
 
 

第3章 日本の IT 社会をリードし、世界にも通用する IT 人材の創出 
 

3.1 高度 IT 人材の分類と人材像 

まず、高度 IT 人材について、その定義を明確にする。高度 IT 人材は、「IT 利活用社会をけん

引する人材」と「IT 利活用社会を支える人材」に大別される。以下、それぞれの人材像について示

す。 

 

（1） IT 利活用社会をけん引する人材 

「IT 利活用社会をけん引する人材」とは、「IT を通じて独創的な発想を実現することができる人

材（イノベーションを起こす高度なソフトウェアをデザインできる人材、情報セキュリティ分野など最

先端技術の実践的スキルを持った人材など）」と、多様性を認め「他産業・分野の専門家と融合・協

働し、イノベーティブな事業やサービスを企画、実装できる人材」であると考える。 

 

最初の人材像は、独創的な発想を持ち、IT を通じてそれらを具現化していく「突出した IT 人材」

である。IT を駆使し、組織や社会に新しいサービスや商品などを提供するなどのイノベーションや

新事業等を創出していくといった社会や産業の発展への貢献が期待される。もうひとつの人材像

は、IT人材発掘・育成事業のような挑戦の機会（“チャレンジの場”）を通じて発掘される点は同じで

あるが、そのポテンシャルを磨くために、ある一定の教育訓練課程を経て、より専門性の高い知識

や技術レベルを習得し、大量・多様なデータを適切に処理・解析し、組織や社会に必要な価値や

サービスを創出していく人材である。そこには、業務やビジネス、IT を問わず各分野において高い

専門性を有する人材が融合・協働することにより、新規事業やサービス、業務改善などの成果を創

出することも含まれる。 

 

（2） IT 利活用社会を支える人材  

「IT 利活用社会を支える人材」とは、「IT を業務やビジネスに活かすことができる人材」と「安全・

安心に IT を製品・サービスなどに実装する人材」に大別される。まず、「IT を業務やビジネスに活

かすことのできる人材」とは、単に情報システムを利用するだけでなく、ITの特性を理解し行政や製

造、サービスなどの業務の本質を理解して、行政制度や製品・サービスなどの企画、運営などを担

う人材である。 

 

「安全・安心に IT を製品・サービスなどに実装する人材」とは、上記の IT を業務に活かせる人材

と協力し、IT に関する専門知識や技術を用いて、製品やサービスとして実装する人材である。 
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図 4 高度 IT 人材の分類 

 

 

3.2 対象となる人材の能力項目と発掘、育成、成長支援方策 

IT 人材の可能性とニーズが高まる中で、中国やインドなどの新興国の優位性が高まる一方、「情

報資源立国」としての我が国の競争力強化を図るためには、ここに記述する高度 IT 人材を発掘し、

その成長を支援し、人材としてのレベルや層の厚みを強化していく施策を図ることが必要となる。 

 

3.2.1 IT 利活用社会をけん引する人材に対するアプローチ 

IT は、それを用いた手順の自動化・高速化によって、様々な処理を多数に対して効率的に提供

することが可能であり、これを駆使することでこれまで無かった財やサービスの創出に活かせる特

性を有する。世界における IT の活用状況を見ると、個人の独創的なアイディアを IT により実現さ

せることで、社会全体の変革を引き起こしたり、電力と IT の融合等にみられるように IT が産業・分

野の枠を越え他産業・分野との融合によってイノベーションを創造するといった役割を担いつつあ

る。ここでは、IT 利活用社会をけん引する人材として分類される「IT を通じて独創的な発想を実現

することができる人材」と「他産業・分野の専門家と融合・協働し、イノベーティブな事業やサービス

を企画、実装できる人材」に該当する人材の発掘・育成アプローチについて述べる。 

 

（1） IT を通じて独創的な発想を実現することができる人材 

IT 製品・サービスは拡大・再生産が容易であり、独創的・革新的なアイディアを有する「突出した

IT 人材」の活躍により市場の動向が決する傾向があるため、個人の能力に着目して発掘・育成を
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行う必要がある。しかし、この「突出した IT 人材」を一定の教育カリキュラムによる指導を通じて育成

することは困難であるため、その成長を支援していくという観点から、挑戦の機会を提供し、その頭

角を現した者がスパイラルアップ出来る“場”づくりをアプローチの軸としていく。 

 

「IT を通じて独創的な発想を実現することができる人材」については、そのポテンシャルを発達

段階の早期に発見し、その成長を促す仕組みを構築することにより、潜在的な芽をつまないことが

鍵となる。早期成長段階での人材発掘の場としては、IPAが行う未踏 IT 人材発掘育成事業等が具

体例として挙げられる。産学の一線級の人材により発掘、その指導の下で育成する同事業により、

これまで多様な人材を輩出してきたが、IT の役割が拡大する中、さらに優れた人材の拡大を図る

必要がある。そのため、若年層を対象としたプログラミングコンテスト等との連携による認知度向上

を図り、幅広い地域や大学などの独創性有る応募者の拡大につなげるとともに、若年層の目指す

べき目標として提示する。新産業創出など、「突出した IT人材」が我が国の成長を加速させることを

期待し、マッチングやイベントの開催などによる起業意識の醸成や、行政機関の調達に優先して採

用するなど、事業化支援などを容易にする環境整備を行う。また、複雑・高度化するサイバー攻撃

に適切に対応するため、「セキュリティ・キャンプ」の実施による、若年層の情報セキュリティ人材発

掘の裾野の拡大と、世界に通用するトップクラス人材の創出を図る。 

 

なお、学校教育や企業等において、こうした人材の「創造性」や「個性」を受け入れる環境の整

備も重要である。企業に対しては、「未踏」の認知度向上やダイバーシティの有用性、重要性を訴

求するための施策を行う。しかし、例えば企業においては、このような突出した IT 人材の能力を活

かす形で処遇できないという問題もあることから、専門人材の雇用体系の在り方も検討をしていく必

要がある。 

 

（2） 他産業・分野の専門家と融合・協働し、イノベーティブな事業やサービスを企画、実装でき

る人材 

各分野において専門性の高い知識・技術レベルを習得し、例えば大量・多様なデータを適切に

処理・解析し、組織や社会に新たな価値やサービスを創出していく人材については業務と IT のそ

れぞれに専門知識を有する複数の人材 による融合・協働ができる“場”づくりによって育成が可能

ではないかと期待されている。複数の専門家による融合・協働によって新事業の創出を行う方法に

ついて検討がなされており 16、今後、この検討結果を踏まえた、IT の専門家と他産業・分野の専門

家が、融合・協働して実践的な学習や、熟議をとおして、アイディアを具体化する“チャレンジの場”

づくりと、これを形作るための”育成フレーム”を構築する。また、大学において社会をけん引するイ

ノベーション創出のための教育環境整備を進めるため、高度な IT の知識と経営などその他の領域

の専門知識を併せ持つ文理融合型（ハイブリッド）人材を育成することも必要である。 

 

16 融合 IT 人材についての取組 http://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/yuugou_it/index.html 
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各分野の研究活動においても同様に、大量・多様なデータを適切に処理・解析し、有効に活用

できる人材の育成が求められている。医療や防災・減災などの様々な研究対象に関する専門的な

知識に加えて、統計学や情報科学の知識を有する人材は、あらゆるデータ利活用の場面におい

て重要となる。研究活動においても研究から産出されるデータの増大や多様化に対応できる、ビッ

グデータ利活用人材などの人材を各専門分野と IT 分野の融合・協働により育成するため、データ

の解析・統合に関する研修の実施や関係機関間のネットワークの形成、環境整備等に取り組む。 

 

3.2.2 IT 利活用社会を支える人材に対するアプローチ 

昨今の技術の急速な進歩及び環境の急激な変化から、産業界では経営目標達成のために必

要な IT 人材の確保・育成が強く求められる。しかし、IT 化がイノベーションとして認められたこの十

数年、急速に拡大したビジネスの中で人月を確保することが急務となり、IT スキルの向上に関する

取組や人材育成の仕組みづくりに課題を残したままとなっており、その結果、国際競争力の低下だ

けではなく、若手人材の IT 業界離れも見受けられる。IT 業界や分野でのキャリアを希望する人材

の不足と同時に IT を使ってイノベーションを起こしていくことができる人材の発掘や育成に関する

知識・経験不足も伴い、これからの社会を担う IT 人材の育成に関する仕組みづくりは困難を極め

ている。このような背景を踏まえ、ここでは IT 利活用社会を支える人材として分類される「IT を業務

やビジネスに活かすことができる人材」と「安全・安心に IT を製品・サービスなどに実装する人材」

に該当する人材の育成アプローチについて、対象者が体得すべき ITの専門知識・スキルを踏まえ

ながら記述していく。 

 

(1)  IT を業務やビジネスに活かすことができる人材 

IT を業務やビジネスに活かすことができる人材とは、単に情報システムを利用するだけでなく、

IT の特性を理解し行政や製造、サービスなどの業務の本質を理解して、安全・安心に配慮した上

で行政制度や製品・サービスなどの企画、運営などを担う人材であり、業務と IT を結びつけること

のできる人材と言える。昨今、あらゆる分野、経営・マーケティング、さらには情報以外の技術専門

分野の知識や能力・経験を備えつつ、有効に活用できる人材が必要となっている。このような人材

は、IT に関する基礎的な知識を活かして、安全・安心に配慮した上で、IT を効果的に利活用し、

企業価値、商品価値向上を遂行できる人材である。国や地方公共団体において IT を業務に活か

すためには、IT の特性を理解して業務の企画・運営などを遂行するのに必要な、IT の基礎的なス

トラテジー、マネジメント、テクノロジー分野のスキル、能力を併せ持つ人材の育成が必要である。 

 

中小企業においても、経営改善に IT の利活用は欠かせないが、人的資源が限られている等の

理由から企業内部において当該人材の雇用・育成が必ずしも期待できない。このような現状を踏ま

え、中小企業に対しては、中小企業庁が小規模企業などの経営をサポートするために運営するサ

イト「ミラサポ」がある。このサイトを通じて、小規模企業などの経営に関する相談（この中には IT 分

野の相談も含まれている）に対して、登録された多数の様々な分野の専門家が助言している。また、

24 
 



 
 

中小企業などの経営戦略と IT の橋渡しをして IT を業務に活かすことを支援する IT コーディネー

タのような人材も「IT を業務やビジネスに活かすことができる人材」として育成し、活用していく必要

がある。 

 

上記に示した業務に IT を活用するための基礎知識を評価するための国家試験として IPA が IT

パスポート試験を平成 21 年度より実施しており、これまでの応募者数は約 49 万人、合格者総数は

約 21 万人となっている 17。IT の基礎知識を得ることにより、IT の積極的活用による業務の改善・生

産性向上のほか、情報セキュリティ、プライバシー、コンプライアンスに関する知識保有によるリスク

低減も期待出来る。また、IT パスポート試験の活用による社員等の教育の効率化も期待される。こ

うした点を踏まえて、IT パスポート試験の活用を促進していく。また、企業の経営層やマネジメント

層等を対象に、クラウドコンピューティングやビッグデータを利活用できる人材の育成に資するカリ

キュラムや教材等を整備し、その普及拡大を図ることにより、「ＩＴを業務やビジネスに活かすことが

できる人材」の育成を促進していく。 

 

（2） 安全・安心に IT を製品・サービスなどに実装する人材 

安全・安心に IT を製品・サービスなどに実装する人材とは、ソフトウェアやシステム開発、サービ

ス開発に関する高度な専門知識を備えたスペシャリストである。また、国全体の IT 利活用力を高め

るためには、使いやすい製品・サービスの開発が必須であり、マーケットインの発想が求められる。

情報セキュリティに関しては、一般的に、開発ライフスタイルの下流工程になるほど、システムの脆

弱性等を修正する費用は増大するとされているため、上流工程である企画、設計段階に携わる人

材にも情報セキュリティの知識、技能が必要とされる 18。安全・安心に IT を製品・サービスなどに実

装する役割を担う高度 IT 人材に必要な能力を表 2 のように整理する。 

 

 

表 2 高度な IT 人材に必要となる「情報の開発・応用力」の能力項目と定義 19 

能 力 項 目 定 義 

① 情報開発基礎力 

IT を活用してサービスを提供する際に要求されるシステム、ハードウェ

ア、ネットワーク、ソフトウェア、情報セキュリティ等を検討し、具体化す

るために、一人前を目指す（独り立ちできる）IT 専門家が保有している

べき基礎的な能力 

② システム基盤開発力 
IT を活用してサービスを提供する際に要求されるシステム、ハードウェ

ア、ネットワーク、ソフトウェア、情報セキュリティ等を検討し、具体化す

17 平成 25 年 10 月時点。 
18 運用の段階でなく実装段階で情報セキュリティの確保が必要であるため。 
19 不正なアクセスや情報の盗み取りを狙った外部攻撃などのＩＴを巡る外部環境の脅威が増大するとと

もに、可搬メディアの小型化やモバイル利用の増加など内部脅威も拡大していることから、表 2 の①

～④は、いずれもそれぞれ必要な情報セキュリティに関する能力を含む。 
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るために、システム基盤の企画・構築・整備、維持等に関する業務を遂

行できる能力 

③ ソフトウェア開発力 

IT を活用してサービスを提供する際に要求されるシステム、ハードウェ

ア、ネットワーク、ソフトウェア、情報セキュリティ等を検討し、具体化す

るために、特に、ソフトウェア（注）の企画・設計・開発・導入、プロジェク

トの推進等に関する業務を遂行できる能力 

（注）組込みソフトウェアを含む 

④ 情報サービス 

実用化力・提供力 

IT を活用してサービスを提供する際に要求されるシステム、ハードウェ

ア、ネットワーク、ソフトウェア、情報セキュリティ等を検討し、具体化す

るために、顧客や市場等の要求を先取りし、IT製品開発等も含む ITサ

ービスを企画・設計・構築・導入、継続的提供（サービスマネジメント）、

普及、効果の発現、サービス改善等に関する業務を遂行できる能力 

 

「①情報開発基礎力」を挙げたのは、高度な IT 人材として、製品・サービスなどに IT を実装する

ために基礎的・共通的に必要な能力及び知識が重要であるということによる。 

 

「②システム基盤開発力」を挙げたのは、製品・サービスなどに IT を実装するために、インターネ

ットのみならず、様々なインフラやプラットフォームを活用する能力が業務遂行のために重要である

ことによる。 

 

「③ソフトウェア開発力」を挙げたのは、製品・サービスなどに IT を実装するために、具体的な手

順をコンピュータなどで実行可能なソフトウェアとして開発し、開発規模によってはプロジェクト推進

等により個々のソフトウェアを結合するなどの能力が業務遂行のために重要であることによる。 

 

「④情報サービス実用化力・提供力」を挙げたのは、製品・サービスなどに IT を実装するために、

要件定義、提案、構築、提供に関する業務を遂行出来ることが重要であることによる。 

 

表 2 に記述した能力項目については、公務員にも適用される。国や地方公共団体における IT

人材育成のための研修プログラムの見直しを行い、IT プロジェクトを担う人材の育成を早急に図り、

必要な情報を提供するための IT サービスマネジメントを担う体制を構築することが大切になる。特

に、IT プロジェクトの中核を担う人材の組織的な支援を行えるよう、プロジェクト責任者等には、一

連の業務を通じて成長を獲得出来るように人事等の配慮が必要である。また、行政サービスには

個人情報等機密性の確保、事故・災害等の際のデータ滅失回避・サービス継続等が必要であるこ

とも踏まえ、IT を利用した業務効率化を推進し、信頼される行政サービスを提供するために必要な

IT に関する知識等の向上のために、IT に関する国家試験の取得を推進する。 
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企業等の組織においては、目指すべき人材像に対して、業務を通じた知識や経験が修得出来

るように、自らキャリアパスのデザインを行うよう促すとともに、管理者からの指導や対話を通じて

OJT の機会が得られるように図る必要がある。加えて、高等教育機関の情報系教育における実践

力の強化と、実践力の基盤となる理論・基礎の習得が望まれる。また、企業等の業務を遂行するた

めに必要な IT に関する知識等の向上も重要であり、IT に関する国家試験の活用を促す。 

 

上記を踏まえ、各種スキル標準（＝多様な IT 人材に求められる能力やスキルを整理・体系化し

た指標）及び各種スキル標準を相互に参照して活用するための共通キャリア・スキルフレームワー

ク(CCSF)が整備されて来ている。今後は、この内容の充実、全国への展開が期待される。上述の

「情報の開発・応用力」の能力項目についても、スキル標準等により能力を明確にするなどして、高

度な IT 人材の体系を構成し、これを提示すると同時に、本方針に示された能力定義を参考とする

ことで、時代に応じた「情報の開発・応用力」の育成が推進されることを期待する。 

 

 

3.3 高度 IT 人材を創出するための環境整備 

本節では、経営者の意識向上、実践的な人材育成のための産学連携、高度 IT 人材の発掘や

成長機会につながる競技会や表彰などのイベント実施、人材の流動化を促進するスキル標準の整

備、さらに IT 人材育成の動向把握・情報提供と IT 産業の魅力発信などを高度 IT 人材の発掘、育

成・成長支援のための環境整備として捉え、その推進を図っていくものとする。 

 

（1） 経営者の意識向上 

企業の IT 投資の主目的が、米国は企業競争力強化のための IT である一方で、日本は効率化

のための ITとなっている。企業の競争力において ITの有効活用が不可欠であることの認識を向上

させると共に、情報セキュリティに関する事故やサイバー攻撃による企業価値の毀損から身を守る

ことの重要性の認識と対策も必要である。経営者の意識を、より積極的な IT の活用に向けさせるた

め、経営者向けのセミナー等において IT 活用の有効性と、IT 専門人材の積極的な活用、社員等

への IT 基礎知識の修得推進と評価を働きかける。また、CIO は、企業経営において要の存在にも

なるため、成功モデルの分析を行うとともに、相互啓発のための場づくりを図っていく。 

 

（2） 実践的な人材育成のための産学連携 

情報技術を高度に活用して、社会の具体的な課題を解決することのできる人材を育成すること

が我が国の重要な課題となっているが、このような人材を育成するためには、大学における育成機

能を強化・拡充する必要がある。そのため、大学や産業界による全国的なネットワークを形成し、実

際の課題に基づく課題解決型学習等の実践的な教育を推進する。 
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（3） 競技会や表彰などのイベント実施 

プログラミング技術を競うコンテストの実施により、将来 IT 人材として期待される若い世代に対し、

技術習得への励みとなるような高い目標及び IT 化の進展について正しい知識を与えることが期待

される。単に表彰するにとどまらず、専門家とのプログラミング技術に係る情報交換など、プログラミ

ング技術に長けた若者が今後も力を発揮できるように工夫することが重要である。経済活動や社会

生活の情報技術への依存が高まる中にあって、情報セキュリティに関するリスクは高度化・多様化

しており、情報セキュリティ対策に携わる実践的な人材の確保が求められている。 このため、

CTF20、セキュリティ・キャンプのような情報セキュリティに関するコンテストなどの実施を支援し、実

践的な経験を積む場を提供し、高度な技術者の発掘・育成を図る。 

 

さらに、以下のような表彰を通じ、得られた事案をベストプラクティスとして普及・展開させるととも

に、革新的事業の創出を図る。 

 優れた IT経営を実現し、かつ、他の中小企業が IT経営に取り組む際に参考となるような中小

企業等の事例を発掘し、その中でも先進的な事例を「中小企業 IT 経営力大賞」にて表彰 

 IT を利活用してイノベーションを創出し、新たな製品やサービスを生み出した企業等を、関係

省庁の連携により実施している情報化月間の一環である「情報化促進貢献個人等表彰」にて

表彰 

 

（4） 人材の流動化を促進するスキル標準の整備 

上記人材を育成していくための仕掛けづくりとして、必要となる様々なスキル・知識体系や人材

育成の指標などを明確化し、人材育成の仕組みづくりの方法を提供するとともに、客観的な能力

評価メカニズムを構築、企業戦略やその実現のために、必要な人材と求められる IT スキルを共通

尺度の下に明確化する。また、次世代の高度なスペシャリスト育成のためのスキル標準を適切に見

直すとともに普及を図る。併せて、スキル標準に基づくスキルレベルを評価するために情報処理技

術者試験の活用を促進するとともに、スキル標準の見直しを踏まえて必要に応じ、評価の在り方を

検討していく。それにより、専門分野のスキル・知識を有する IT 人材のさらなる能力向上、及び流

動化が図られ、高度 IT 人材の適材適所が可能になる。 

 

我が国の企業の製造拠点はアジア地域等に進出している。よって、現地での高度人材の育成

及び国内との整合性を有する評価基準の整備等していくことで、国際的にも人材流動化を図って

いくことが期待されており、IPA が実施する情報処理技術者試験の相互認証、情報処理技術者試

験と同等の試験制度の拡大や、IT 人材 に関する主要な国際的スキル体系と、我が国のスキル標

準との相互参照が可能となるよう関係機関等と調整することで、アジア地域等の我が国関連企業の

20 CTF（CaptureThe Flag）は、情報セキュリティに関する外部攻撃等を想定した模擬戦の事であり、競

技用のシステムに保存された情報を旗（Flag）に見立てて取得する技能や、関連知識の優劣を競うコ

ンテスト。 
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国際展開先における高度な IT 人材の確保、流動化を促進していく 21。 

 

（5） IT 人材育成の動向把握・情報提供と IT 産業の魅力発信 

昨今のクラウドコンピューティングなどの IT を取り巻く環境変化の中で、IT 人材の現状と今後の

動向に関して毎年比較可能な状況で調査分析を行うとともに、IT 人材育成に取り組む産業界や教

育界、IT 人材個人に対して、今後の取組みを示唆していくなどの情報発信を行うことは有効と考え

られる。また、優秀な人材が IT に関心を持ち、IT 専門教育を習得することが、IT 人材の質の向上

につながるものとして期待される。このため、IT に関連する産業全体の魅力向上を図り、IT の社会

的需要や必要性など、若年層が IT に関心を持つための広報を行う。 

 

さらに、企業において採用者に対して IT 能力を求めていることを示す上でも採用時エントリーシ

ートに IT 能力を表示するような活動は、能力の習得意欲を向上させるものとして産業界の取組に

期待したい。  

21 米国では、MySkillsMyFuture という、タレントマネジメントと雇用統計を組み合わせた転職支援の環

境が整備されており、民間ではより詳細なスキルマップによりスキルギャップの明確化をして、技術者

の成長分野への移行を支援している。 
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