連事業の取材や放映に繋

がるなどの効果。また、機構職員インタビュー内容が TV で 17 件放映され情報セキュリティ

対策などの情報を発信。 
・ユーザビリティ、アクセシビリティの向上を目指して、ウェブサイトのリニューアルを実施

（平成 25 年 6 月）。 
・広報誌「IPA NEWS」を各イベントなどで配布するとともに、配布先についても新たに政府

CIO などの政府関係者に拡大（隔月発行、平成 25 年度は 6 刊合計で 44,000 部配布）。 
・情報セキュリティ月間（毎年 2 月）と同期し、「JR 東日本トレインチャンネル（京浜東北線）」、

「東京メトロ メトロビジョン」などの電車内動画を活用した情報セキュリティに関する動画

を放映（平成 26 年 2 月 17 日～3 月 2 日）。 
このような取組が認知度向上に寄与した結果、IPA 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 8 千万台を突破（183,350,072 件、前年度比 12.9%増）しました。 
 

② 2020 年の東京オリンピックに向けたサイバー攻撃対策に関するシンポジウムをいち早く開催！ 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を受け、2012 年に開催されたロンドン

オリンピックの際に発生した事例や対策を学び、2020 年までの 6 年余を見据えて、わが国におい

て為すべきサイバーセキュリティの対策推進に向けた課題提起及び意識醸成を目的とした、サイバ

ー攻撃対策に関するシンポジウムをいち早く開催すべく企画に取組み、駐日英国大使館協力の下、

英政府オリンピック実行委員会においてサイバーセキュリティ対策責任者として全体の対応を指

揮したオリバー・ホーア氏を基調講演者に迎え、「IPA 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（平成 26 年 2 月 19 日）し、セキュリティ対策の重要性を提起す

るとともに、意識醸成に貢献しました。 
タイムリーな題材で実施した本シンポジウムへの関心は非常に高く、募集開始から 1 日半で定員

に達し、IT 業界関係者のみならず金融、運輸・通信等公共サービス及び関係官公庁など様々な業種

の聴講者で会場も満員となり、大変盛況な催しとなりました。 

＜中期計画の達成状況＞ 

情報セキュリティ人材やサイバーセキュリティ対策等、個別メディア向けの取材誘致活動等を積極

的に実施した結果、NHK 等にて特集番組が放映されました。また、トレインチャンネルを活用した動

画配信などを実施し、機構の認知度向上にむけた広報戦略に取組んだ結果、IPA ウェブサイトの閲覧

件数は過去最高となりました。 
さらに、シンクタンク機能の強化として、「社会課題ソリューション研究会」を立ち上げ、停滞し

ている日本の社会や産業に対して IT を用いて打開する方策を検討し、「中間とりまとめ」として公表

（平成 26 年 3 月）するとともに、中間報告会を開催しました。最終報告書は、社会課題を IT により

解決し、選択せざるを得ない選択肢を提示するという新たな IT 政策の提言を行うこととしています。 

 

＜「NHK クローズアップ現代」 
（J-CSIP ハブ機能について紹介） 
 平成 25 年 6 月 6 日放送＞ 

 

     

 
 
 

＜IPA ウェブサイト アクセス件数の推移＞ 
 

 

＜「日本テレビ NEWS ZERO」 
（セキュリティ・キャンプ中央大会を紹介） 
 平成 25 年 8 月 20 日放送＞ 

【単位：千件】 
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③ 停滞した社会や産業を IT で動かすための方策を検討するための研究会を立ち上げ 

『世界最先端 IT 国家創造宣言』（平成 25 年 6 月、閣議決定）の基本理念の一つ「閉塞を打破し、

再生する日本へ」を受け、同宣言の起草委員会委員及び経済産業省情報処理振興課にも参加いただ

き、「社会課題ソリューション研究会」を組織し、農業、医療など経済産業省の所管産業に捉われ

ることなく、社会・産業構造において規制や既得権益などで停滞した状況を IT によりいかに打開

できるかを議論した結果、それぞれの分野に共通する以下の 3 つが浮き彫りになりました。 
 
・第一：IT が供給側の現場において革新的な生産方法やサービス提供を生んでいること。 
・第二：供給側と需要側との間で生じている情報の途絶が IT によりつながり、供給側が需要側の求

める情報を得ることができ、より効率的・効果的な活動が可能であること。 
・第三：消費者など需要側が自らの情報を保有・発信・コントロールできる手段を IT により入手す

ることで、生産・流通・消費の構造に大きな変化を起こし、これまでにない利便性、効率

性、付加価値を生むことが可能となること。 
 

これらを「中間とりまとめ」として公表（平成 26 年 3 月）するとともに、これまでにヒアリン

グした方々を対象に中間報告会を開催（平成 26 年 4 月）し、第二、第三について具体的に効果を

上げるために多岐にわたり示唆に富んだ意見を収集しました。最終報告書では、社会課題を IT に

より解決し、選択せざるを得ない選択肢を提示するという新たな IT 政策の提言を行うこととして

おり、「中間とりまとめ」においてその大筋を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「社会課題ソリューション研究会」委員一覧＞ 

委員名 所属 

阿草 清滋 京都大学 情報環境機構客員教授 

金丸 恭文 フューチャーアーキテクト（株）会長 

川島 宏一 (株)公共イノベーション 代表取締役 

村井 純 慶應義塾大学 環境情報学部長 

江口 純一 経済産業省 情報処理振興課長 

藤江 一正 (独)情報処理推進機構 理事長 

田中 久也 (独)情報処理推進機構 理事 

立石 譲二 (独)情報処理推進機構 理事 

中村 稔 (独)情報処理推進機構 参事・戦略企画部長 

  （敬称略）        

 

＜「社会課題ソリューション研究会」における議論の方向性＞ 

 

開催日・テーマ 議論の内容 

第 1 回：平成 25 年 9 月 26 日 

【農業と IT】 

２次産業や３次産業も加えた６次産業化とともに生産者が消

費者動向データを入手できる仕組みを IT により提供 

第 2 回：平成 25 年 12 月 6 日 

【医療と IT】 

個人で管理できる電子カルテで健康時からのデータを収集し、

予防医療や先制医療にシフトできる仕組みを ITにより提供 

第 3 回：平成 26 年 2 月 17 日 

【エネルギーと IT】 

各家庭や地域でエネルギーを管理するとともに社会的厚生を

実現するための仕組みを IT により提供 

第 4 回：平成 26 年 5 月 9 日 

【オープンガバメントと IT】 

政府・地方自治体の透明性確保、市民参加、官民協業を継続的

に可能とするための IT の役割 

第 5 回：平成 26 年６月 26 日(予定) 

【ダイバーシティと IT】 

画一的な制度が色濃く残る社会において多様性を受け入れる

環境を実現するための IT の役割 

 

 

 

 
経済産業省のみならず関係各省庁に献策 

道義的に選択せざるを 
得ない選択肢を提示 

 情報は誰のものか？ 
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平成 25 年度の主な実績 

① 業務・システムの最適化に向けた稼働支援業務の見直しやコスト削減の取組みを推進 

平成 23 年 10 月に、業務・システムの最適化を目指し「共通基盤システムの構築ロードマップ」

（以下、「ロードマップ」という。）を策定しています。当該ロードマップは、機構内のプライベー

トクラウド環境に統合したインフラシステム、基幹業務システム、個別業務システムなどについて、

パブリッククラウド環境の有効活用も視野に入れ、各種システムの配置を検討するものであり、シ

ステムの更なるコスト削減・高可用性の実現を目標としたものです。 
平成 25 年度においては、システムの稼働維持支援に係る業務の見直しを図り、「ネットワークシ

ステムの稼働維持支援業務」と「共通基盤システムの稼働維持支援業務」を統合した結果、稼働維

持支援業務の効率化が図られ、運用コストも平成 24 年度と比較し約 14％削減することができまし

た。加えて、「電子 IPA システム」を「共通基盤システム」に移行することにより、「電子 IPA シス

テム」に係るハードウェアのリース・保守料等を約 22 百万円削減しました。 
また、通常業務の最適化においても、Web 会議サービス、タブレット PC、インタラクティブプ

ロジェクター、ワイヤレス機器などを活用したペーパーレス会議や国内外を含めた複数拠点間での

テレビ会議を推進した結果、コミュニケーションロスの要因となる移動に係る時間・経費、及びペ

ーパーの使用と廃棄に係る経費の削減などに効果が現れています。 
なお、ロードマップの方針に沿って、以下の 4 点を目標としたシステム基本計画書（「共通基盤

システムの機能拡張」）の策定にも着手しています。 
1．情報提供サービスの高度化 
2．ネットワーク及びセキュリティの強化 
3．可用性の向上と事業継続性の強化 
4．インフラ環境の高度化 

 
② 適切な人事管理による役職員の給与水準の適正化のための努力を継続 

これまでも人件費抑制の努力を行い、目標値（平成 17 年度比 6％以上の削減）を上回る削減を

行ってきましたが、平成 25 年度においても超過勤務労働に対する注意喚起の徹底等を推進すると

ともに、事業の実施に伴う職員の増員を慎重に検討するなど人事管理を徹底した結果、人件費は基

準年度である平成 17 年度と比較して 23.9％の削減率となりました。 
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 97.3（総務省算出）となっており、適正であることが検証されています。 

 
 

＜「共通基盤システムの構築ロードマップ」＞ 

ステップ０
（2011年10月以前）

ステップ１
（2014年3月時点）

ステップ２
（2018年3月時点）

ステップ３
（2018年4月以降）

シ
ス
テ
ム
の
変
遷

【課題/対策】

・サーバ・ストレージ刷新

・仮想化による機器集約

・共通基盤運用の整備

・監視業務の

アウトソーシング化

システムの最適化

【課題】

・散在する機器

・老朽化によるコスト高

・運用の複雑化

・個別運用によるコスト高

個別業務システム毎の

最適化

ITコストの圧縮

ITインフラの標準化

運用基盤の確立

【課題/対策】

・仮想化基盤信頼性向上

・ネットワーク強化

・セキュリティ強化

・パブリッククラウド活用

・事業継続性強化

業務・システムの最適化

システム運用の最適化

リスクマネージメント強化

業界化、共通化

業界化、共通化の拡大

 

 
＜稼働維持支援業務に係る年間経費の比較＞ 

 

 

＜人件費削減率の推移＞         （単位：百万円） 

年度 
H17 年度 

（基準年度） 
H 20 年度 H 21 年度 H 22 年度 H 23 年度 H 24 年度 H 25 年度 

人件費 1,757 1,599 1,553 1,545 1,465 1,348 1,337 

削減率 － ▲9.0％ ▲11.6％ ▲12.1％ ▲16.6％ ▲23.3％ ▲23.9％ 

＜中期計画＞5. 業務・システムの最適化、6. 業務経費等の効率化 

「業務・システム最適化計画」に基づき、内部統制の充実を視野に入れつつ、主要な業務・システム

の最適化・効率化を図ります。運営費交付金を充当して行う業務については、第三期中期目標期間中、

一般管理費及び業務経費について、毎年度平均で前年度比 3%以上の効率化を行うとともに、役職員の

給与水準についても国家公務員の給与構造改革等を踏まえた見直しを実施し、ラスパイレス指数、役員

報酬、給与規定及び総人件費を公表します。 

＜中期計画の達成状況＞ 

「業務・システムの最適化」を更に推進させるため、アプリケーションの配置の見直しや廃止を行

うことで、ハードウェアに係るリース費用等を削減（▲22 百万円／年）するとともに、「共通基盤シ

ステム」とネットワークシステムの稼働維持支援業務を一体化させることで、経費削減（▲14%／年）

を行いました。 
また、役職員の給与水準の適正化にも継続して取組み、基準年度である平成 17 年度から人件費を

23.9％削減しています。加えて、ラスパイレス指数も年齢・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、適正となっています。 
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＜中期計画＞ 7. 調達の適正化 

「随意契約等見直し計画（平成 22 年 4 月策定）」に基づき、競争性のない随意契約について点検・

見直しするなど、契約の適正化を推進します。やむを得ないものを除き、原則として一般競争入札等に

より透明性・公平性を確保しつつ公正な手続きを行うとともに、結果的に一者応札・応募となった場合

には事後調査を行い、問題点を把握した上で適正な改善を図ります。これらの契約に係る情報について

は適時適切に公表し透明性を確保します。 
 

平成 25 年度の主な実績 

① 調達の適正化に係る取組みを徹底し、一者応札・応募の改善等をさらに推進 

これまで鋭意取組んできた調達の適正化について、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）等の着実な実施に向けた取組みを徹底し、真

にやむを得ない随意契約を除き一般競争入札等の実施を推進しました。 
主な取組み内容としては、契約方式や入札仕様書・公募要領などについて、「競争性を阻害する

条件が付されていないか」など競争性、透明性を十分に確保する観点から、調達を実施する際には

契約相談窓口における事前相談を財務部の担当者（2 名）による事前確認に加え、契約実施の審議

を行う審議レビュー等において十分審議しました。 
また、随意契約についても平成 24 年度までに見直しを徹底し、真にやむを得ない案件のみにま

で削減してきましたが、平成 25 年度においては更に 1 件を削減し、10 件のみとなっています。な

お、平成 24 年度の随意契約件数（11 件）は、経済産業省所管の独立行政法人（10 法人）と比較

してもトップ水準の低い件数となっています。 
このような取組みの結果、契約件数全体に占める一般競争入札等の割合は 92.9％と高い水準を

維持しています。 
さらに、一者応札の解消に向けた取組みも徹底し、入札説明会に参加したものの応札しなかった

者へのヒアリング等により分析を行い、仕様書に反映させるなどの取組みを推進した結果、一般競

争入札における一者応札の件数は、平成 24年度から更に9件減少となる2件のみとなっています。 
なお、随意契約の妥当性、一者応札となった契約案件については、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・見直し加え、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。 
 

② 契約情報の適切な公表により透明性を確保 

「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」（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状況等についても、引き続きウェブサイトで公表しており、透明

性の確保に努めております。 

 

＜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

向けた取組みを引き続き徹底しました。随意契約については、平成 24 年度の 11 件から更に 1 件削減

し、事務所賃貸借契約等契約相手先が特定される案件のみとなっており、この結果、契約件数全体に

占める一般競争入札等の割合は 92.9％と高い水準となっています。 
また、一者応札の解消に向けた取組みも引き続き推進した結果、一般競争入札における一者応札の

件数は、平成 24 年度から更に 9 件減少させることができました。 

 
＜契約件数実績の推移＞ 

（単位：件） 

種  別 H21 年度 H22 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 

一般競争入札等 
(95.4%) (92.2%) (92.7%) (93.5%) (92.9%) 

435 237 227 157 130 

競争性のない随意契約 
(4.6%) (7.8%) (7.3%) (6.5%)  (7.1%) 

21  20  18 11 10 

合  計 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

456 257 245 168 140 

 
＜一般競争入札における一者応札（応募）の件数実績の推移＞ 

 （単位：件） 

応札者数 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 

二者以上 92 103 102 75 73 

一者 11 11 15 11 2 

合計 103 114 117 86 75 

一者応札割合 10.7% 9.6% 12.8% 12.8% 2.7% 

 

 


