クラウド＆ビッグデータ時代の
ICT利活用ハンドブック
～高度ICT利活用人材育成プログラム開発事業～

解説

クラウド＆ビッグデータ時代に
日本を支える「高度ICT利活用人材」
総務省はこの3 年間、国内の企業や組織がこれまでの競争力を維持・強化できるように、
「高度ICT 利活用人材育成プログラム
開発事業」を積極的に推進してきました。ここではこの事業を立ち上げた背景や目的、事業概要、今後の展望について解説します。

今や ICT は社会や経済、教育などの分野でなくて

はならない重要なインフラとなっています。各分野
で活躍する企業の競争力を支える中核技術といえま

独自サービスの提供や、官公庁による研究が始まっ
ています。

しかしながら、新たな人材領域であることから、

す。実際、欧米諸国をはじめシンガポール、韓国な

クラウドやビッグデータを利活用するために必要な

の重要課題に挙げられており、政府や民間団体が積

ムが、まだ十分に整備されていません。

どのアジア諸国では、ICT による競争力強化が政策
極的に ICT 人材の育成に取り組んでいます。

日本政府も「日本再興戦略」
（平成25年6月14日

閣議決定）や「世界最先端 IT 国家創造宣言」
（平成25

年6月14日 閣議決定）の政策の中で、ICT 人材育成

スキルと、そのスキルを習得するためのカリキュラ

ICT 基盤整備は世界1位、
しかし利活用の現状は18位
実際、平成23年度「情報通信白書」をみれば、日

の推進を掲げています。

本の ICT 基盤整備は、世界30カ国中1位にもかかわ

術の進歩によって、
「ビッグデータ（多種多様かつ莫

います。

特にクラウドコンピューティングやデータ処理技

大なデータ）
」を用いた企業・組織の戦略策定や意思

決定、新たな価値創造が可能となってきました。高
度 ICT 利活用領域の1つとして期待されています。

海外での先進的な活用事例が紹介されており、国

らず、その利活用の現状となると18位で低迷して

ただ単に情報システムを導入し、業務を電子化す

るだけの ICT 利活用では、企業や組織の競争力を維
持・向上させることはできません。

他者との競争優位性を確保するには、“効果的”

内でも小売業や製造業、流通業をはじめとする全産

に情報システムを活用しなければなりません。その

ようとする動きが出てきました。ソフトウエア／ハ

てこなかった経営層やユーザー部門でも、情報の処

業分野で、ICT を戦略的に活用して事業を活性化し
ードウエアメーカーでもビッグデータを利活用した

ためには、これまで情報の処理・管理に直接携わっ
理・管理の意味やその価値を理解し、さらに ICT の

■高度ICT 利活用人材育成プログラム開発事業
共通

目的

必要性

ICT 利活用人材育成の重要性

・高 度 ICT 利 活 用 人 材 を
確実に育成する
・我 が 国 に お け る ICT の
利活用を強力に推進し、
様々な分野の生産性向
上や国際競争力の強化
を図る

高度 ICT 利活用人材育成の必要性
クラウドやビッグデータなど新しい技術環境の利活用に注目
・世界の企業は、膨大な情報の収集や解析、革新的利活用策の開発な
どにより、新たなサービスの提供や競争優位性を獲得すべく、激し
い競争を繰り広げている
・業種を超えたビッグデータの利活用を通じた新ビジネスの創出が
期待される

・世 界最高水準である ICT インフラ環境の
もと、ICT を高度に利活用し、様々な分野
における生産性の向上や国際競争力を強
化することの重要性
・H.25年1月の日本経済団体連合会の「情報
通信技術の利活用による経済再生を目指
して」の提言
これまでの取り組み
H.23年度からの「高度 ICT 利活用人材育成
プログラム開発事業」
・H.23年度カリキュラム（コア部分）
「クラウドコンピューティングの利活用」
・H.24年度カリキュラム（実践編）
「ビッグデータの利活用」
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（出典：日本経済団体連合会の「情報通信技術の利活用による経済再生を目指して
（平成 25 年 1 月 22 日）
」の提言）

確実な人材育成施策の必要性
・H.23年度では「クラウドコンピューティングの利活用」を、H.24年
度では「ビッグデータの利活用」を対象とした人材育成プログラム
開発事業を行った
・こ の事業の成果物を利用した、確実な人材育成施策を行えば、我
が国の ICT 利活用の強力な推進力となる

高度な利用を通して情報を積極的に活用することが
必至となります。

その際、高度 ICT 利活用人材に必要となる要素（能

力や要件、育成手法など）に関して、実際にユーザ
ー企業や団体に対して「クラウドサービス導入にお

高度 ICT 利活用人材の育成を開始
そこで総務省では、新たに企業や組織の競争力を

維持・強化するために、
（1）ICT を高度に利用し、
（2）
情報を積極的に活用して戦略を立案し、
（3）その戦
略を実施できる「高度 ICT 利活用人材」を提唱する

ける現状及び課題」についての調査を実施し、その
結果を基に「高度 ICT 利活用人材育成カリキュラム

（コア部分）
」
（教育課程や指導ガイドライン、教材
開発ガイドラインなど）を開発しました。

クラウドの活用によって、現在、ビッグデータを

ことにしました。

利活用できる環境が急速に整いつつあります。企業

るために、企業や部門ごとに適した（部分最適の）

ることを考慮し、平成24年度は、企業や組織のビ

これまで企業や組織では、ICT の利活用を促進す

情報システムを構築してきました。その業務の大半
を技術系の ICT 人材（情報システム部門）が担ってき
ました。

ところが、企業や組織において急激に情報量が増

大し、その質も多様化、複雑化してきました。企業

や組織を適切に運営するには、もう単に技術系 ICT
人材だけに頼っていては、立ち行かなくなってきま

や組織の戦略立案・実施でデータ利活用が期待され
ッグデータの利活用の実態と課題、人材に関する調
査を実施し、
「高度 ICT 利活用人材育成カリキュラム

（実践編）
」として、ビッグデータの利活用をテーマ
としたカリキュラムを開発しました。

検証実験と普及啓発、そして施策実現へ
最終年度に当たる平成25年度は、
「高度 ICT 利活

した。今こそ、新しい「高度 ICT 利活用人材」が必

用人材」を継続的に育成できるシステム（仕組み）の

しかし、
「高度 ICT 利活用人材」はまったく新しい

リキュラムの検証実験、
（2）高度 ICT 利活用人材育

要となっている所以と言えます。

人材領域なので、その必要性や重要性がまだ十分に

理解されていません。有効な育成環境（カリキュラ

ム体系など）も整備されていません。そこで総務省
では、日本の競争力強化を目指して、社会的な重要

構築を目指して、
（1）平成23 〜 24年度で開発したカ
成の必要性とカリキュラムの普及・啓発、
（3）高度

ICT 利活用人材を継続的に育成するための方策―
を実施します。

高度 ICT 利活用人材を確実に育成するには、これ

性が高い、このような人材育成を広く世に普及させ

までの成果物の有効性を確認するとともに、カリキ

育成事業を開始しました。

へ改訂する作業が不可欠となります。

るべく、平成23年度から「高度 ICT 利活用人材」の

ュラム利用者の意見を反映しながら、よりよいもの
また、研修を実施される皆さんの教育によって、

クラウドとビッグデータを
自在に使いこなして競争力を強化

輩出される人材の能力を客観的に保証できる仕組み

平成23年度は、クラウドコンピューティングを

も、今後、検討しなければなりません。

企業や組織、研修事業などで ICT に係わる皆さん

活用したサービス（クラウドサービス）が今後の ICT

には、ぜひ、この育成事業にご賛同いただき、これ

を当てたスキルを体系化して育成カリキュラムを開

ていただきたいと思っています。

環境で主流となることを踏まえて、クラウドに焦点
発しました。

からの日本を支える「高度 ICT 利活用人材」を育て

（総務省情報流通行政局情報通信利用促進課）

■高度ICT 利活用人材育成プログラム開発事業のイメージ
技術系ICT人材

高度ICT
利活用人材

利活用能力を構成
する技能、知見の
体系化
● カリキュラム開発
（教育課程など）
●カリキュラム
効果検証

（H.25年度）
カリキュラムの検証実験

●

（H.23年度）
分野共通
（コア
部分）
の開発

（H.24年度）
ICTを利活用した企業・組
織の戦略を立案・実施でき
るスキル習得のための実
践的カリキュラムの開発

（H.25年度）
高度ICT利活
用人材を継続
的に育成する
ための方策の
取りまとめ

高度ICT利活用人材を継続的に
育成する仕組み
育成プログラムなどの改編・管理・
登録、
普及業務
企業／自治体など
利活用人材の育成及び育成プ
ログラムの改編内容などの提供
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人材像（役割モデル）

部門を超え、経営・現場に
働きかける高度ICT利活用人材
業種業態や規模の大小を問わず、あら

どのアプリケーションの仕様の策定や利

ICTサービスをビジネスに活用している企

利活用部門が担う。今後の利活用部門に

ータ利活用の価値と効果を啓発する。

活用することで改善していく提案力と企

業イメージなど、共感を得やすい材料を

ゆる分野でICTの利活用が進展している。

用者への操作教育、日常的な運用などは

業を、組織的な機能でみれば（1）設計や

は、自らの業務をクラウドなどのICTを利

る利活用部門、
（2）システム導入やその運

画力、日常的な運用の一部も担えるよう

製造、仕入れ、販売などの業務を遂行す

材料を作成して経営層に提供し、併せて

実際に動いてくれる現場に対してビッグデ

その際、成功事例の定量的な効果や事

可視化して現場のモチベーションを向上

用をサポートする情報システム部門、
（3）

な技術知識が求められる。

させる。当然ながらICTに関して一定のリ

ト層―― の3つのグループに分かれる。

システム部門で求められる人材」と思わ

用することで現場の旗振り役となる。

はシステムの企画から導入、調達、運用

企業57社へのヒアリング結果からは、
「部

現場が経営層と会話できる場をつくり、

て活躍できる。自らデータの利活用を実

報共有や、コミュニケーションの場を構

とで普及させることができる人材」とい

材も育成しなければならない。

経営上の意思決定を行う上位マネジメン
各部門の役割をみると、利活用部門で

一般に「高度ICT 利活用人材とは、情報

れがちだが、そうではない。実際、先進

に至るプロセスに主体的に係わることと

門ごとの職掌に捉われず、組織を横断し

的なシステムとの整合性を担保し、ガイ

践し、社内にその価値と効果を伝えるこ

なる。また、情報システム部門では全社

ドラインなどを策定する統制業務や、ク
ラウドをはじめとするICTサービスの導

入・運用に係わる専門的な業務に加え、

うイメージが浮かび上がってきた。

ここでビッグデータの利活用プロセス

利活用部門が抱える課題を解決するソリ

を例に、高度ICT 利活用人材の担う役割

て上位マネジメント層では、システム投

ータ利活用を推進するために、投資対効

ューションの総合的な提供となる。そし
資の意思決定や企業リスクのマネジメン

トとなる。

例えばビッグデータの利活用で考える

と、技術的な基盤となるクラウドの選定・
導入や設定は「専門知識」を持つ情報シ

ステム部門が担い、一方でデータ解析な

を考えると、導入時にはデータ分析やデ

果や具体的な事業イメージなどの判断材

テラシーを持ち、自らビッグデータを利活

そして展開時には、部門間を調整して、

現場に対しては成功事例や課題などの情
築する。もちろん業務やICTに関する人

■高度ICT 利活用人材のイメージ
経営層

組織を横断して
活躍できる

部門長

料を集めて経営層と折衝する。併せて現

場に対しても、ニーズや課題を的確に把

現場

握し、部門ごとの利害関係までを調整し

た上で、現場目線のICT 技術を選定する。
利活用時にはリアルタイムの経営判断

利活用部門

情報システム
部門

■ビッグデータ利活用プロセスにおける役割
●ヒアリング
・現場のニーズ・課題を把握する
・現場目線のICT技術を選定する

●説得
・経営層と折衝する

経営層

4

●意思決定の補助
・リアルタイムの経営判断の材料を作成

●普及啓発
・現場へビッグデータ利活用の
価値と効果を啓発する
・自らデータ利活用を実践する

●現場への巻き込み
・現場と経営層が会話できる場をつくる

●定着展開
・業務、ICTに関する教育を実施する

高度ICT利活用人材

現場

カリキュラム（クラウド編／ビッグデータ編）

クラウドとビッグデータが両輪の
高度ICT利活用人材育成カリキュラム
す教科を「総合演習」として編成した。

務への実践を通して価値を実感する」を

行できる人材が不可欠となる。そのよう

ビッグデータの利活用に必要なスキルを

着を図ることとした。このカリキュラムで

に、総務省は平成23年度にクラウドに焦

インフラ系とアプリケーション系の2科目

企業や組織の競争力を強化するには、

ICTを高度に利活用して戦略を立案し、実

平成24年度の「ビッグデータ編」でも

掲げ、ビッグデータ利活用の組織への定

体系化した。なお、要素技術に関しては、

は、
「ビッグデータの利活用」という新た

点を当てた「高度ICT 利活用人材育成カリ

に分割した。

で、
「クラウド編」と同様、
「共通」と「総合

を、続く平成24年度にはビッグデータの

トやヒアリングなどの調査から、業務フェ

な人材を比較的短期間で育成できるよう

キュラム等（コア部分）
」
（5教科17科目）
利活用に焦点を当てた「同（実践編）
」
（5教

スキルの体系化では、まず、アンケー

データ分析の専門家ではなく
ICTリーダーを育成するカリキュラム

たときに業務フェーズが完遂することに

このカリキュラムによって育成される

なるため、タスクごとに必要となるスキ

ガイドライン――などから構成される。

ルと達成目標を定義した。

フレームワークを構築し
スキル概要をマッピング

カリキュラムの体系化ではタスクごと

に定義された達成目標および業務フェー
ズの特徴から教科・科目を決定し、スキ

平成23年度の「クラウド編」では、利

ル領域ごとに編成した。

活用プロセスや役割・職種モデルを軸と

カリキュラム全体のゴールとしては「利

したフレームワークを考え、そこにアン

演習」を編成した。

ーズを分析して、構成する複数のタスク

を抽出した。それらのタスクが遂行され

科8科目）を開発した。どちらも（1）教育

課程、
（2）指導ガイドライン、
（3）教材開発

な知識体系のスキル習得を目的としたの

人材は、高度な分析スキルを駆使してビ

ッグデータ利活用に貢献する職種モデル
とは根本的に異なる。

ビッグデータ利活用を自ら実践する旗

振り役を担いながら、現場のスペシャリ

スト達を巻き込めるような協調的な側面

も併せ持つような人材像を前提としたカ

ケート調査などから把握したスキル概要

活用効果に対する共感・納得」と「日常業

スキル体系と役割・職種モデル」を定義し

■役割別カリキュラム全体構成イメージ（ビッグデータ編）

をマッピングして「高度ICT 利活用人材の
た。

共通知識

ル別の総合的なスキル・知識の習得を促

■カリキュラムの一例（クラウド編）
高度 ICT 利活用における
クラウドの戦略的活用

教科
科目

項目

クラウド利活用のための全社 ICT 戦略
内
 部環境の分析
外
 部環境の分析
⃝ビ
 ジネスプロセスモデルの定義
⃝ ICT 戦略の立案
⃝ ICT 戦略の展開
⃝ク
 ラウド環境におけるIT ガバナンスと
内部統制

教科
科目

高度 ICT 利活用における
クラウドの企画・調達
クラウドの適合性
自
 社業務への適合性の手順
自
 社業務への適合性分類
⃝ク
 ラウドの適合性評価方法

総合演習

総合演習

凡例

ICT力

ビッグデータ利活用の
要素技術

めの教科を「共通」とし、役割・職種モデ

データ分析結果の
図解手法

職種モデルに共通する知識を習得するた

解析力
データ分析手法と
ツール

ビッグデータ
利活用人材
（技術系）

ビッグデータ利活用
計画の策定と評価

それらを専門教科とした上で、全役割・

ぞれ対応づけた。

ビッグデータ利活用
の導入計画

ビッグデータ
利活用人材
（非技術系）

ビッグデータ利活用
入門

「教科」に、スキル名称を「科目」にそれ

企画・計画力

データ管理と
セキュリティ

このスキル体系を基に、スキル領域を

リキュラムにした。

■カリキュラムの一例（ビッグデータ編）
教科
科目

共通知識
ビッグデータ利活用入門
ビ
 ッグデータの特徴
ビ
 ッグデータ利活用を支える
ICT サービス
⃝オ
 ープンデータの可能性
⃝ビ
 ッグデータ利活用特有の
法的事項

企画・計画力
ビッグデータ利活用の導入計画
 ータ利活用事例の読み説き
デ
データを重視した事業活動
⃝データ利活用企画の策定

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

項目
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スキルセット（クラウド編）

スキルの分類と役割・職種、
利活用サイクルの関係を概観
「クラウド編」では、まず高度ICT 利活

ルとして取りまとめた。それらのスキル・

してマッピングすることで、
「スキルの分

活用サイクルのカテゴリーおよび役割・

利活用部門や情報システム部門、上位マ

の関係性を概観できるようにした。

いて、11のスキルに対する関与の度合い

達」
、
「導入」
、
「運用」という4つのクラウド

用人材が持つべきスキルと、クラウド利

職種モデルとの関係を、ユーザー企業や

ICT企業へのインタビュー調査を基に明ら
かにした。

ここでは、人材育成カリキュラムの体

系を理解しやすくするために、業務・マ

知識項目と役割・職種の対応関係を考え、

ネジメント層という3つの役割・職種にお

を、
「○」と「△」
、
「－」の3段階で表した。

クラウド利活用サイクルをマッピング

ネジメント及びICT 技術から、11のスキ

さらにクラウド利活用サイクルを考慮

役割・職種

No.

スキル名称

スキル

1

特徴および利点

クラウドサービスの特徴と、その特徴がどのような
ビジネス上のメリットにつながるのかを理解する

○

○

○

2

要素技術

クラウドサービスを構成する ICT の要素技術を理解
する

△

○

－

3

ICT 戦略との関係

ICT 戦略におけるクラウドサービス利活用に関する
方針・基準・指標などを明確化する

△

△

○

4

適合性の評価

所属する企業・組織、対象とする業務プロセスへのク
ラウドサービスの適合性を評価する

△

○

△

5

セキュリティ

クラウドサービスを適用する業務における経営的視
点のセキュリティを確保する

○

△

○

6

調達

クラウドサービスを適切かつ効率的に調達する

△

○

－

7

契約

クラウドサービスベンダーと必要十分なサービス利
用契約を締結する

○

○

△

8

導入

クラウドサービスを適切かつ効率的に導入する

△

○

－

9

利活用

業務プロセスにおいてクラウドサービスの効果を最
大化する

○

△

△

10

推進

クラウドサービスの利活用を推進する

○

○

○

11

事業継続

クラウドサービスを活用した BCP を策定し、BPM を
実施する

○

△

△

○：当該スキル全般を理解する必要がある
－：概要を理解していればよい

■スキル分類マップ

企画

具体的には以下のように「企画」と「調

利活用カテゴリーに整理した。
「企画」は

クラウドのビジネス価値を踏まえて、
BCP（事業継続計画）や内部統制を含めた
ICT戦略を明確化し、
「調達」はデータ保管

やセキュリティを含むリスクを踏まえて、
調達や契約・手続きに関する判断や実施

■スキルの分類と役割・職種モデルの対応関係

※記号の意味

類」と「役割・職種」
、
「利活用サイクル」

利活用
部門

情報シス 上位マネ
テム部門 ジメント層

△：当該スキルの一部を理解する必要がある

調達

を行う。
「導入」は業務や技術の観点から
既存システムとの連携やそこからのデー

タ移行、ID管理、利活用リテラシー教育

までを含めてクラウド導入の実施を行い、

「運用」は経営計画のモニタリング・評価

を行いつつ、利活用部門や情報システム

部門としてクラウドを取り入れた効果的

な運用を行う。さらに利活用部門と情報

システム部門が協力して大量データの利

活用やサービスのマッシュアップ（複数の

技術やコンテンツからの新サービス創出）

による独自サービスの開発・展開なども
行う。

ICT 戦略との対応や、様々な形態のク

ラウドサービスの利用にも対応できるよ

うにした。

導入

【役割】クラウドの有効活用を含めた ICT 戦略（ICT 【役割】経営上のリスクから見た契 【役割】経営面からの導
投資基準の明確化）
約内容の評価
入推進支援
上位
マネジメント層 【スキル】特徴および利点／ ICT 戦略との関係／事 【スキル】ICT 戦略との関係／セキ 【スキル】推進
業継続／推進
ュリティ／契約
利活用部門

【役割】
企画の主体
【役割】調達の主体
【役割】導入の主体
【スキル】特徴および利点／要素技術／ ICT 戦略と 【スキル】ICT 戦略との関係／セキ 【スキル】導入／推進
の関係／適合性の評価／セキュリティ／事業継続 ュリティ／調達／契約

運用

【役割】ICT 計画・戦略のモニタリ
ング（管理・点検）
【スキル】ICT 戦略との関係／利活
用／推進／事業継続
【役割】運用の主体
【スキル】利活用／推進／事業継続

【役割】
社内システムの全体最適化／企画における 【役割】調達における技術面の支援 【役割】導入における技 【役割】運用における技術的な業務
情報システム 技術面の支援
【スキル】要素技術／ ICT 戦略との 術的な業務の主体
の主体
【スキル】利活用／推進／事業継続
【スキル】特徴および利点／要素技術／ ICT 戦略と 関係／セキュリティ／調達／契約 【スキル】導入／推進
部門
の関係／適合性の評価／セキュリティ／事業継続
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スキルセット（ビッグデータ編）

技術系/非技術系プロセスに大別し
「企画・計画力」
「 解析力」
「ICT力」に分類
クラウドコンピューティングによって、

企業・組織ではビッグデータを利活用し

ータの利活用事例を調査する」というタ
スクが与えられた場合、
「世の中のトレン

た戦略の立案・実施が可能となった。
「ビ

ドや技術動向を把握する」と「競合企業の

度ICT 利活用人材が行うべき業務を分類

のサブタスクが付与される。

ッグデータ編」では、その中核を担う高
し、タスクにブレークダウンした。その

データ利活用状況を調査する」という2つ
そして「サブタスクにあたる業務を遂

結果、ビジネスプロセスにデータを利活

行できる能力」を、スキルとして捉えて

知識として体系化することができた。

3つのスキル領域（企画・計画力、解析力、

用するときに必要となる実践的なスキル・

スキル領域を「企画・計画力」と
「解析力」
、
「ICT 力」に分類
スキル領域の定義に関しては、まずビ

ッグデータ利活用スキルを、ビジネス環

境を理解してデータを用いた“顧客”との

対話を行う「非技術系プロセス」と、ビッ

グデータの活用基盤の整備という「技術
系プロセス」の2つに大別した。

さらにビッグデータを利活用する際の

フェーズに着目して、スキル領域を（1）
ニーズを引き出し、利活用結果を用いて
導入を計画する「企画・計画力」
、
（2）デー

タの関連付けを行い、データ分析結果か

ら新たな価値を発見する「解析力」
、
（3）デ

析力」には、
「データ分析」という大分類

（フェーズ）があり、その1つ下の階層には

「分析目的策定と仮説の立案」や「分析目

的に対応した分析手法の選択」
、
「分析」
、

「分析結果の可視化」という4つの中分類

（タスク）がある。

「分析目的策定と仮説の立案」というタ

定義した。このように識別したスキルは、

スクは「分析の目的を定義できる」や「分

ICT力）に紐付けられており、各スキル領

となるデータを定義できる」という3つの

きるようなスキル体系となっている。そ

成立することになる。

析結果を定義できる」
、
「分析対象と必要

域の技術動向や環境変化に迅速に対応で

スキル（サブタスク）が遂行されて初めて

の際、フェーズを大分類、タスクを中分

このようにスキルを体系化したことに

類として整理した。

よって、初めてカリキュラムの体系化を

具体的に見てみよう。スキル領域の「解

進めることができた。

■ビッグデータ利活用の工程とスキル領域
非技術系プロセス

②解析力

①企画・計画力

ビッグデータの
ビジネス利用

ニーズ・仮説

技術系プロセス

参照

加工

意思決定・
業績改善

分析

可視化

蓄積・保存

③ICT力

ビッグデータと
ICT基盤の管理

収集・統合

ータの処理、管理基盤と利活用環境を整
備する「ICT力」― の3つに分類した。

そしてスキルの体系化では、ビッグデ

ータ利活用のフェーズで発生する業務を

細分化して具体的なスキル項目の洗い出

しを行い、上記のスキル領域に整理した。

タスク、サブタスクでスキルを定義
ビッグデータ利活用に必要な業務を、

インストラクショナルデザイン（学習者の

自由度を保ちながら最適な学習効果を上

げる教育設計）の手法をベースに「タス

ク」と「サブタスク」に階層化した。

例えば「企画」フェーズで、
「ビッグデ

■「スキル体系化」の一例（ビッグデータ）
スキル領域
スキル番号
04-01-00

大分類

04-01-01

中分類
分析目的策定と仮説の立案

04-01-02
04-01-03
04-02-01
04-02-03
04-02-04
04-03-00
04-03-01
04-04-00
04-04-01
04-04-02

スキル

分析の目的を定義できる
分析結果を定義できる

分析対象と必要となるデータを定義できる

04-02-00
04-02-02

解析力

データ分析

仮説を立案できる
分析目的に対応した分析手法の
分析手法を選択できる
選択
分析に必要となるツールを決定できる
分析に必要となる委託先を決定できる

分析
分析結果の可視化

分析ができる
分析結果を設計できる
分析結果を作成できる
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キャリアパス

ビジネスの全体像を俯瞰できる
視点が身につくキャリアパス
ビッグデータの利活用を推進するには、データの利活用その

ものにこだわることなく、
「データを利活用してビジネスに役立

高度 ICT
利活用人材

てる」という高い目的意識を持つことが重要となる。つまり、社

内外の状況と現場のニーズを正しく吸い上げ、事業全体を俯瞰

（ふかん）しようとする取り組み姿勢が求められる。言い換えれ
ば、
「経営の視点」となる。

ビジネスの
全体像を
俯瞰する

企画や営業、開発など一連の業務プロセスを経験することが

できれば、このような視点を身につけることができる。ここが高
度ICT 利活用人材と、データサイエンティストのように社外の人

材を起用することでも機能するスペシャリストとの大きな相違点

となる。

では、業務プロセスを形成するそれぞれの業務は、現場で実

務に携わらなければ理解できないのだろうか。そうではない。

物流

財務
情報
システム
企画

部門で実際に数字が見える業務を経験したりすることでも、ビ

度ICT 利活用人材」には、このように業務プロセスを俯瞰できる

視点が求められる。

営業

開発

利活用に取り組むには理想的な環境ともいえる。

一方の 大企業におけるキャリアパスでは、事業規模の大きさ

から自らの業務を断片的にしか捉えられず、一連の業務プロセス

企業規模で異なるキャリアパス
企業や組織の規模が違えば、
「高度ICT 利活用人材」のキャリア

パスも大きく変わってくる。ここで中小企業でのキャリアパスを

考えてみる。中小企業では比較的、ビジネスの全体像を捉えや

すいことから、
「経営の視点」が身につきやすく、ビッグデータの
おわりに

調達

業務プロセス

例えば、情報システム部門で基幹システムに係わったり、管理

ジネスの全体像を掴むことはできる。新しい人材領域となる「高

製造

を経験することが難しくなってくる。それを補完する組織の仕組

みが、人事ローテーションであり、さらに個人の取り組みとして

（1）現場に足を運ぶ、
（2）他部門の業務を疑似体験する―などの
自主的なトライアルも挙げられる。どちらにせよ、ビジネスの全
体像を俯瞰できるキャリアパスが求められている。

総務省では「高度ICT利活用人材育成プログラム開発事業」を推進するために、
「高度ICT利活用人材育成推進会議」
（座長：神岡太郎一橋大学教授）を組織し、多くの知見を有する委員の皆様のご意見を集約してきました。

【高度ICT利活用人材育成推進会議】
座長： 神岡太郎
委員： 江崎浩
木下仁

一橋大学商学研究科 教授
ICT教育推進協議会 会長
コンピュータソフトウェア協会 副会長

小原成朗

 日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会
全
社会政策部専門部長

佐伯康雄

 ープンガバメント・コンソーシアム
オ
高度ICT人材育成分科会 監事

高村弘史

 国地域情報化推進協会 普及促進委員会
全
地域情報化人材WG 委員



長谷川長一

日本ネットワークセキュリティ協会 教育部会WGリーダー

牧野司

 本経済団体連合会 情報通信委員会
日
高度情報通信人材育成部会 委員

三笠武則

ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム 執行役員

安田晃

 本技術士会 情報工学部会
日
情報化人材育成タスクフォース リーダー（内閣府CIO補佐官）

佐藤安紀

総務省 情報流通行政局 情報通信利用促進課長

情報流通行政局

（敬称略）

情報通信利用促進課

〒100-8926 東京都千代田区霞が関2–1–2 中央合同庁舎第二号館
TEL：（03）5253-5743 FAX：（03）5253-5745

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/joho_jinzai/index.html
▶高度ICT利活用人材育成プログラム開発事業

（平成25年10月作成）

