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総会特集 【特別講演会報告】 

会員番号 0056 藤野明夫 （情報セキュリティ監査研究会） 

【講演テーマ】 「激変するＩＴ社会の中でＩＴ人材が担うべき新たな役割 

               ～イノベーションとＩＴガバナンスの主体としてのＩＴ人材～」 

【講師】 独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成本部長 理事  田中 久也 氏 

【日時】 2015年 2月 20日（金曜日）15:30～17:00 

【場所】 機械振興会館 地下 3階 第 1研修室 

【講演内容】 

はじめに 

1977年に富士通株式会社に入社し、製造業担当の SEを経てサービス事業、アウトソーシング事業など新事業の事

業企画を担務するかたわら、同社 SEのプロフェッショナル制度である ITアーキテクトコミュニティの初代主査を勤める

など技術者育成に注力してきた。 2007年よりFUJITSUユニバーシティにて富士通グループ全体の社員教育を担務し、

2010年 4月より独立行政法人情報処理推進機構にて理事、ＩT人材育成本部長として、日本のＩＴ人材の育成に務め

ている。本日は、以下の三点をお話する。 

(1) IPAの活動紹介 

(2) 日本をとりまくビジネス環境と人材の課題 

(3) これからの IT人材に求められるもの 

 

１．IPAの活動紹介 

IPAは、「頼れる IT社会」の実現を目指す。国民のだれもが ITのメリットを実感し、享受できる社会の実現を目指し、

ソフトウエアおよび情報システムの安全性・信頼性の向上や優れた IT人材の育成を通じ我が国の IT戦略を推進する。 

IPAの組織は、技術本部と IT人材育成本部からなる。 

技術本部は、サイバー攻撃の情報共有（J-SIP）、サイバー攻撃のレスキュー（J-CRAT）、セキュリティ認証（CC）、暗

号認証(JCMVP)、セキュリティ啓発及び対策を行う「セキュリティセンター」、ソフトウエア信頼性の見える化、第三者認

証及び重要インフラの障害対策を行う「ソフトウエア高信頼化センター」、文字情報基盤及び共通語彙基盤整備を行う

「国際標準化センター」の三センターからなる。 

IT人材育成本部は、IT人材白書の発行及び ITPEC（アジア地区統一情報処理技術者試験）を行う「IT人材育成企

画部」、突出した技術者の発掘・育成を行う「イノベーション人材センター」、スキル標準の制定及び普及を行う「HRD イ

ニシアティブセンター」、「情報処理技術者試験センター」の１部、3 センターからなる。以下、これらの活動のうち特徴

的なものを抜粋して紹介する。 

(1) ITセキュリティ評価及び認証制度 ---- 技術本部セキュリティセンター 

 Common Criteria(CC、ISO/IEC 15408)という国際標準により、多機能プリンターやＩＣカード等のセキュリティレベルが

一定の基準を満たしていることを認証する。この認証を受けると世界 26 ヶ国で同時に認証されたことになり、ある国が

CC の認証を受けていることを条件とする国際調達を行った場合、その国で認証を得ているのと同等の効果がある。な

お、IPAが直接、認証するのではなく、IPAは、認証機関を認定する役割を担っている。 

 また、セキュリティセンターは、「情報セキュリティ白書」、「組織における内部不正防止ガイドライン」等の発行等、ITセ

キュリティに関する啓発活動を行っている。 
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(2) ソフトウエア品質説明のための制度ガイドライン ---- 技術本部ソフトウエア高信頼化センター 

技術の進化が速く、国際標準等の整備が十分でない分野において、客観性のある品質基準や第三者評価の仕組

みを整備することで、高品質な製品・サービスの普及を促進し、利用者の安全・安心につなげるために「ソフトウェア品

質説明のための制度ガイドライン」を策定した。現在、この制度ガイドラインに則って一般財団法人コンピュータソフトウ

エア協会（CSAJ）が、パッケージソフトウェア品質保証制度（PSQ認証制度）を作り、2013年 6月に運用を開始した。

2015年 1月時点で、15社 23製品が認証を取得している。 

ソフトウエア高信頼化センターも、「ソフトウェア開発データ白書」、「高信頼化ソフトウェア開発手法ガイドブック」、 

「組込みソフトウェア向け設計ガイド」等、役に立つコンテンツを多数、発行しているので参考にされたい。 

 

(3) 突出した人材の発掘・育成 ---- IT人材育成本部イノベーション人材センター 

若年層の天才的なクリエーターやプログラマーをオーディションにより発掘して、一流の技術者のプロジェクトマネー

ジャーの下で、一年弱、修行をさせて世の中に送り出すという事業をしている。これを「未踏事業」と呼んでいるが、知る

人ぞ知る事業で数多の人材を育成している。25 歳以下の学生が中心である。この中の代表的な人材、登大遊（のぼり 

だいゆう）氏は、筑波大学発ベンチャー「ソフトイーサ株式会社」を起業して、インターネット上に機密性の高い仮想

LANを構築する製品を開発・販売し、大手企業、官公庁等 3,000社以上に導入している。 

同じくイノベーション人材センターの活動で、善なるハッカーを養成する事業「セキュリティキャンプ」を実施している。

毎年、夏休みに高度なセキュリティの課題を潜り抜けるオーディションに受かった学生・生徒に対し、倫理教育を行った

上で、日本のトップハッカーが集中的にトレーニングし、ホワイトハッカーを養成する。ここに来る人は各高校に一人くら

いしかいない人材なので学校では話し合う相手がいないが、ここに来ると話が通じるし自分より優れた人材がいるので、

たいへんよいコミュニティが形成されている。 

 

(4) 新たな時代要請に応じたスキル標準 ---- IT人材育成本部 HRDイニシアティブセンター 

 IPA はスキル標準を策定しているが、昨年、リニューアルした。スキルと仕事を整理し、IT の仕事を定義したタスク

ディクショナリと要素技術を整理したスキルディクショナリを作成した。要素技術のスキルディクショナリは、世の中にある

BoK（Body of Knowledge）と全部、対応がとれるようになっている。また、タスクディクショナリ、スキルディクショナリともド

リリングにより詳細化することができる。このタスクディクショナリとスキルディクショナリを用いて、タスクスキルマトリクスを

作り、各企業の特性に応じた人材育成のスキームを作ってほしい。 

 

２．日本をとりまくビジネス環境と人材の課題 

IPAは種々の視点で業界全体を俯瞰することができ、個々の企業からは見えにくいところも見えてくる環境にある。IT

人材の課題について、そのような立場でお話したい。 

(1) 日本をとりまくビジネス環境 

日本をとりまくビジネス環境について、図１をご覧いただきたい。化石燃料の問題で貿易赤字が膨らんでいる。何とし

ても食糧とエネルギーを買う外貨を稼がなければならないのだが、かつて稼ぎ頭であった電気機器は、輸出入がバラ

ンスしてしまっている。コモディティな製品で外貨を稼ぐことは不可能になってしまった。何とかこれらに代わる新しい価

値を作っていく手段を考えなければならないのだが、残念ながらイノベーションや生産性向上、販路拡大等のコアにな

る IT投資が、米国も BRICS も右肩上がりなのに、唯一、日本だけが横ばいである。また、過去 10年間、日本の GDP

は横ばいなのに世界は倍増している。この状況を打破するためには、コモディティな製品から高付加価値製品・サービ

スへ、また、価格競争に陥らないグローバルニッチ市場に出ていかなければならないと考える。 
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図 1 日本をとりまくビジネス環境 

 

 では、そのような分野がどこにあるか。振り返ってみると日本には、世界中が羨ましがるような、かくありたいと思うような

技術やものが一杯ある。たとえば、農業は世界一安全であるし、交通事故などはピーク時の半分以下になっている。さ

らに消エネ技術、ヘルスケア、世界に誇れるサブカルチャのコンテンツもある。こういったものをうまく IT の力で世界に

貢献できるようにすべきではないか。また、よく日本の製品・サービスは過剰品質だと言われるが、コモディティの世界

ではそうかもしれないが、たとえば、生命を守るための製品、医療機器や医療サービス等では、一桁二桁上の信頼性

が必要で、日本の超高品質は十分に価値がある。これらの高付加価値な製品・サービスを提供するためには、その裏

に高信頼性と高度なセキュリティが担保されていることが必要で、高付加価値と高信頼性・高セキュリティは車の両輪の

ように両方を的確に実現することが重要である。 

 

(2) 日本の IT人材の現状 

IPAでは毎年、IT人材白書（以下、白書という）を発行しているが、その中で見えることをいくつかご紹介したい。なお、

以下の調査はWEBで行っており、所定の回答数に達すると回答受付を終了する仕組みになっている。 

IT業界は３Kであるといわれるが、白書 2010に掲載された仕事や職場の環境に対する満足度調査によれば、職場

の雰囲気は 60％以上が満足と答えており、仕事の充実感、休暇の取りやすさ、仕事とプライベートの両立等も好意回

答率が高い。総じて他産業より高い好意回答率であり、この満足度調査からは３Ｋイメージは伺えない。 

しかしながら、将来のキャリアへの不安に関しては、IT（ソフトウェア）関連は、全産業のなかで一番高い。この不安感

のトップは、「自分の現在のスキルが将来にも通用するかどうか分からない」(49.2%)、二番目は、「自分の会社が将来も
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今と同じ状況にあるかどうか分からない」（34.2%）であり、変革の激しいＩＴ業界において現在のスキルの価値や会社の

状況が将来も同様であるかどうか不安に感じている（白書 2011）。 

また、所属する企業については、「社員・従業員を大切にしている」、「この会社に長く勤めたい」といった項目では好

意回答の比率が高いが、一方で、会社のビジョンが不明確であり、成長・発展も期待できないという認識が強い（白書

2010）。ただ、この二つは非常に相関が高く、会社のビジョンが明確であるという認識を持つ人は、成長・発展に期待で

きるという認識を持つ。会社がしっかりしたビジョンを持っているということが、IT人材のモティベーションに大きく影響す

る。 

次にキャリアアップに関する調査をご紹介する。約半数の企業が従業員にキャリアプランを明示しておらず、企業内

のキャリアアップ制度についても従業員の７割以上が満足していない（白書 2010）。技術者のキャリアアップの責任はど

こにあるかということについては、企業と個人の意識は逆である。会社は個人に、個人は会社に、育成責任があると考

えている割合が高い（白書 2010）。 

自分の将来のキャリアに不安があるグループとないグループとの比較分析を行った（白書 2012）。「会社の経営方針

と自分の希望するキャリアの方向が異なると感じたことがある」との問いには、将来キャリアに不安があるグループの方

が当てはまると回答した割合が高い。また、「将来のために勉強した方がいいことは分かっているが、なかなか行動に

移せない」との問いには、将来キャリアに不安があるグループのほうが当てはまると回答した割合が高い。「忙しい中で

どのような勉強をしたらよいのかわからない」との問いには、将来キャリアに不安があるグループのほうが当てはまると回

答した割合が高い。要するに、将来キャリアに不安があると、勉強すればよいと思うのだが、逆にどうしてよいか分から

ないという状況に置かれていることが分かった。 

将来に対する意識と自己研鑽に関して、「次にどんな技術やスキルを学ぶべきか分かっている」人材は、新しい技術

やスキルの習得のために自主的に取り組んでいるという関係が把握できた（白書 2012）。このことは企業にとって事業

戦略やビジネスモデルを具体化することが、企業の「生き残り」とともに IT人材の育成にもつながることを示している。 

 人材育成に関する企業の投資について紹介する（白書 2012）。実は、IT企業もユーザー企業も人材育成にあまりお

金をかけていない。IT人材育成は投資ではなくコストという認識である。IT企業に対して、2011年度の年間総人件費

に対する教育研修費の割合を尋ねた結果、1割近くの企業が教育研修費の割合を「0%」と回答している。また、1/4近く

の企業が「0.1%～1%未満」と回答しており、これらの回答を合わせると3割に達している。また、2011年度の１年間に、IT

人材が教育・研修に参加した時間を調査した結果、IT企業は年間 1～9時間の割合が最も高く22％、ユーザー企業は

10～19時間が 23.6％、1～9時間が 20.7％であった。 

次に、ダイバーシティ（多様性）マネジメントの問題をお話する。ダイバーシティといっても主に女性の活躍に関する

意識を訊いている。実は、2010年度から 2013年度の 3年間に意識が大きく変化した。2010年度に女性が活躍できな

い原因は何かを訊くと、企業の方は、圧倒的に、それは女性自身の意識・能力の問題であるという答えであり、IT人材

個人に訊いても、それは女性自身の問題であるという答えがトップであった。それが 2013年度調査ではガラッと順位が

変わり、企業も個人も、「経営層の意識」や「勤務先の支援・サポート制度」が大事であるという答えが上位を占めるよう

になった。ダイバーシティマネジメントというと、それは女性だけの話ではなく、外国人も対象ではないかという声がある

が、半数いる女性に関してきちんとしたマネジメントができていなくて外国人も何もない。ダイバーシティマネジメントの

第一歩は、女性活躍の問題の解決ではないかと思う。 

さらに、IT企業の事業内容別に女性比率を調査したところ、事業内容によって女性比率に違いがあることがわかっ

た。女性比率が高い事業内容には、「IDCサービス（ハウジング、ホスティング等）」、「パッケージソフトウェア開発・販

売」、「パッケージソフトウェア導入・カスタマイズ」、「ウェブサイト構築（デザイン）・ウェブコンテンツ制作の請負」などが

ある。一方、「開発、運用、SI」や「技術者等の人材派遣」など、従来型の事業を事業内容とする企業では、女性比率が
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低い。労働集約型の 3K型ではなく、装置産業化したサービス、価値で取引きするような仕事にシフトすることも女性活

躍の一つのベースであると思う。 

 次に、IT人材の流動性について触れたい。レガシーな IT企業だけでなく、WEBサービスを行っている企業やユー

ザー企業の中でも人材が動いているという話を聴いた。アンケートを実施したところ、推定ではあるが、100万人～110

万人といわれる IT人材のうち、毎年 3.4%が IT企業からユーザー企業へ、あるいは、WEBサービスを行っている企業

へと移動しているということが分かった。とくに IT企業からユーザー企業への移動が多い。求人倍率もインターネットビ

ジネス系の企業は、5～6倍という状況である。ただし、誰でもよいという訳ではなく、人に対するリクワイアメントはシビア

でスキルがないと採ってくれない。 

 IT人材の所属であるが、日本は IT人材の 75％くらいが IT企業に所属している。これは先進国では珍しく、米国では

大多数がユーザー企業に、EUも同様で 2/3以上がユーザー企業に所属している。中国、インドのような世界的な下請

けをやっている国では T人材は IT企業に多い。日本もこれらと同じ構造になっている。構造改革が必要である。 

 また、技術者のレベルも高度情報処理技術者試験に受かっているような人は相対的に少なく、大きな課題であると

思っている。SEの給与もヨーロッパや米国に比べて高くない。これも何とかしていかなければならないと思っている。 

 

(3) 日本独自の IT産業構造の課題 

IT産業構造の課題について説明する。ユーザー企業はここ数年でガラッと変わっている。ユーザー企業はクラウド

化が進み、これからもクラウド化を推進しようとしている。一方、IT企業は、相変わらず受託開発を伸ばしたいと思って

いて、その間に大きなギャップが存在する。このギャップを解決するには、3Kになりがちなソフトウェアの目方売りから、

ソフトウェアサービスの価値取引に変えていかなければならないと思う。 

 

図 2 生産性とは何か、ソフトの価値とは何か 

 

図 2（白書 2014）をご覧いただきたい。従来の IT企業の生産性は、図の式の最右端、（ステップ/人月）×（人月/コス

ト）で勝負してきた。これであると生産性が高くコストが高い人を少数雇うよりも、生産性が低くてもコストが圧倒的に安い

人を多数集めた方が、コストが低く抑えられるということになり、生産性を上げる、すなわち、IT人材のスキルアップやイ

ノベーションのインセンティブを減じ、かつ、給与水準も上がらないという事態に陥っていた。しかし、クラウドの時代に

なると図の右側の等号の部分はクラウド中に入り込み全く見えなくなり、人月ベースの目方売りの世界から外れ（価値

/IT機能）×（IT機能/コスト）となり、従前に比べると遥かによくなる。だが、本質的には IT機能で如何に価値を生むか

IT機能

コスト
＝

IT機能

ｽﾃｯﾌﾟ

ｽﾃｯﾌﾟ

人月

人月

コスト
××＝

価値

コスト

価値

IT機能
×

～価値を生み出すプロの力～

｢作る｣から｢創る｣へ ｢使う｣から｢活かす｣へ

ＩＴ人材白書2014
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が一番大事なことである。同じ IT機能を使ってもその価値はユーザーごとに異なるので、その価値を最大限に高める

には、IT機能の実現を外に投げるのではなく、内製化あるいは IT企業との真のパートナーシップを図っていくべきで

はないかと考える。 

図に示すとおり、単純に「作る」という話から「創る」へ、ユーザーも単に「使う」だけではなく「活かす」への転換が必要

である。クリエイティブな力と、活用することに価値を生み出すことに、本当のプロの力が必要になるのではないか。 

 

３．これからの IT人材に求められるもの 

(1) 直面する課題 

一つ目は、攻めの ITを担う人材の育成である。今、「攻めの IT」や「デジタルマーケティング」、「産業革命 4.0」、「IoT」

等が盛んに言われている。ユーザー企業に訊くと、「攻めの IT」に対する関心がたいへん高い。だいぶ意識が変わって

きて、「攻めの IT」をやっていかなければならないことは分かっているが、それを担う人材、すなわち、新サービスや新

事業を担う人材がほとんど確保できていない。今のままだと「攻めの IT」や「デジタルマーケティング」、「産業革命 4.0」

は掛け声だけで実現できない。ここを何とかしなければいけない。 

二つ目は、IT企業の人材の転換である。ユーザー企業は、個別システム開発から、サービスの活用による迅速な IT

活用に意識がシフトしているのにもかかわらず、IT企業が追随できていない。IT企業は受託開発の呪縛から逃れられ

ず、ソリューションサービスにシフトできない。シフトできない理由は、受託開発とソリューションサービスとでは必要とな

るスキルが異なるが、新たなスキルが得られる環境ができていないことにある。受託システム開発で必要とするスキルは、

プロマネ力、開発力（開発のQCD）、システム基盤等であるが、ソリューションサービスでは求められるものが「価値」に

なるので、必要とするスキルは、コンサル力、最新技術、IT実装力、企画・開発力、サービスマネジメント力等であり、ス

キルセットが変わってきてしまうので、そう簡単に既存の人材を転換できない。この点が一番大きな課題であると思って

いる。 

三つ目は、情報セキュリティ人材の育成である。ユーザー企業には IT技術者があまりいなかったということと相まって、

ユーザー企業に ITセキュリティをマネジメントできる人材が 8万人不足しているということが調査結果に出ている。本当

に8万人かどうかはよく分からないが、ユーザーにアンケートをとって工数がどれだけ不足しているかを訊くと、8万人相

当の工数が月々足りないという結果になる。内部統制の問題もあるので、利用部門で ITセキュリティを理解できる人材

を育成していかなければならないし、全部はカバーできないので、一部、IT企業のセキュリティオペレーションセンター

のサービスを利用するといったことも考えていかなければならない。 

 

(2) これからの IT人材に期待される役割 

これからの IT人材に期待されることを最後にいくつかお話したい。 

価値創造を行わなければいけないのであるが、イノベーションを起こす人材は育成できるかという問題がある。これ

については IPAの中でも委員会を作って議論してきた。育成できないと言った途端に何もできなくなり思考停止してし

まうので、育成できるという前提で育成するにはどうしたらよいかということで、種々の価値創造のモデルを参考にして、

価値創造のプロセスのダイナミズムを作ってみた（図 3参照）。 

一見、プロセスに見えるがウォーターフォールではないので、どこから始めてもよい。既存のビジネスの展開の中から

価値を発見してもよいし、価値を発見したらどうデザインしたらよいかを考えてもよい。こういったサークルのプロセスで

価値を作っていけるのではないかということを考えた。 
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図 3 価値創造プロセスのダイナミズム 

 

この価値プロセスを前提に、価値創造に必要な能力を二つに分けている（図４参照）。 

 

図 4 価値創造（IT融合）人材の能力 

一つは、ITとビジネスの融合力である。ビジネス・ITの知識及び能力であり、座学や演習でも獲得できる。もう一つは、

イノベーション実現力である。これは価値発見力と価値実現力からなり、実践における体得によってしか得られない。こ

の「IT とビジネスの融合力」と「イノベーション実現力」の二つの能力が合わさるとイノベーションが起きるのではないかと

思う。ただ、これは実践における能力なので育成の場がないとできない。その育成の場は、具体的なテーマにしたがっ
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てダイアローグあるいは討論が中心となり、ファシリテータが重要になる。適切なファシリテーションのもとで、いろいろな

試みを行いながら価値を生み出していくプロセスを経験し、能力を磨いていくことが大事である。それを踏まえて先ほど

のサークルの中で実践を重ねていくということをしていかないと、なかなか価値を生み出す人材は育成できないのでは

ないか。 

もう一つ重要なのは、いかに価値創造人材を育成したとしても、それを活かす組織の能力がなければ価値の創造は

できないということである。出る杭は打つ、あるいはトライアンドエラーを許さないような組織文化ではイノベーションは起

きる訳がない。組織そのものがイノベーションを起こすような組織になっていく、すなわち、組織そのものの成長が必要

である。個人の人材モデルとは別に組織の成長モデルを作っていこうということで、図 5に示す成熟度モデルを策定し

た。これは、組織のなかで具体的なリーダシップ、組織文化等を醸成していく切り口と、具体的な人材育成の場がない

と人材は育たないので、そういう場が作られているかということの二つの組織能力の観点で、一種の成熟度モデルにし

て、組織環境をアセスメントするものである。 

今、いくつかの企業のなかで、このアセスメントを実施し、実際にイノベーションを起こしている組織はどういうところが

優れているのか等を検証しているところである。 

 

図５ IT融合人材育成のための組織能力の把握 -- 成熟度モデル 

 

 最後に、価値創造を支えるガバナンスについてお話したい。価値を生み出していくことと同時に、それをきちんとマネ

ジメントしていかないとイノベーションは実現できない。ところが今の IT人材の役割分担は、アウトプットをきちんと出せ

という役割分担になっている。アウトプットではなくアウトカム、どういう成果を出すかといことに視点を移さないと価値創

造のガバナンスはできない。今までの開発プロセスのなかでの役割分担で生きている人はどうなるのか。たとえば従来

のコンサルタントは、「お客様の課題をきちんと整理する人」であって、改善方法は提示するが、その結果を保証するも

のではない、あるいは、プロマネは開発プロジェクトの遂行責任は負うが稼働後の効果には責任を負わず、それは

ユーザーの責任である、といったアウトカム指向に反する役割分担の意識になっている。 

 はやぶさを飛ばすプロジェクトマネージャーであれば、はやぶさを飛ばし無事帰還するまで責任を持つし、先ほど述
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べた未踏プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、今、世の中に存在しないものをクリエーターにはっきり出させるこ

とに責任を負う。このようにプロマネは、本来は目的あるいは成果がはっきりしているものである。古い役割分担の概念

はアウトカムの時代に適合しない。 

 先ほどの未踏プロジェクトの人たちは、英語が話せようが話せまいが、最初からグローバル人材である。自身の作品

を Youtubeに上げれば、たちまち世界中から一緒に仕事をしませんかというメールが来る。グローバル人材とは、自ら

オンリーワンの価値を訴えることができる人材であると思う。 

価値創造を支えるガバナンスを図示すると図 6のようになる。価値創造を支えるガバナンスでは、従来、プロセス管

理を行ってきた。プロセス管理では規約や標準を作って、それを遵守しているかどうかをチェックする。しかし、これは

時間を止めるという副作用がある。時間の経過によって価値が変わってしまう。ある時点で策定された規約や標準は策

定時点ではベストなものかもしれないが、やがて陳腐化する。 

 

図６ 価値創造を支えるガバナンス 

 

 価値そのものの変化を計測し、制御していくことができないと価値創造を支えるガバナンスにならないのではないかと

思う。これには価値が定義できるのか、あるいは観測できるのか、必要なスキル、メソドロジーがあるのかといった問題

がある。これに答えることは難しい。従来は、こういうことができないからプロセス管理を行って、これを以ってガバナンス

をしたと思いこんでいたのであろう。しかし、これは逃げではないか。価値創造のガバナンスであるのだから、何とか価

値を測定し、価値そのものをガバナンスしていくということを、クリエイティブなことと同時にやっていかなければ、未来が

なかなか上手に作れないのではないかと最近、思っている。 

 それでは、そのガバナンスは、いつ、誰がやるのか。「いつ」に関しては「今」やらなければいけない。「誰」に関しては、

皆様、システム監査人が自らやるべきだと思わなければいけないのではないか。 

 是非、皆様と一緒に、価値創造をコントロールしていきたいと思う。 
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未来を創るためにシステム監査人の役割は大きい｡



April 2015                                日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報                                   19 

【質疑応答】 

Q1:自動車部品製造を行っている。ITパスポート試験と初級シスアド試験を受けさせているが、ITパスポート試験には

事務所の半数が合格している。海外展開をしているが現地の IT人材の確保と育成が課題であり、何かよい方法は

ないか。 

A1：事務所の半数が合格されているのは素晴らしいことである。IPA として感謝する。ITパスポート試験は点数制なの

で、一回切りの受験ではなく、是非、高い点数を目指して、何回も受けてほしい。ITパスポート試験は 1,000 点満点

で 600点が合格点であるが、750点取ると偏差値が約 70に、800点取ると約 80になる。底上げだけではなく、ブラッ

シュアップのツールとしても活用していただきたい。 

海外展開の件は難しいが、ひとつご紹介したいことがある。実は情報処理技術者試験は海外展開をしている。こ

れを ITPEC というが、アジア７ヵ国で同一日、同一問題で、英語で情報処理技術者試験をしている。ITパスポートも

基本と応用をやっている。これは、それぞれの国の独自の国家資格になっている。また、日本も含め、どこの国で

取っていても他の国で同じ資格として認められる。ちなみに、合格者が日本に来る場合はビザの緩和措置が受けら

れる。さらに言えば、現地語でなく英語で情報処理試験に合格するということはたいへんなことで、英語で技術文書

が読める人材ということを証明していることになる。現地で人を募集する際は、ITPECの資格を持っているということを

条件に加えていただけるとありがたい。受験者も増えるし、また、合格者は確実に能力が高いので、皆様方の会社の

役にたつと思う。 

 〔報告者注〕ITPEC（IT Professionals Examination Council）、現在、フィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー、マレーシア、

モンゴル、バングラデシュの 7 ヵ国が加盟している。 

 

Q2：IT 人材の満足度調査について伺いたい（報告者注、「２．日本をとりまくビジネス環境と人材の課題 (2)日本の IT

人材の現状」の2番目のパラグラフ）。この調査の母数は、いわゆる三階層、ユーザー企業の IT部門、IT企業、下請

けが満遍なく入っているのか。 

A2: IT企業千人、ユーザー企業千人、組込み系千人、WEBサービスを行う会社千人という具合に満遍なく入っている。

この調査はWEBで行っており、所定の回答数に達すると回答受付を終了する仕組みになっている。 

 

Q2-1:各母集団ごとに満足度に差があるか。 

A2-1：ほとんどない。属性によって差があるかを調べたが大きな差はなかった。 

 

Q2-2:総じて他産業に比べて好意評価率が高いといっているが、他産業のデータ又はグラフはあるか。 

A2-2:IT人材白書 2009に、調査項目は若干異なる部分もあるが他の技術者の満足度のグラフが掲載されている。 

 

Q3：未踏のメンバーを起業させたという話があったが、未踏とベンチャーキャピタルの連携は行っているのか。 

A3：起業の候補者には、未踏のOBで起業に成功した人たちが起業のノウハウを教えたり、ベンチャーキャピタルを紹

介するといったことも含めて、起業を説得している。 

 

Q3-1：質問者の知り合いにエンジェルがいるが、紹介できるか。 

A3-1：是非、紹介していただきたい。未踏は、日本の中で一番レベルが高いし、成功の確率も高い。また、内容的にも

たいへん夢のあるものである。紹介していただければコーディネートしたい。 
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Q4：価値創造のためには、コミュニケーション能力やマネジメント能力が重要であると思う。これらの習得方法等につい

てご教示いただきたい。 

A4：コミュニケーション力はいろいろな定義があり難しいが、スキル標準のスキルセットの中では、コミュニケーション力

はヒューマンスキルのひとつに入れている。コミュニケーション力のひとつに「価値創造力」があり、具体的には問題

発見のメソドロジーを知っているか、あるいは、俯瞰力があるかといったブレークダウンをしている。 

   マネジメント力は、価値実現力、すなわち、実際にものを実装する能力だと思っている。 

これらが、座学でできるかという問題であるが、たとえば、ブレーストーミングなどは、何回も何回も繰り返しやらな

いといけない。学生のブレーストーミングの研修によく行くが、最初、学生はホワイトボードにカードを４、５枚貼られる

と止まってしまうが、慣れてくると 30分で 100枚出せるようになる。そこまでに行くには訓練が必要である。 

ファシリテーションの能力が大事である。一人でアイデアを出すのはなかなかたいへんである。複数人がディス

カッションするなかからアイデアを出すことが大事で、協調性が高い日本人は得意である。このとき上手なファシリ

テータがいると議論を創造的な方向に向けることができる。 

 

講師より最後に、「価値創造のガバナンスはシステム監査人」ということへの同意を求められ、会場内一致して同意の

意を示した。 
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