
 

 

標準ガイドライン群用語集 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

ＲＦＩ アールエフアイ 資料提供依頼のこと。Request For Info

rmationの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＲＦＰ アールエフピー 提案依頼又は提案依頼書のこと。Reques

t For Proposalの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＩＴ アイティ 情報通信技術のこと。Information Tech

nologyの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＩＴ基本法 アイティキホンホウ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法（平成 12年法律第 144号）のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＩＴ室 アイティシツ 内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略

室のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＩＴ人材 アイティジンザイ 情報システムを整備するプロジェクトを

適切に遂行し、かつ、運用管理ができる

人材のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＩＴリテラシー アイティリテラシー 情報活用能力のこと。 2018/03/30 2018/03/30 

アジャイル型開発 アジャイルガタカイハ

ツ 

開発対象となる機能の設計・開発をイテ

レーション（反復）と呼ばれる短い期間

に分けて進め、イテレーションが終了す

る毎に機能の動作を確認できることを特

徴とした情報システム構築作業の進め方

である。 

設計・開発に着手する時点で、要件が十

分に固まっておらず、設計・開発の途中

で変更が多く発生すると見込まれる場合

に用いる。 

2019/02/25 2019/02/25 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

アプリケーションプ

ログラム 

アプリケーションプロ

グラム 

ソフトウェア製品以外の、情報システム

固有のソフトウェアプログラムのこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

意見招請 イケンショウセイ 入札公告に先立って、調達の仕様書案に

ついて企業から仕様書案への意見を求め

ること。 

2018/03/30 2018/03/30 

ウォータフォール型

開発 

ウォータフォールガタ

カイハツ 

工程を時系列に進め、原則として前工程

の完了後に次工程を開始する情報システ

ム構築作業の進め方である。 

設計・開発に着手する時点で、要件がし

っかり定まっており、設計・開発の途中

で要件の変更が少ないと見込まれる場合

に用いる。 

2018/03/30 2019/02/25 

運用 ウンヨウ 情報システムの設計された仕様及び構成

の変更を原則として行わずに、情報シス

テムの稼働状態を維持することを目的と

した行為及びこれに付随する行為のこ

と。 

2018/03/30 2018/03/30 

運用サポート業務 ウンヨウサポートギョ

ウム 

情報システムの利用に当たって、当該情

報システム部門の担当者又は情報システ

ムの利用者に対する操作研修等、情報シ

ステム利用者からの問合せに対し、解決

策を講ずるために行うヘルプデスク業

務、情報システム利用者からの問合せに

対し、あらかじめ決められた事項を案内

又は回答するコールセンター業務等、情

報システムの運用を行うに当たって、そ

の利用者を支援する業務のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

ＳＤＲ エスディアール 特別引出権と訳され、国際通貨基金(Ｉ

ＭＦ)の公式為替単位である総合通貨単

位のこと。Special Drawing Rightの略

字。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＬＯＣ エルオーシー アプリケーションプログラムの総ステッ

プ数のこと。一般に、過去に行った類似

のシステム開発実績等から推定して総ス

テップ数（開発規模）を見積り、総ステ

ップ数を開発生産性（１人月で開発でき

るステップ数）で除して単価を乗じたも

のが見積金額となる。lines of codeの

略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

会計担当部門 カイケイタントウブモ

ン 

当該府省において、経費及び収入の予

算、決算及び会計の監査に関する事務、

国有財産及び物品の管理に関する事務等

の官房機能を担当する部門のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

各府省情報化統括責

任者（ＣＩＯ）連絡

会議 

カクフショウジョウホ

ウカトウカツセキニン

シャ（シーアイオー）

レンラクカイギ 

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略

本部令（平成 12年政令第 555号）第４

条の規定に基づき、関係行政機関相互の

緊密な連携の下、政府全体として情報化

推進体制を確立し、行政の情報化等を一

層推進することにより、国民の利便性の

向上を図るとともに、行政運営の簡素

化、効率化、信頼性及び透明性の向上に

資するため、高度情報通信ネットワーク

社会推進戦略本部に置かれた合議制機関

のこと。ＣＩＯ連絡会議と略称。 

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

技術レポート ギジュツレポート 政府情報システムの特定の技術におい

て、政府全体で取り組むべき課題等に対

し、ＰＪＭＯの各部門の対応を容易に

し、又は政府全体で統一的に対応等を行

うため、その対応等をまとめた参考文書

のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

機能改修 キノウカイシュウ 新規開発された情報システムについて、

設計された仕様を変更又は追加し、当該

情報システムに改変を加える行為のこ

と。 

2018/03/30 2018/03/30 

機能要件 キノウヨウケン システム要件のうち機能に関する内容。 2018/03/30 2020/03/31 

業務運用支援 ギョウムウンヨウシエ

ン 

情報システムの稼働に当たって、業務実

施部門に所属する職員が行う業務（デー

タ作成（Webサイトやｅラーニングのコ

ンテンツ作成等）、データ受付・登録

等）について、作業の支援を行う行為の

こと。 

2018/03/30 2018/03/30 

業務実施部門 ギョウムジッシブモン プロジェクトの対象範囲に含まれる業務

の実施を所管する部署のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

業務実施部門管理者 ギョウムジッシブモン

カンリシャ 

当該業務実施部門の管理者のこと。プロ

ジェクトに参画し、業務実施部門に関わ

る案件の企画立案及び調整を担う。 

2018/03/30 2018/03/30 

業務要件 ギョウムヨウケン 業務を行う目的、達成したい目標、目標

を達成する為のプロセスやフロー等。 

2020/03/31 2020/03/31 

クラウドサービス クラウドサービス 事業者等によって定義されたインタフェ

ースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共

用可能な物理的又は仮想的なリソースに

ネットワーク経由でアクセスするモデル

2018/03/30 2019/02/25 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

を通じて提供され、利用者によって自由

にリソースの設定・管理が可能なサービ

スであって、情報セキュリティに関する

十分な条件設定の余地があるもの。 

この構成要素として、SaaS(Software as

 a Service)、PaaS（Platform as a Ser

vice）、IaaS（Infrastructure as a Se

rvice）が存在する。 

ＫＰＩ ケイピーアイ 目標・戦略を実現するために設定した具

体的な業務プロセスをモニタリングする

ために設定される指標（業績評価指標：

Performance Indicators）のうち、特に

重要なもの。Key Performance Indicato

rの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

更改 コウカイ ハードウェア、ソフトウェア製品、アプ

リケーションプログラム等の入替え又は

その入替え時に発生する一連の行為のま

とまりのこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

広報担当部門 コウホウタントウブモ

ン 

当該府省において、広報に関する事務等

の官房機能を担当する部門のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

サービス サービス 公共サービス基本法（平成 21年法律第 4

0号）第 2条に規定する公共サービス及

びそのサービスに係る業務を実施する職

員等が業務を円滑に行うための仕組みの

こと。 

2018/03/30 2018/03/30 

サイバーセキュリテ

ィ・情報化審議官等 

サイバーサキュリティ

ジョウホウカシンギカ

ントウ 

各府省における情報システムの適切な運

用管理とサイバーセキュリティ対策及び

これと一体となった業務改革等につい

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

て、府省ＣＩＯを補佐し、指揮監督する

実質的な責任者。サイバーセキュリティ

人材育成総合強化方針（平成 28年 3月 3

1日サイバーセキュリティ戦略本部決定

に基づき、各府省に設置。府省副ＣＩＯ

と別称。 

ＣＩＯ シーアイオー 情報化統括責任者のこと。Chief Inform

ation Officerの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＣＩＯ連絡会議 シーアイオーレンラク

カイギ 

各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡

会議のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＣＩＯ連絡会議事務

局 

シーアイオーレンラク

カイギジムキョク 

内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略

室及び総務省行政管理局のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

システムプロファイ

ル 

システムプロファイル 「標準ガイドライン 別紙５ システム

プロファイルに係る定義について」に基

づいて定義する情報システムの信頼性の

水準のこと。４段階のレベルから構成さ

れるものであり、レベルⅣが最も高い信

頼性が求められる情報システムとなる。 

2018/03/30 2019/02/25 

システム要件 システムヨウケン 業務要件を実現する為にユーザーが情報

システムを使用して行う内容全般。 

2020/03/31 2020/03/31 

実践ガイドブック ジッセンガイドブック 標準ガイドライン、標準ガイドライン附

属文書、解説書の下位文書として、これ

らに基づき、特定の分野ごとに、プロジ

ェクトを成功に導くためにこれまでに得

られたノウハウや教訓などを盛り込んだ

実践的な参考文書のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

情報化統括責任者 ジョウホウカトウカツ

セキニンシャ 

当該組織における総合的・計画的な行政

情化の推進を統括する責任者のこと。行

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

政情報化推進基本計画（1994年（平成 6

年）12月 25日閣議決定、1997年（平成

9年）12月 20日改定）によって各府省

に設置することとされた。府省ＣＩＯと

別称する。 

情報資産 ジョウホウシサン 情報資産とは、サービス・業務の運営に

不可欠な電磁的に記録された文書（公文

書等）、音楽や映像、書籍等のコンテン

ツ、及びそれらを構成するデータや、シ

ステムを構成する IT環境（サーバやク

ラウドサービス等）、ソフトウェアや媒

体（DVDや USBメモリ等）、それらに関連

するライセンスや契約を指す。 

2020/03/31 2020/03/31 

情報システム関係予

算 

ジョウホウシステムカ

ンケイヨサン 

高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法（平成 12年法律第 144号）第 36条第

2項第 2号～第 7号に記載の項目に該当

する施策のうち、標準ガイドラインの別

紙２「情報システムの経費区分」に掲げ

る経費 

2020/03/31 2020/03/31 

情報システム管理者 ジョウホウシステムカ

ンリシャ 

当該情報システム部門の管理者のこと。

プロジェクトに参画し、情報システム部

門に関わる案件の企画立案及び調整を担

うともに、情報システム責任者を補佐す

る。 

2018/03/30 2018/03/30 

情報システム責任者 ジョウホウシステムセ

キニンシャ 

当該情報システム部門の責任者のこと。

プロジェクトにおける情報化に関する事

務を担う。 

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

情報システムセキュ

リティ管理者 

ジョウホウシステムセ

キュリティカンリシャ 

情報セキュリティ対策の技術的事項につ

いて情報システムセキュリティ責任者を

補佐する者のこと。 

情報システムセキュリティ責任者が定め

た手順や判断された事項に従い、所管す

る情報システムのセキュリティ対策を実

施する。 

2019/02/25 2019/02/25 

情報システムセキュ

リティ責任者 

ジョウホウシステムセ

キュリティセキニンシ

ャ 

情報システムごとの情報セキュリティ対

策及び運用の責任者のこと。 

情報セキュリティ責任者により指名さ

れ、所管する情報システムのライフサイ

クル全般にわたって適切に情報セキュリ

ティ対策を実施することが求められる。 

2019/02/25 2019/02/25 

情報システム部門 ジョウホウシステムブ

モン 

プロジェクトの対象範囲に含まれる政府

情報システムの整備及び管理について所

管する部署のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

情報システム ジョウホウシステム 府省内ＬＡＮ及び通信ネットワークシス

テム、ソフトウェア、プログラムを搭載

したコンピュータ（メインフレーム、サ

ーバ、ストレージ等）及びその周辺機器

並びに通信ネットワークによって情報処

理を一体的に行うよう構成されたコンピ

ュータの体系（専用のクライアント端末

を管理する場合は、その端末を含む。）

のこと。情報システムには、兵器、医療

機材など情報処理を一義的な目的としな

い装置又は機材等を含まない。一方、こ

れらの装置又は機材等に関する情報を管

2018/03/30 2020/03/31 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

理し、解析し、又は制御するコンピュー

タの体系は情報システムに該当する。 

情報セキュリティ担

当部門 

ジョウホウセキュリテ

ィタントウブモン 

当該府省において、情報セキュリティに

関する事務等の官房機能を担当する部門

のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

資料提供依頼 シリョウテイキョウイ

ライ 

政府情報システムの整備及び管理並びに

これらに伴うサービス・業務改革に関

し、企業から情報の提供を求めること。

Request For Informationを略して、Ｒ

ＦＩと略称する。 

2018/03/30 2018/03/30 

人事担当部門 ジンジタントウブモン 当該府省において、職員の任免、給与、

懲戒、服務その他の人事並びに教養及び

訓練に関する事務、機構及び定員に関す

る事務等の官房機能を担当する部門のこ

と。 

2018/03/30 2018/03/30 

スクラッチ開発 スクラッチカイハツ 既存のソフトウェア製品を改修する等の

方法で開発するのではなく、新規に開発

すること。 

2018/03/30 2018/03/30 

スタンドアロンコン

ピュータ 

スタンドアロンコンピ

ュータ 

単体で用いられるコンピュータ端末（単

独でインターネットに接続して用いられ

るコンピュータ端末及び他の組織が管理

する情報システムに接続し、利用するた

めのみに用いられる専用端末を含む。）

又はその集合体のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

制度所管部門 セイドショカンブモン プロジェクトの対象範囲の業務に直接関

わる制度を所管し、制度変更又は業務設

計等を行う部署。いわゆる企画立案を担

当する部署のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

制度所管部門管理者 セイドショカンブモン

カンリシャ 

当該制度所管部門の管理者のこと。プロ

ジェクトに参画し、制度所管部門に関わ

る案件の企画立案及び調整を担う。 

2018/03/30 2018/03/30 

政府機関等の情報セ

キュリティ対策のた

めの統一基準群 

セイフキカントウノジ

ョウホウセキュリティ

タイサクノタメノトウ

イツキジュングン 

サイバーセキュリティ基本法（平成 26

年法律第 104号）第 25条第１項第２号

に基づいて作成された国の行政機関等の

サイバーセキュリティに関する対策の基

準のこと。統一基準群と略称。 

2018/03/30 2018/03/30 

政府ＣＩＯ セイフシーアイオー 内閣情報通信政策監のこと。 2018/03/30 2018/03/30 

政府ＣＩＯ補佐官 セイフシーアイオーホ

サカン 

「ＣＩＯ補佐官プール制の導入につい

て」（平成 25年 1月 9日各府省情報化

統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に

基づき配置されたＣＩＯ補佐官のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

政府情報システム セイフジョウホウシス

テム 

各府省がサービス・業務を実施するため

に用いる情報システムのこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

政府情報システム管

理データベース 

セイフジョウホウシス

テムカンリデータベー

ス 

政府における情報システムに関係する情

報を一元的に管理するため、総務省にお

いて整備及び管理し、各府省の用に供す

るデータベースのこと。ＯＤＢと略称。 

2018/03/30 2018/03/30 

ソフトウェア製品 ソフトウェアセイヒン 既製品のソフトウェアプログラム。 2018/03/30 2018/03/30 

ＷＢＳ ダブリュビーエス プロジェクトの成果物単位に必要な作業

を定義し、当該作業に必要な要員、工数

及び期間を記載したもの。Work Breakdo

wn Structureの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

通信ネットワークシ

ステム 

ツウシンネットワーク

システム 

府省内ＬＡＮを除く、政府共通ネットワ

ーク等、複数のＬＡＮ又は情報処理シス

テムを接続するための通信ネットワーク

及びそれを制御するコンピュータ群（専

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

用のクライアント端末を管理する場合

は、その端末を含む。）のこと。 

提案依頼 テイアンイライ 調達に関し審査をするため、入札する事

業者から提案を受けること。Request Fo

r Proposalを略して、ＲＦＰと略称。 

2018/03/30 2018/03/30 

デジタル・ガバメン

ト推進標準ガイドラ

イン 

デジタル・ガバメント

スイシンヒョウジュン

ガイドライン 

政府情報システムの標準的な整備及び管

理について、その手続・手順に関する基

本的な方針及び事項並びに政府内の各組

織の役割等を定める体系的な政府共通の

ルールのこと。標準ガイドラインと略

称。 

2018/03/30 2019/02/25 

デジタル・ガバメン

ト推進標準ガイドラ

イン附属文書 

デジタル・ガバメント

スイシンヒョウジュン

ガイドラインフゾクブ

ンショ 

標準ガイドラインの下位文書として、政

府情報システムの整備及び管理に直接関

係する内容のうち、特定の分野に関する

内容について、その手続・手順に関する

基本的な方針及び事項並びに政府内の各

組織の役割等を定める政府の共通ルール

のこと。標準ガイドライン附属文書と略

称。 

2018/03/30 2019/02/25 

統一基準群 トウイツキジュングン 政府機関の情報セキュリティ対策のため

の統一基準群のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

ドメイン ドメイン インターネット等のネットワーク上の

個々のコンピュータを識別し、特定する

ために用いるアドレスの上位部分のこ

と。 

2018/03/30 2018/03/30 

内閣官房情報通信技

術（ＩＴ）総合戦略

室 

ナイカクカンボウジョ

ウホウツウシンギジュ

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略

本部（ＩＴ総合戦略本部）の事務局の役

割を果たすとともに、ＩＴの活用による

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

ツアイティソウゴウセ

ンリャクシツ 

国民の利便性の向上及び行政運営の改善

に係る総合調整等を担う組織のこと。平

成 12年 8月 7日に内閣官房に設置。Ｉ

Ｔ室と略称。 

内閣サイバーセキュ

リティセンター 

ナイカクサイバーセキ

ュリティセンター 

インターネットの急速な利用拡大など我

が国社会や国民生活のＩＴ化が進展する

中で、不正アクセス事案の発生やコンピ

ュータウイルスの蔓延など情報セキュリ

ティに関わる問題への危機感の高まりを

受け、官民における情報セキュリティ対

策の推進に係る企画及び立案並びに総合

調整を担う組織のこと。ＮＩＳＣと略

称。 

2018/03/30 2018/03/30 

内閣情報通信政策監 ナイカクジョウホウツ

ウシンセイサクカン 

政府ＣＩＯの別称。 2018/03/30 2018/03/30 

ＮＩＳＣ ニスク 内閣サイバーセキュリティセンターのこ

と。National center of Incident read

iness and Strategy for Cybersecurity

の略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

橋渡し人材 ハシワタシジンザイ 高度専門人材と一般行政部門との橋渡し

となるセキュリティ・ＩＴ人材のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

反復型開発 ハンプクガタカイハツ 情報システムを小さな機能単位に分割

し、設計、プログラミング、テストを繰

り返しながら徐々に機能や改良を加え

て、最終的に完全なシステムを開発する

手法のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

ＰＭＯ ピーエムオー 府省内全体管理組織のこと。Portfolio 

Management Officeの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

ＰＪＭＯ ピージェイエムオー プロジェクト推進組織のこと。ProJect 

Management Officeの略字。 

2018/03/30 2018/03/30 

非機能要件 ヒキノウヨウケン 機能要件以外の情報システム要件のこ

と。具体的には性能や信頼性、拡張性、

運用性、セキュリティ等がある。 

2018/03/30 2020/03/31 

標準ガイドライン ヒョウジュンガイドラ

イン 

デジタル・ガバメント推進標準ガイドラ

インのこと。 

2018/03/30 2019/02/25 

標準ガイドライン群 ヒョウジュンガイドラ

イングン 

標準ガイドライン及びこれに関連する指

針類等に係る文書体系のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

標準ガイドライン附

属文書 

ヒョウジュンガイドラ

インフゾクブンショ 

デジタル・ガバメント推進標準ガイドラ

イン附属文書のこと。 

2018/03/30 2019/02/25 

ファンクションポイ

ント 

ファンクションポイン

ト 

ソフトウェアが持つ入出力等の機能数を

洗い出し、洗い出した各機能を複雑さに

よって重み付けして集計した点数のこ

と。一般に、集計したファンクションポ

イントを開発生産性（１人月で開発でき

るファンクションポイント）で除して単

価を乗じたものが見積金額となる。 

2018/03/30 2018/03/30 

府省ＣＩＯ フショウシーアイオー 各府省の情報化統括責任者のこと。 2018/03/30 2018/03/30 

府省ＣＩＯ補佐官 フショウシーアイオー

ホサカン 

ＰＭＯ及びＰＪＭＯに支援及び助言を行

うために設置される府省ＣＩＯ補佐官の

こと。府省ＣＩＯ補佐官は、原則として

政府ＣＩＯ補佐官を持って充てることと

されている。 

2018/03/30 2018/03/30 

府省内全体管理組織 フショウナイゼンタイ

カンリソシキ 

府省内のＩＴ施策に関する全体管理の機

能を担う組織のこと。ＰＭＯと別称。 

2018/03/30 2018/03/30 

府省内ＬＡＮ フショウナイラン 行政組織の事務遂行のための通信ネット

ワーク、電子メール、電子掲示板、電子

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

フォーラムその他のグループウェア等の

アプリケーション機能及び当該通信ネッ

トワークに接続する各種情報処理システ

ムを利用するためのコンピュータ端末、

プリンタ等のクライアント環境を一体と

して整備・管理しているシステムのこ

と。 

府省副ＣＩＯ フショウフクシーアイ

オー 

各府省のサイバーセキュリティ・情報化

審議官等のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

プロジェクト プロジェクト 特定の対象範囲に対し、特定の目的、目

標を実現するために、特定の期間に実施

する作業のまとまりのこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

プロジェクト検証委

員会 

プロジェクトケンショ

ウイインカイ 

プロジェクトの推進において、深刻な問

題があると認められた場合には、その立

て直し、又は再発を防止するため、プロ

ジェクトの検証を行うための外部有識者

からなる委員会のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

プロジェクト推進管

理者 

プロジェクトスイシン

カンリシャ 

プロジェクトの目標を達成するため、特

にプロジェクトの管理に関し、プロジェ

クト推進責任者を補佐する者のこと。 

2018/03/30 2019/02/25 

プロジェクト推進責

任者 

プロジェクトスイシン

セキニンシャ 

プロジェクトの目標を達成する責任者の

こと。サービス・業務改革並びにこれら

に伴うデジタル・ガバメント推進に関す

る事項についての企画立案に関する事務

を総括する。 

2018/03/30 2019/02/25 

プロジェクト推進組

織 

プロジェクトスイシン

ソシキ 

プロジェクトを遂行し、その進捗等を管

理する機能を担う組織のこと。ＰＪＭＯ

と別称する。 

2018/03/30 2018/03/30 



 

 

用語 フリガナ 定義 追加年月日 最終更新年月日 

ベンダー ベンダー 販売会社や情報システム開発会社のこ

と。 

2018/03/30 2018/03/30 

ベンダーロックイン ベンダーロックイン 特定のベンダーの製品、サービス又はシ

ステムに囲い込まれ、他社の参入が困難

である状況のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

保守 ホシュ 機能維持、品質維持等、情報システムを

設計された仕様どおりに動作させること

を目的とした行為及びこれに付随する行

為のこと。その対象により、アプリケー

ションプログラムの保守、ハードウェア

の保守、ソフトウェア製品の保守、デー

タの保守等がある。 

2018/03/30 2018/03/30 

要件定義 ヨウケンテイギ 情報システムに関する調達（情報システ

ムの設計・開発、機能改修、運用若しく

は保守等業務の委託に関する調達又は情

報システムを構成する機器若しくはソフ

トウェア製品等の調達）を行うに当たっ

て、必要な要件を明確に定める行為又は

その定めた内容のこと。 

2018/03/30 2018/03/30 

 

 


	標準ガイドライン群用語集

