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独立行政法人評価委員会情報処理推進機構分科会（第２１回） 議事録

１．日 時： 平成２２年６月１５日（火） １０：００～１２：００

２．場 所： 経済産業省商務情報政策局第１会議室（本館４階西１右）

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、太田委員、櫛木委員、徳田委員

４．議 題： （１）平成２２年度のスケジュールについて

（２）平成２１年度の業務実績評価の進め方について

（３）平成２１年度の業務実績報告について

○松山分科会長 それでは、定刻となりましたので、これより「独立行政法人評価委員

会第21回情報処理推進機構分科会」を開催させていただきます。

本日は、お手元に配付されております「議事次第」の順番に従いまして、今後のスケジ

ュール、業務実績評価に関する事項などをご審議いただく予定でございますので、よろし

くお願いしたいと思います。

それでは、議事に入ります前に事務局から資料の確認をお願いしたいと思います。

○田辺課長補佐 お手元の資料をご覧ください。

最初に「議事次第」、それから「情報処理推進機構分科会委員名簿」、「座席表」がござ

います。その後に、資料が４つと参考資料が４つございます。

資料１「平成22年度のスケジュール」、資料２「経済産業省所管独立行政法人の業務実

績評価の基本方針」、資料３「独立行政法人情報処理推進機構の業務実績の評価基準」、資

料４「独立行政法人情報処理推進機構平成21年度業務実績説明資料」、以上が資料でござ

います。

参考資料１「独立行政法人を巡る動き」、参考資料２「平成21年度業務実績評価」、参考

資料３「独立行政法人としてのIPAの役割」、そして参考資料４「平成21年度業務実績」で

ございます。

以上不足等はございますか。

○松山分科会長 それでは、早速「議事次第」に従いまして議事に入らせていただきた

いと思います。

まず議題（１）の「平成22年度のスケジュールについて」ということで、これも事務局

から説明をお願いいたします。

○田辺課長補佐 まずお手元の資料１をご覧ください。
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「平成22年度のスケジュール」でございますが、こちらは、年度内に予定しております

IPA分科会などの日程でございます。本年度の事業評価にかかる分科会は、今回を含めま

して基本的に２回の開催を予定しておりまして、本日（６月15日）と、次回が７月６日で

調整をさせていただいております。

そして、資料１には記載してございませんが、昨年度のIPAの役員の交代がありました

関係で、平成21年度のIPA事業実績評価が確定しました後に、役員の業績評価について、

また、改正通則法が今年の５月28日に通りまして、これに基づく不要財産の取り扱いにつ

きまして、審議を実施する方向で考えております。

それから、本日の分科会では、IPAの平成21年度の業務実績報告をお受けいただきまし

て、その後、各委員のもとに評価表をお送りいたします。それと同時に、経済産業省とIP

Aで各委員を個別にご訪問して補足説明をさせていただければと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

そうしまして、時間がなくて大変恐縮でございますが、６月30日までに評価表を事務局

にご提出をいただきたいと思います。また、６月30日までにIPAから財務諸表及び事業報

告書が提出されますので、これらをパブリックコメントにかけさせていただきます。

そして次に７月６日、第２回の分科会でございますが、またこちらにお集まりいただき

まして、第22回IPA分科会として、平成21年度の事業評価を決定いたします。さらに７月2

9日には、経済産業省の独立行政法人委員会（親委員会）で評価を決定してまいります。

なお、財務諸表等のパブリックコメントの結果、何か意見があります場合には、これら

の意見を踏まえ、分科会としての評価結果について変更があるかどうか、変更の有無をご

検討いただきまして親委員会に報告を行う形となりますので、よろしくお願いいたします。

以上のような運びになってございます。スケジュールに関しては以上でございます。

○松山分科会長 今おっしゃいましたパブコメが返ってくるのはいつごろの予定でしょ

うか。６月30日ごろにパブコメを開始するということですか。

○田辺課長補佐 ６月30日に開始しまして、約１ヵ月パブリックコメントをさせていた

だきます。

○松山分科会長 なるほど。そうすると、７月29日の経産省の独法委員会の後に、その

パブコメが返ってくる、そういうことになっているわけですね。

○田辺課長補佐 そういうスケジュールでございます。若干前後して大変恐縮ですが、

事業報告書と財務諸表の正確性を期すために６月30日ぎりぎりに提出するという方針にな
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っておりますので、そのために親委員会との関係では前後してしまいますが、そういう形

で進めさせていただきたいと思います。

○松山分科会長 はい。ありがとうございました。

委員の先生方から何かご意見、ご質問ございますでしょうか。――よろしゅうございま

しょうか。

それでは、議題（２）の「平成21年度の業務実績評価の進め方について」、これも事務

局からご説明をお願いいたします。

○田辺課長補佐 続きまして「平成21年度の業務実績評価の進め方について」、ご説明

をさせていただきます。まず参考資料１をご覧ください。

こちらは、既に新聞等でご存じのことと思いますが、昨年11月の事業仕分けなど、これ

までの独立行政法人に対する事業見直し等、IPA関係部分を中心に簡単にご説明させてい

ただき、平成21年度の業務実績評価のご説明に移らせていただきたいと思います。

昨年11月26日の行政刷新会議の事業仕分けにおきまして、IPAはJETRO、JOGMECなどと同

じコマで仕分けが行われました。仕分けの結果といたしましては、独法業務の民間実施の

検討、人件費の抑制、役員の公募等の指摘がございました。

IPA個別の指摘といたしましては、債務保証事業に係る国債等については、必要な資金

を除いた残額を国庫に返還すべしとの指摘をいただいております。この点につきましては、

本年５月に独立行政法人通則法の一部を改正する法律が成立しましたので、施行後に必要

な手続きを実施する予定でございます。

５ページをご覧いただきますと、４月９日に経済産業省から発表させていただきました

「独立行政法人・公益法人の見直しの〈基本〉と〈三原則〉」として、「独立行政法人・公

益法人に事業を行わせる際には、ミッションを明確化した上で、事業の目標達成度合いを

検証しつつ、必要最小限の費用で十分な成果を上げることを基本とする」、こういうこと

を取りまとめさせていただきました。

これの続きとして６ページ、４月19日に、経済産業省所管の11独立行政法人で39項目の

改革を実施することを決定いたしました。

この中でIPAについては、安全性の確保や信頼性の向上、これらを支える高度IT人材の

育成といった公共的な基幹３分野にリソースを集中、強化を図る観点から、個別企業に対

するソフトウェア開発支援業務の廃止、情報処理技術者試験に係る運営業務の民間への完

全移行、この２つを実施すべきということになりました。
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さらに９ページで、５月18日、「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」と

いうことが行政刷新会議で決定いたしまして、保有資産の抜本的な見直し、事業実施主体

の見直し、組織管理の強化を行い、本年度の予算執行及び来年度要求に反映することとさ

れています。

これが、これまでの刷新会議関係の流れでございます。

次に、昨年度（平成21年度）の事業実績評価の説明に移らせていただきます。資料２の

「経済産業省独立行政法人の業務実績評価の基本方針」をご覧ください。

こちらは前回、前々回と配付させていただいておりますので簡単にご説明いたしますが、

親委員会の評価の基本方針でございます。

要点といたしましては、１．の（３）の「評価方法」のイですが、評価項目は、業務運

営の効率化、国民のサービス、財務内容、その他の４項目を評価の基本方針としておりま

す。

次にロで、法人横断的な評価ということで、①～⑤までを、11法人横断的に、横串でみ

ましょうということで、契約、役職員給与、資産の有効活用、欠損金、余剰金の適正化、

リスク管理債権の適正化、こういったところを横断的にみて評価をしようということにな

っております。

ハで、評価は従来どおりAA、A、B、C、Dの５段階で行います。

ニで、業務運営は20％、国民へのサービスは50～60％、財務が20％、その他があれば10

％の範囲で比重づけを行うというルールがございます。

これが親委員会の基本方針でございます。

引き続き資料３でございますが、資料２の親委員会の方針を受けまして、IPAの分科会

でどのように評価をしていこうかというものを示したものでございます。これも昨年と全

く同様でございます。

要点としましては、国民のサービスについては、IPAの中期計画及び中期目標の柱とし

ております情報セキュリティ、ソフトウェア・エンジニアリング、IT人材育成、開放的な

技術・技術標準の４項目とすること。

それからウェイトについては、それぞれ開放的な技術・技術標準等を６％としまして、

その他の国民サービスに関しては、それぞれ18％とすることということでございます。

以上が資料３でございます。

次に、参考資料２の「平成21年度業務実績評価」でございます。
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こちらは、この分科会で評価を決定いたしまして、７月29日の親委員会に提出いたしま

す評価表の最終的なイメージということでございますが、今月の中旬にこれを少し加工し

て、コメントを書きやすい用紙にいたしまして皆様にお送りしたいと考えております。

この表の見方でございますが、２ページから「業務運営の効率化」ということで始まり

まして、その後、色々細かく分かれておりますけれども、左側の個々の評価事項について

は、「当該年度の評定がBとなる基準」の欄には、中期計画の事項を示させていただきます。

これに対して平成21年度の業務実績はどうであったかということを右に書いていきまして、

赤で書いてある字が、どういう観点で評価をしていただく必要があるかということを示さ

せていただいております。

前回との変更点は、３ページの「内部統制」のところで、線が引いてございますが、

「法人の長がリーダーシップを発揮して内部統制の取組みを推進しているかに係る評価結

果及び理由・コメント、改善点等を記載する」。もう一つ「監事監査の話」、ここが追加に

なっています。

それから19ページで、「保有資産の有効活用」の欄でございますが、線が引いてある○

が４つございます。「主な固定資産について、用途、種類、場所、帳簿金額、利用状況等

を記載する」等々、資産の話について、保有の必要性や規模の適正性の観点からの見直し

状況がどうなっているのか、こういうことの評価結果、理由・コメント等を記載すること

になっております。

最後に参考資料の３、「独立行政法人としてのIPAの役割」ということでございまして、

これは刷新会議等で色々ご議論をいただきまして、この中でIPAが行う事業というものが、

国民生活等公共上の見地から、確実に実施されることが必要な事業であって、国が主体と

なって実施する必要はないけれども、民間にゆだねた場合には必ずしも実施されないなど、

その中間に入るようなものです。こういった事業、つまりIPAが現在実施している事業が

独立行政法人の事業として適切であるかどうかという議論が行われまして、その中で、IP

Aの役割としてざっとみていただきますと、セキュリティ対策、情報システムの信頼性、

高度IT人材の育成、オープンスタンダード、この４つの観点で、国民に対してどういうサ

ービスを行っていくのかという図を整理させていただきましたので、参考までに配付をさ

せていただきました。

以上簡単でございますが、評価の基本方針等の説明を終わらせていただきます。

○松山分科会長 ありがとうございました。色々な資料がございますが、何かご意見、
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ご質問ございますでしょうか。

○櫛木委員 今年の評価のやり方というのは、事業仕分けがあったからといって、方法

的には変わらないんですか。

○田辺課長補佐 基本的には変わりません。同じようにやっていただくことになります。

○松山分科会長 基本的には平成21年度の業務評価なので、変わらないと思います。

○櫛木委員 そういうことですね。

○松山分科会長 よろしゅうございますか。

あとで色々状況をお伺いする中でもいいと思いますが、今の評価表の19ページのところ

で、「保有資産の有効活用」というのが新たにつけ加わったとおっしゃいましたけれども、

IPAさんに関しては、地方のソフトウェアセンターに対する出資という話があって、あれ

はここに入ってくるんですか。出資金の評価というのは、こういうところに括られる整理

でしょうか。

○佐味IPA参事 あれはここではないと思います。それはそれとして、もともと私ども

の場合、むしろ債務保証基金でありますとか、ああいったものを国債の形で保有している

ことについて刷新会議の中で取り上げられましたので、その点かと思います。

○松山分科会長 保有資産というときに、株式会社など色々なものに対する株式ではな

いけれども、資本とか、何かそういうのは、普通にいうと、直感的にいうと資産なのかな

と思いますが。

○佐味IPA参事 観念的には資産に入ると思いますが、ここでは、先程申し上げた金融

資産と、いわゆる土地、建物といった自前の保有資産のことを主として念頭に置いている

ということでございます。

○松山分科会長 分かりました。太田委員どうぞ。

○太田委員 いつも議題とちょっとずれて済みませんけれども、せっかく本省の課長も

いらっしゃっているので伺わせていただきます。

政府は、月内に財政フレームと一緒に成長戦略を出されると聞いていますけれども、今

IPAもようやく熟してきて、柱もはっきりしてきたと思うのですが、粛々とやるという方

向と、いつもいっているのですが、日本の成長戦略の中にIPAの成果をどうやって盛り込

むのか、これはすごく大事だと私は思っています。

近藤経済産業大臣政務官にも言ったのですが、経産省は法人税の下げばかりいっていて、

技術戦略については余り具体性がない。去年の９月、民主政権の発足以降も環境だ、エネ
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ルギーだとキーワードは出てくるわけです。石黒商務情報政策局長も「スマートシティ」

と言っているということで、昔の「新産業都市」の二の舞にならないように言ったのです

が、その辺でIPAの活動が成長戦略に具体的にどのように盛り込まれるのか、これをぜひ

やらないと、IPAの方々も、最小のコストで最大の効果を出しなさいとか色々ありますが、

もっと10年、20年を見たとき、そこにどのように具体的に盛り込んでいくのか。

ITのソフト分野は、例えば太陽電池の光電効率を20％、40％上げるとかなどに比べると

数値目標は難しいと思います。そういう具体的な技術戦略を盛り込まない限り、新聞報道

でしか知らないのですが、近藤経済産業大臣政務官のお話などを伺っても、イノベーショ

ンとか言葉は出てきますが、何か具体論がないということで、せっかく集って、いつも議

題とちょっとずれたところを申し上げてしょうがないのですが、これだけ朝から２時間も

やっている中で、やはり未来に向かって何をするのか、その辺が見えないわけです。

僕はいつも言っているように、国民の１人として出ているわけですから、そこをきちっ

としていただきたいと思います。IPAの皆さんも一生懸命頑張っている、我々もしっかり

評価している。その中で未来に向けて何をつなげていくのか、その辺りが見えないですね。

去年の12月30日に成長戦略が出ましたが、キーワードは去年からずっと変わらない。そ

れでは具体的にどうするのかというのがないのですよね。IPAはどういう数値目標を出す

のかとか、なかなか難しいと思いますが、個別にいうと、ものづくりみたいなものだと具

体的に数値目標は出ますけれども、ソフトウェアの分野ではなかなか難しいと思います。

しかし、それは「国民のため」というときにいつも言うように、隣のおじさん、おばさん

が分かるような形での技術戦略、ソフト戦略みたいなものをぜひ出していただきたいとい

うのが、この小１ヵ月の間、近藤経済産業大臣政務官とか石黒商務情報政策局長と、立ち

話でしたがお話をしていて感じたことです。

８ヵ月、９ヵ月、この政権がありますが、課長もこの間、立てつけの話をなさいました

けれども、もうそろそろ未来につなぐものが見えてきても良いと思います。これだけ皆さ

ん集まって議論しているのに、次につないでいきたいなというのが、僕の委員としてのこ

こ小１ヵ月の経験です。

今回は平成21年度の評価ですが、済みません、すぐ横にそれて申しわけないですが、せ

っかくこれだけの皆さんがお揃いなので申し上げました。

○東條課長 基本的には、IPAが今まで推進してきた信頼性とか、あるいはセキュリテ

ィとか、そういったものは、IT戦略あるいは成長戦略の中で、特にクラウド等、産業構造
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ビジョンでいえば組込みの信頼性という形で位置づけられて、それが産業の高次化や新し

い国際的なシステムを通じて日本の成長を牽引するんだというアイディアはあって、それ

はまだそういう意味ではキーワードがあって、今工程表を詰めていますけれども、この中

でIPAというのは、ある種、クラウドにしても組込みの信頼性にしても、その中核組織に

なるんだと。今までの実績もそうだし、これからそういう形でしっかり位置づけて、政策

として展開していこうと思っています。

今日は、そういう意味でいうと、評価の場なので余り時間はとれませんが、せっかくお

集まりですから、次回の評価、もしも時間があれば、最後にちょっとお時間をちょうだい

して、そういった話も、IPAと私どもの方から決意表明なり、あるいは成長戦略を受けてI

PAがどういう形で施策を展開しようとするかということを、経産省とIPAからご説明をし、

ご議論をいただくような時間がもしもとれれば、そういったことも考えたいと思います。

とりあえずそういうことでよろしゅうございましょうか。

○太田委員 ぜひよろしくお願いいたします。

○松山分科会長 今のことに関しては、僕は山ほどいいたいことがあるんですけれども。

○櫛木委員 私も山ほど

○東條課長 分かりました。それは、場を考えます。改めてそういうことについてお願

いをするのか、どうするか、ちょっと考えます。

○櫛木委員 平成21年度の事業評価でありますので

○太田委員 もちろんそうですけれども、なかなかしょっちゅうは集まれませんから、

せっかくのいい機会ですから

○阿草委員 そういうことを注意しておかないと、次の中期目標に反映するわけですし、

単に過去の事業を評価するだけではなくて

○太田委員 未来につなぐための評価だと思っているんですね。

○東條課長 はい。

○松山分科会長 一言だけ言わせていただくと、前から言っていますように、今の参考

資料３のところでも書いていただいていますが、「情報システムの信頼性の向上におけるI

PAの役割」ということで、今のような成長戦略なども、今言われているように社会基盤シ

ステムも輸出産業にしましょうという話もありますよね。

○東條課長 はい。

○松山分科会長 そうすると、そういうことを保証できるのはIPAしかないのではない



- 9 -

かというのは、前からずっと私は申し上げているのですね。ですから、外国で複雑な地域

システム、そういうふうなパッケージをやるときに、その安全・安心な評価基準を客観的

にソフトウェアシステムとして保証しているとか、あるいは、前からいっているようにト

ラブルが起こったときに、日本の製品に関して、社会システムのソフトウェアは、例え外

国で設置されたものであったとしても、それはきちっとIPAが納入業者と協力していいも

のにしていく。そういう制度が日本にありますよというふうなことをして国際競争に勝た

ないといけないという話は、それはずっと言っているのにと思うのですね。

そういう法律もきちんと作られないような感じでやっているから、どこかの国に負けて

ばかりの話になると言いたくもなってしまうというのが、私の批判です。済みません、ち

ょっと脱線ですが。

○東條課長 承りました。

○松山分科会長 それで、今の評価にもかかわりますが、これは毎年申し上げています

けれども、やはり経済産業省本省の独法評価委員会の委員の先生方というのは、基本的に

は情報分野ではない先生方ということです。ですから、ある意味でいうと、ここのメンバ

からすると、一般国民の皆様と同じ目線に立っている委員会の方々に対して、IPAはこう

いう意味でしっかりやっていると、あるいはこれからここを伸ばすことが重要だと、そう

いうメッセージが言えない限り、独法の評価委員会で、情報系というのは難しいことを何

か色々言っていて何をやっているのかよくわからないけれども、まあそんなものかなとか

いうことで終わってしまうのです。

それは非常にまずいということを常々思っていまして、そういう意味で、平成21年度の

業務実績の評価、私、いつも出させていただいて説明をさせていただいていますが、議論

のやり取りというのは、そういう目線で行われているんですね。だから、やはりわけが分

からなくて高度に専門的なことではなくて、太田先生がおっしゃいましたように、成長戦

略とか、あるいは我が国の産業構造に対してIPAというのはどういう役割を果たしている

か、そういうメッセージがないと、これは非常に変な話ですが、B以上の評価をつけるの

は非常に至難のわざになってしまうということがあります。

その点については、毎年の恒例でございますが注意をしていただいて、A、AAという形

の評価をしていただくときには、その説明を一般の国民目線から見て、あるいはこれから

の日本の成長戦略とか少子高齢化とかに向けてのメッセージとして、ここが重要な社会的

任務を果たしているとか、そういうこととの関連がないと、なかなか受け入れていただけ
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ないという感じがございますので、その辺は再度、恒例でございますけれども、採点、見

ていただくときに少しご配慮いただけたらいいかなというような気がしております。

○櫛木委員 確認ですが、参考資料３の「独立行政法人としてのIPAの役割」、これは、

行政刷新会議の事業仕分けのときに使われた資料ですか。

○佐味IPA参事 刷新会議のときには、各事業項目のうち緑の枠の中（参考資料３、各

ページ）に入っている部分、これは確かに国に準ずる仕事として独法がやるべき仕事の項

目として、経産省内でも議論していただき、刷新会議にも説明してあります。

○櫛木委員 あれは５月ですかね。それだとすると、この参考資料自身に対しては極め

て厳しい評価をしなければいけない。つまり12月30日に成長戦略が出ているから、これ自

身の扱いが、それとの関係は一切触れられていない。今回我々が評価するのは、平成21年

度の計画に対してどうだという評価は、ここにある評価基準でやりますが、この参考資料

としては余りにもお粗末ではないかと思います。

○佐味IPA参事 ご案内のとおり、もともと刷新会議自体が成長戦略との文脈は全く関

係なくやっていた作業なので、これは、それに対応するもので要するに機能論を整理した

ものです。

○櫛木委員 その点は理解できます。でも、今、松山先生がおっしゃったように、IPA

は何をやるのかという我々の目線は、やはりそれで評価しないといけないので、機能論的

にはこれはあるんだけれども、そこが説明し切れていないという意味においては、そこは

ちょっと問題なのではないですかと。形式論ではなく本質的な問題としてね。

○松山分科会長 よろしゅうございますでしょうか。

それでは、議題（３）の「平成21年度の業務実績報告について」でございます。

平成21年度の業務実績報告につきまして、全体で40分ぐらいを予定されておりますが、

IPAの各評価項目に係る事業担当理事からご説明いただいて、その後20分ぐらい議論をさ

せていただきたいと思います。

毎年申しておりますが、ご説明はポイントをシャープにできるだけ簡潔にしていただい

て、後の意見交換、議論の方に時間を割ければと思っていますので、よろしくご協力をお

願いしたいと思います。それではIPAの方、よろしくお願いいたします。

○仲田IPA理事 担当理事の仲田です。資料４を用いて、私と田中理事２人でそれぞれ

担当を説明いたします。

資料４をあけていただきまして１ページから始まります。
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まず資料の構成を説明いたしますと、左上に青のところがあります。ここには中期計画

項目の概要が載っております。右側にその達成状況が載っております。先ほど情振課から

も、この評価についてご説明差し上げましたが、中期計画をどう超えているかというとこ

ろで評価いただけるということなので、基本的には、細かい話ではなくてどこが超えてい

るかという点について、簡単にご説明をさせていただきます。

まずセキュリティセンターですが、中期計画ではセキュリティは５項目あります。

１番目の項目が「情報システムに対する脅威へのプロアクティブな総合的対策」です。

ご承知のように、脅威は年々巧妙化、複雑化して、どんどん新しい脅威がふえていると

いうことで、IPAとしては、常に新しい脅威が出てきたらタイムリーに注意喚起を行って

おりまして、平成21年度は年間111件行っています。

特に特徴的なのはガンブラー、これが非常な猛威を振るったということです。ガンブラ

ーについては、基本的には既に昨年の７月にIPAは注意喚起をしていますが、ご承知のよ

うに年末に被害が非常にふえたということで、今回、このガンブラーについては、今まで

にない特徴として一般紙でかなり取り上げられました。それからNHKでも放送されたとい

うことで、「ガンブラー」という言葉が人口に膾炙しました。

資料の左下に書いてありますが、非常に多くの報道機関からの問い合わせや取材に対応

いたしました。ガンプラーの記事が載る際に必ずIPAがリファーされているということで、

一般の読者に「セキュリティはIPA」というのがかなり浸透したと考えております。

こういった一般的な警告を出しただけではなくて、ガンブラーに関していいますと、最

大の防御策は、常に自分のパソコンを最新の状態にしておく。特にブラウザとかリーダと

かレイヤとか、そういう普通に組み込まれているものに脆弱性がないように常に最新のバ

ージョンにしておく必要があります。ただ、一般のユーザでは、自分のパソコンに入って

いるものが最新かどうかをチェックするのはなかなか難しい。

そういうことで、これは中期計画にはない取組みでありますが、バージョンチェッカー

というツールを開発いたしまして公開しました。これを使うと、一般のユーザも簡単に自

分のパソコンに入っているソフトウェアが最新かが分かるということで、これを11月に公

開しましたところ、下にグラフがありますが、ものすごい勢いでアクセスがありまして、

１月には月間のアクセス数が400万件に達しました。これは一般紙や新聞記事でも、「ガン

ブラーの脅威の対策ツール」として紹介されました。

この400万件のアクセスにより、IPAとしては、ガンブラーの被害を防止するのにかなり
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の貢献をしたと思っております。

さらに重要インフラの関係でもフォーラムを開催したり、あるいは組込みシステム、自

動車とか携帯電話、こういった組込みシステムのセキュリティの取組みのガイドを発行し

たり、あるいは指紋や静脈等の生体認証機器の報告書を公開するということで、業界に先

んじた取組みも積極的に推進しており、中期計画をはるかに凌駕した対策をしたと考えて

おります。

次に３ページ、２番目の項目は中小企業対策です。これについては、３ページの右側に

小さく出ていますが、「５分でできる自社診断シート」を開発いたしまして、これは25の

非常に分かりやすい質問項目に回答することにより、自分の会社がどれぐらいのセキュリ

ティレベルにあるかというのが簡単に自己診断できるのですが、これを40万部、セミナー

等、色々な場で配って使っていただきました。

さらにこのシートだけではなくて、その下に画面がありますが、eラーニングのシステ

ムを開発し、提供しています。このeラーニングのシステムについては、実はIPAの職員も

年に一回セキュリティ教育を必ず実施するというポリシーがあるのですが、学習ツールと

して使いまして、私自身もやりましたが、非常にわかりやすく、よくできていました。こ

のようなツールの提供も中期計画にない取組みの一つであります。

さらに地域に対する人材育成に取り組んでいますが、単に人材を育成するだけでなく、

その育成した人材を活用して地域の啓発を行っています。これは、従来からIPAは全国で

年間60回を超えるセミナーを実施しており、全てIPAの職員が講師をしておりましたが、

右下にある日本地図を見ていただくと、紅色の部分については、育成したその地域の専門

家に講師をしていただくということで、IPAだけではなくて地域で育成した人材がさらに

普及、啓発に取り組むといった中期計画を超える取組みを行っております。

次に３番目は「情報セキュリティ分野の国際協力の推進」です。ここについては、当然

中期計画をつくったときには概念がなかった「クラウドセキュリティ」について国際的な

協力を推進しました。アメリカに対してはNISTとクラウドセキュリティなどの最新状況の

意見交換を昨年12月に行いましたし、ヨーロッパではENISAという新しいセキュリティの

中核機関ができましたが、そこがクラウドセキュリティのセミナーを３月にバルセロナで

開きましたが、IPAの職員に対する講演の要請があり、日本におけるクラウドセキュリテ

ィの取組みについて講演を行いました。

このように、国際的にもIPAのクラウドセキュリティは先進的な取組みとして評価され
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ております。

さらにアジアとの関係では、ERIAというプロジェクトがあります。左下の脚注12番とし

て出ていますが、東アジア・アセアン経済研究センター、要するにアジアのシンクタンク

を作ろうということで、日本が主導して行っています。この中の項目として、アジアの共

通の情報セキュリティベンチマークをを作るというプロジェクトがあるのですが、実はこ

のベンチマークはIPAがMETIと協力して開発したベンチマークをほぼそのまま踏襲するこ

ととなりました。そういう意味では、日本が主導してアジアのセキュリティ向上に大きく

貢献していると言えると思います。

さらにセキュリティ製品の評価、認証制度をアジアの各国に広げるということで、初め

ての試みですが、IPAが提唱いたしまして第１回の会議を東京で開催して、アジアにおけ

るCC制度の普及を主導しています。

こういったことは、全て中期計画に書かれていることを凌駕したと考えております。

５ページの４番目、「情報セキュリティ対策を支える技術的評価能力の向上」です。ま

ず暗号についてですが、2012年の電子政府推奨暗号の10年に一度の大改訂に向け既に公募

を行うなど、粛々とやっております。

中期計画を超える成果として、情報セキュリティに関する行動科学の研究を行いました。

一般ユーザの行動について一言でいうと、要するに頭ではわかっているけれども、実際に

セキュリティ対策はしない人がいる。どうすれば実際に対策を行うようになるのか、対策

を怠ると大きな被害を受けるというのを理解させるにはどうしたらよいか、そういう心理

学も含めた研究を行っています。

また「情報セキュリティ白書」については、「トピックス10」を追加するなどの改訂を

行いまして、オンライン書店の「白書・用語辞書・参考書」カテゴリーのランキング１位

に輝くなど、非常に高い評価を得ております。

６ページ、５番目の項目で「社会がよりセキュアな製品・システムを享受できる環境の

整備」、これは、要するに製品評価及び認証の制度ですが、平成21年度は、ドイツとスペ

インによって、初めてCCRAの定期審査を受けました。これはピアレビューで、各国相互に

行うものですが、ここでも日本の取組みは非常に高く評価されました。それは、中期計画

にはない取組みである評価機関と一体になった先進的な評価レビュー、評価が評価機関に

よってばらついてはいけないので、その評価機関と一緒になってレビューをする、あるい

は評価者に対する資格付与制度、これも日本独自の制度ですが、こういった取組みについ
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て非常に高く評価されたものです。

それから、これは３月に開催した意見交換会の際にもご説明しましたが、非常に大きい

新しい分野としてICチップの評価及び認証の準備体制を国内で立ち上げました。これにつ

いては、従来は欧州でスマートカードが非常に進んでおりました。現実に欧州の評価、認

証機関は、独自のノウハウをもっているので、日本の評価機関が評価の仕方、情報を入手

するのは難しかったのですが、欧州とIPAの間で話をつけまして、欧州のソサエティのメ

ンバになることに成功いたしました。欧州の会議に参加することができまして、そういっ

たノウハウの情報を共有することができたということで、これは中期計画には全く載って

いない取組みです。

このように、セキュリティに関しては、５項目全てについて中期計画をはるかに凌駕す

る成果を出したと考えております。

次に「ソフトウェアエンジニアリング」でございます。ソフトウェアエンジニアリング

については、中期計画の項目は３つあります。

７ページの第１項目ですが、「〈見える化〉を初めとするエンジニアリング手法によるI

Tシステムの信頼性確保」、これについては、従来ソフトウェアエンジニアリングセンター

が行ってきました成果が着実に実を結んでおります。具体的にいうと、自動車関連メーカ

のコンソーシアムであるJASPAR、あるいは１月に稼働いたしました東京証券取引所のarro

whead、これらの開発にSECの成果が導入されて効果を上げるなど、その活用が広がりつつ

あります。さらに平成21年度には、従来、中期計画ではソフトウェアエンジニアリングは

２つの分野、エンタープライズ系の情報システム、それと組込みシステムということでや

っておりましたが、その下の図にあるように、実は組込みシステムと情報システムが連携

して動くシステムというのがだんだん普通になってきた。典型的な例としては、例えば携

帯電話が情報システムとつながる、あるいはカーナビなどが連携する。

こういうシステムになると、組込み端末等、情報システムのオーナーがこれまでと違う。

一般の消費者がもっていますから、どのように利用されるか分からない。あるいはどんど

ん機能が進化していってしまう。そういうことで、信頼性を確保するためにどういう利用

状態なのか、どういう脅威があるかというのを分析するのが非常に難しくなってきます。

そういうことで、我々はこれを「統合システム」と呼んでおりますが、組込み系と情報

システムが一体となって動くシステムの検討体制を整えました。この中でより上流の段階

で信頼性を高めるための高信頼性手法、具体的にいうと、数学的な考えに基づいた形式手
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法、あるいはモデリング手法、こういった高信頼性の手法に取り組む。あるいはそういっ

たものを適用するためには人的な要因が非常に大きいので、技術者のコンピテンシーの指

針を作るということで、中期計画では具体的には想定していなかった新たな取組みを開始

いたしました。

こういった成果をベースにいたしまして、先ほど松山分科会長からお話があった第三者

検証、要するにそのシステムの信頼性を検証する取組みについて、これは平成21年度では

なく平成22年度から取り組んでまいります。ただ、平成22年度から取り組む第三者検証制

度のベースに、平成21年度のさまざまな成果が十分生きていくということになっておりま

す。

次に第２番目の項目は、「地域・中小企業のためのシステム構築手法の提供」でござい

ます。

ここについては、ビジネスモデルというかコンセプトの大幅な改定を行いました。具体

的にいうと、中期計画では成果の普及は、全てIPAがやることを想定しておりましたが、

平成21年度、組込みスキルマネジメント協会（SMA）が民間主体で設立されました。ETSS

の成果普及をSMAにシフトしていくことにより、IPAとしては、より開発等にリソースの重

点化を図ることができるということになります。これは中期計画で想定されたものを変更

して、より効率化を図ったものと考えております。

さらに中小企業向けの具体的なツールも提供いたしました。従来使っていたプロジェク

ト診断ツールというのは、大企業でないとなかなか使えないという欠点がございましたが、

それをより簡便な質問項目等で使える中小企業の診断ツールも開発しております。

ソフトウェアエンジニアリングの最後ですが、３番目の項目は「海外有力機関との国際

連携」です。従来通り、ドイツのフラウンホーファあるいはアメリカのカーネギーメロン

大学との共同研究を進めておりますが、平成21年度の国際的な連携で一番大きいのは国際

標準で、今まで取り組んできた成果がいよいよ国際標準として花開く形になっております。

特にここに出ておりますITプロジェクト性能ベンチマーキングの枠組みについては、IPA

の職員がエディタになっておりますが、SECの取組みそのものがほぼ国際規格のリファレ

ンスとして全面的に採用されているということで、国際的にも非常に高く評価されていま

す。

これ以外にも、ライフサイクル・プロセスあるいはプロセス改善についてもSECが主導

しています。
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さらにいうと、C言語版コーディング作法というのを作っておりますが、これのJIS化が

進んでおります。JIS化の後、これをISO化する動きが始まっており、国際連携に関して言

いますと、今までSECが開発してきた様々なものが国際基準に結びついていくというプロ

セスになっております。さらに今後、米国の政府機関であるNISTあるいは日系企業が多く

進出するアジア諸国との国際連携強化を図っていくつもりでございます。

このようにソフトウェア・エンジニアリング・センターにつきましても、３つの項目全

てについて中期計画を大きく凌駕した成果を上げたと考えております。

○田中IPA理事 それでは説明を代わりまして田中から、引き続きご説明をさせていた

だきます。

３つ目ですが、人材関係の実績についてのご報告です。11ページからお話しをさせてい

ただきます。

11ページの最初の課題は、「産業競争力を強化するための高度IT人材の育成」というこ

とです。高度IT人材の育成に関しては、我々IPAとしては大きく３つほど課題があると考

えております。

１つ目は、高度技術者の育成というのが現場任せになっていて、なかなか計画的に育た

ない。育っていても10年、15年かかってしまう。そこを何とかしなくてはいけないという

のが課題だと思っています。

２つ目は、ベースとなる大学卒業者の企業活動に必要な実践力が不足しているというこ

とで、スタートラインが諸外国に比べて低いというようなところ。

３つ目、これは結構深刻ですが、若手技術者がみずからのキャリアに対して不安を感じ

て目標を失いがちになっている。そのことが次世代を担う若年層にIT関連の仕事に対する

誤解を生んで、人気が非常に低落している。

そういうところが大きな課題だと思っています。

これらの課題に対する取組みをしているわけですが、11ページの最初のところでは、高

度人材をどうやって計画的に育成するか、個人に任せて10年、15年かかるのではなくて、

計画的にどうやって短く育成していくかということですが、IPAではスキル標準の普及と

情報処理技術者試験をあわせて共通キャリア・スキルフレームワークとして人材育成を推

進するということを行ってきました。

こうした育成の仕組みづくり、スキル定義といった活動は平成21年度でほぼ完成して、

具体的な活用推進を支援してきました。
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そういったことで、平成21年度の調査では、従業員が1,000人以上のITベンダーでは、

既に80％以上でスキル導入が進んでいる。特に富士通とかNECといった大手では、高度技

術者の社内認定制度や処遇制度が整いつつありまして、技術者の処遇が、従来の課長、部

長ということではなくて、ITのプロフェッショナルとして認められるような素地が出てき

ました。

それから、若手の技術者の昇進、昇格に情報処理技術者試験がきちっと位置づけられて

くる、紐付けられていくというようなことが進んできまして、その結果、情報処理技術者

試験の応募者数は過去４年の中で最大になるというような成果にあらわれてきていると考

えています。

12ページ、２つ目の大学卒業者の実践力の強化に関しては、平成22年度から５大学８講

座で実践的な教育を開始する準備を行ってまいりまして、４月から具体的に授業が始まっ

ています。その結果、大学、学生双方からかなり評価されていまして、我々が狙った成果

が出始めていると考えています。

３つ目の若手技術者のキャリアの自律に関する観点では、業界の一流技術者90名をモデ

ルとしてモデルキャリア図をつくりました。このモデルキャリア図は、業界関係者、教育

機関で大変評判をいただいていまして、今後有効に使っていきたいと思っています。それ

から、ITの仕事を学生に正しく伝える、理解してもらう素材としても期待をしています。

13ページですが、その他の活動として、日本全体のIT人材の動向把握、育成施策のPDCA

を回すツールとして「IT人材白書」を発行しました。内容を一新しまして、これからの人

材育成の方向性とかクラウドといったような今後の技術動向に対して人材育成をどうする

かというようなことのメッセージ発信をしています。

それから、国民全体のITリテラシーの向上を目的としてのITパスポートの積極的な展開

を行っているわけですが、平成21年度はITパスポートの試験普及協議会を立ち上げて一層

の普及促進を図るということを行っています。

ここまでを要約しますと、高度人材育成の取組みというのは、大手ベンダを中心に着実

に浸透して成果は上がっています。特に技術者としてきちっと処遇をするというのは、私

も民間にいたときの念願でしたが、そういった制度がつくられて定着し始めているという

のは、ITスキル標準の成果だと考えています。

それから産学連携の具体的な活動、モデルキャリア作りといった中期計画の外の活動に

関しても、具体的な成果が上がりつつあって、これについてもかなり評価をいただいてい
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ると私は認識しております。

14ページの「地域・中小企業のIT化を推進する人材育成」に関しては、大きく２つ観点

があります。

１つは、中小のユーザ企業、実際にものをつくったり流通をしたりという中小企業の小

さなユーザ企業に対してですが、中小ユーザ企業のIT化を促進するという活動です。平成

20年度に引き続きまして経産省のIT経営実践促進事業や中小企業IT経営力大賞といった事

業運営を通じて、中小企業のITベンダのスキル向上に寄与していくということを行ってま

いりました。

もう一つの観点は、中小のソフトハウスといったITベンダの技術者のスキル向上です。

これはなかなかうまくいかないところでして、IPAの推進してきたITスキル標準も中小企

業ではなかなか使いにくいという声が平成20年度までありました。そこで平成21年度の事

業として、中小企業の経営実態にあわせたスキル標準の導入バリエーションを追加してワ

ークショップを開いて、導入成功事例を作るというようなことを行ってきました。

こういったことの成功事例を公開することで、中小のITベンダにおいても、技術者が計

画的に育成されるように支援をしていきたいと考えています。

次の15ページですが、「ITのグローバリゼーションへの人材面での対応」です。

平成20年度にはベトナムにスキル標準を導入しました。通称「VRS」というスキル標準

ですが、平成21年度は、具体的にベトナムのユーザ企業で活用が開始されました。これに

よってベトナム企業のIT人材レベルの客観的評価ができるようになりまして、日本企業と

ベトナム企業がパートナーシップを結ぶ上で共通基盤ができたと考えています。

これらの成果を踏まえて、今後はフィリピンや他のアジア諸国へ横展開することで、日

本企業のコスト削減とか品質向上に寄与していきたいと思っています。具体的には、ベト

ナムに関しては、JISAの会員企業とのマッチングも企画しています。

それから、新試験制度に関しても、日本の１年遅れでアジアの統一試験を開始すること

になりました。さらに中期計画では計画していなかった試験対策の英語版のeラーニング

教材などを提供することで、アジア共通一次試験の応募者が飛躍的に伸びてまいりました。

飛んで17ページですが、これはソフトサービス分野におけるイノベーションを創出でき

る人材の発掘支援、いわゆる未踏事業です。平成21年度は事業運営方法を見直して、より

若い人材にターゲットを置いた活動ということでユース枠を拡大いたしました。

さらに、もっと若年層を対象としたセキュリティ&プログラミングキャンプとの連携な
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ど、縦の連携を推進することにしました。その結果、セキュリティ&プログラミングキャ

ンプの卒業生から、未踏ユースへ採択された若手が出てくるなどということで、全体の活

動の活性化につながっていると思っています。

今後は、教育機関とか研究機関、企業等の枠組みを超えた突出した人材の集団を作って、

その集団が核となって自律的に新たな事業を創出し、次世代人材を育成していく仕組み、

いわゆる「エコシステム」を作っていこうというふうに考えています。

18ページですが、「地域ソフトウェアセンターの出資業務」です。

これは直接の人材育成ではありませんが、研修事業を担うソフトウェアセンターに対す

る支援を行っております。

平成21年度ですが、地域センターの収益構造の改善を図って着実に繰越欠損金の解消を

指導助言してまいりました。平成21年度は、各社不況の中で減収の厳しい状況でしたが、

経常利益は確保できました。埼玉ソフトウェアセンターについては、埼玉県から整理の意

向が示され、現在整理に向けた取組みを進めています。

今後も地域の意向をきちっと把握し、整理の必要性がある場合には、適切に対応してい

きたいと考えています。

以上人材育成関係ですが、人材育成の成果を短期間にはかるのはなかなか難しいのです

が、スキル標準あるいは試験といったものが着実に浸透してきていますし、産学連携やモ

デルキャリアといった活動、あるいは海外の活動に関しても、中期計画を質的に大きく凌

駕しているというふうに考えています。

以上で人材関係の報告を終わります。

○仲田IPA理事 次、４番目の「開放的な技術・技術標準の普及及びソフトウェア利用

者の利便性向上のための環境整備」ということで、「オープンソフトウェアの利用促進」

であります。オープンソフトウェアに関連しては、中期計画を凌駕する成果がたくさん出

ております。

まず第１点目ですが、過去に欧州のOSSを推進するためのプロジェクトとしてQualipso

計画というのがありました。このQualipso計画が終了した後に、OSS推進のための国際組

織としてQualipsoネットワークというのが構築されています。これは欧州だけではなくて

中国、ブラジルも入っていますが、ここに今年の３月、IPAが審査を受けて加入すること

ができました。

このQualipsoネットワークの大きいターゲットとして、ユーザから見て安心してOSSを



- 20 -

使えるようにするために共通の基準、方法でOSSを評価するというプロジェクトがあり、

平成22年４月に早速この会議がありました。ここでユーザにとって安心してOSSを使える

環境整備のためにはOSS評価事業の運用のポリシーをまず作らないといけないということ

で、欧州からIPAで原案を作って欲しいということを依頼されました。これはIPAの方がノ

ウハウがあるということを評価されたということで、こういった国際的な取組みについて

もIPAは非常に重要な役割を果たしているということがいえると思います。

それから、セキュリティのところでも申し上げましたが、クラウドについてですが、実

は、クラウドの実現に当たってOSSというのは非常に重要な役割を果たしております。大

部分のクラウドの基盤はOSSで作られているということで、そのために必要な調査を実施

するなど、中期計画にはないクラウドへの取組みを進めました。

さらに19ページの右側、四角囲いの一番下に「Rubyの国際化標準、IPAフォントの拡大、

TRMの作成」というのが出ていますが、Rubyについては、日本で開発されたオープンソー

スでありますRuby言語の国際標準化を図ることを進めておりますが、これも大きな成果を

出しました。既にJISの原案はできておりますが、原案を確定する前に、それと並行してI

SO関係者との調整も進めました。平成22年４月にはIPAのニューヨーク事務所の会議室にI

SOの関係者を集めて、このJISの原案について既にコメントをもらっています。これによ

ってJIS化したものが速やかにISO化される目途が立っております。

さらにIPAフォントについても、新常用漢字の検討作業のために使われる等、その利用

が非常に進んでおります。

さらにTRM（Technology Reference Model）、これは政府、自治体が調達を行うときに、

できるだけ製品名などに依存しない調達を行うためのモデルですが、この作成をIPAが行

っており、これについても欧州と連携して作業を進めています。実は、欧州と同時に公表

する予定でしたが、欧州のほうが作業が遅れていまして日本が少し先行して発表しした形

になっています。こういった欧州との連携についても中期計画では想定されていないとい

うことで、オープンソフトウェアの分野については、中期計画では想定されていない、あ

るいは中期計画での想定を大きく凌駕した成果が非常に大きく出ているという状態になっ

ております。

○田中IPA理事 24ページ、「債務保証事業等」についてですが、一般債務保証は平成20

年３月末に既に新規引受を終了していますが、平成21年度には新技術債務保証の新規引受

も全て終了いたしまして、中期計画の期間を大幅に前倒しして２年間で全ての債務保証事
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業を終了いたしました。

債務保証業務を総括しますと、IPA創設時から約40年間で信用力や担保を有しないソフ

トウェア関連事業の借り入れを保証することで資金調達を支援してきました。平成21年度

末までで4,017件、1,240億円の保証を実行して、その中で22社が上場しました。制度開始

以来の支援先の破綻による代位弁済は49億ですが、これは収益の範囲内にとどまっており

まして、そういう面で信用基金には一切毀損がないということで、政府出資金、民間出資

分ともに全額国庫及び出資企業に返納することになりました。

続いて「業務運営の効率化に関する活動」についてのご報告をいたします。25ページで

す。

まず最初は事業運営のPDCAサイクルを確立していくという項目です。平成21度は、今申

し上げたように、中期計画を大幅に前倒しして新技術債務保証の新規引受を終了するとい

ったことを行いましたし、半期ごとに事業計画を見直すとか、あるいは中間仮決算をする

といったような独自の取組みを通じて、事業運営の効率化を実施してまいりました。

また、独法評価委員会あるいは各分野の審議委員会といった評価に加えて、我々独自の

取組みとして100者ヒアリングを実施しています。IPAに関連する一般の企業の方あるいは

有識者の方のヒアリングを通じて、事業ニーズの掘り起こしですとか業務運営の改善をす

ること、あるいは平成22年度計画に反映していくというようなことを行っておりまして、

IPAが社会から求められる役割を果たすために何をすればいいのかということで取り組ん

でいます。

各事業部門でもそれぞれ情報発信と、それに対する反応を謙虚にとらえて事業計画に反

映していくというPDCAサイクルの考え方が確立してきていると考えています。

26ページで、組織力強化の活動です。

職員の業務遂行力強化のために職員の研修体制を見直しまして、プロマネ研修、技術研

修などを新たに実施しました。

また、IPAとして重要な課題については、部門横断的なチーム編成をして対応するとい

った機動的な業務運営を行いました。

それから市場化テストの取組みとしては、北海道支部、東北支部、九州支部で実施して

いた情報処理技術者試験の民間競争入札を行いました。今後も中期計画中に全支部での競

争入札を目標に取り組んでいきます。

それから中期計画にない新たな取組みとしては、普及啓発事業に関する有料化基準を設
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けました。IPAの成果物に対し価値表示をする、有料化に取り組むということでコストの

一部ですが回収を始めています。

27ページ、これは情報発信に対する活動ですが、平成21年度は理事長直轄の広報会議と

いうものを設定しまして、効果的な広報活動がいかにあるべきかといった検討を通じて、

情報発信力の強化に努めました。その結果、メディア掲載数やウェブ参照数が、前年に比

べてかなり多くなるという成果がありました。

また、クラウドコンピューティング社会基盤に関する研究会の設置を通じて、報告書を

発信するなど、社会が欲している情報をタイムリーに発信していくといったような活動を

行ってまいりました。今後も付加価値の高い情報を効果的に社会に発信していく努力をし

てまいりたいと思っております。

28ページで、業務効率化に関する取組みです。情報処理技術者試験に関しては、技術分

野向けの成績通知とか案内書、願書の前倒し配布とか、あるいはCBT化に向けての準備と

いった利用者の利便性を図る活動に取組みました。

それから内部統制強化の観点では、入札契約の適正化を図るため、マニュアルの改定を

行って、各事業部門に徹底を図りました。

それからIPAの成果の普及活動に関しても、一部ですが、外部リソースの有効活用や民

間主体に移行しつつあるというものもあります。

人件費に関しては、中期計画で掲げた平成23年度までに基準年度比６％減という目標を

大きく上回る見込みで推移しています。

給与水準も、地域・学歴・年齢を加味した指標で100を下回るよう努力をしています。

こうした業務効率化の活動は、中期計画を大きく上回っていると考えていますが、今後

も継続して業務の効率化に取り組んでいく所存です。

最後に「調達の適正化」に関するご報告です。

平成20年度に随意契約の見直し計画を大幅に上回る削減を達成しておりましたが、平成

21年度もさらに徹底した見直しを行いまして、平成20年度をさらに上回る削減を達成する

ことができました。

また、国の基準に準じた規程やマニュアルの整備をして、管理体制の構築をきちっと行

うといったことで、入札・契約の適正化を厳格に進めてまいりました。その結果、競争性

のない契約は、金額ベースで９％を切るまでになっていまして、残っている随意契約とい

うのは、事務所の家賃といったようなどうしてもやむを得ないものが大半になってきまし
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た。今後も入札・契約の適正化を推進するために、その努力をしてまいります。

最後に、こうした業務運営の効率化に関しては、民間出身の理事長の強いリーダーシッ

プで行われておりまして、さまざまな分野で全ての指標が改善していくといったような大

きな成果を上げているというふうに考えております。

以上で報告を終わりたいと思います。

○松山分科会長 ありがとうございました。それではご意見、ご質問をお願いしたいと

思います。どうぞ。

○太田委員 最初に概括的な質問ですが、セキュリティとかSECのところで、中期計画

を全て上回っている、凌駕しているというご指摘がありましたが、逆に達成できなかった

点については如何でしょうか。

○仲田IPA理事 基本的には全部達成していると考えております。

○太田委員 そうですか。普通そういう観点もご説明いただけませんと

○仲田IPA理事 本日の説明をなぜこのようにしたかというと、全てを説明していると

時間がないものですから、基本的には中期計画は達成しており、その中で凌駕している部

分に絞って説明したとご理解下さい。

○太田委員 ただ、組織ですから反省点もあると思います。別にそこをほじくるつもり

はないのですが、前向きなところと、こういうところは平成22年度にはもうちょっと改善

したいとか、やはりそういう点が全くない組織というのは不思議なところであります。

○仲田IPA理事 平成22年度にという意味では、先ほど言ったように、例えば平成21年

度の成果を踏まえ第三者検証につなげていくといったことは、それぞれに書いてあります。

○太田委員 ですから、自己評価で上回ったことは理解を――全部理解したわけではな

いですけれども、そういうご説明でしたが、あえて平成21年度、もうちょっとこうすれば

さらに成果も出たのではないかとか、そういう自己点検、自己反省があって初めて次につ

ながると思いますけれども、そういうのがなければないでいいのですが、あえて概括的に

伺いたいということです。

○佐味IPA参事 ご質問の趣旨と少しかけ違うかもしれませんが、例えばSECの成果普及

のところで申しましたように、これまでというのは、例えば見える化をして、そのプロジ

ェクトを点検してというような、いわゆるソフトウェア開発の品質向上とか効率性の向上

というものについて成果普及まで全部、「ゆりかごから墓場まで」全部責任をもちますと

いう仕事の仕方をしていたし、中期計画もそういう前提で書かれていたわけです。
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ところが、人的なリソースも限られていますし、予算の面でも毎年減ってきますので、

説明の中ではサラッと申しましたが、普及段階のところについては、できるだけ民間での

ムーブメントを作っていく、それを応援して、いうならば手を離させていただくというよ

うな新しいモデルをつくったというのが一つです。

それから、大企業に対する普及のところですが、これは、我々は大企業からも研究員の

方にたくさん来ていただいて仕事をしておりますが、そこは皆さんそれぞれやってくださ

い、我々が手をかけていくのは地域と中小企業のところに絞っていきますというような形

で、ある意味中期計画よりも手抜きをさせていただくような部分というのは出てきており

ます。そうすることによってリソースを統合領域とか第三者検証に向けた仕組みづくりと

か、そういう新しいところに回していく余地を自分たちで作っていく。それは、ある意味、

中期計画をゆりかごから墓場まできっちりやりなさいということに比べれば多少合理化し

ております。

○仲田IPA理事 セキュリティのところも、先ほど説明したように、セミナーも従来は

全部IPAの職員が講師で行っていましたが、実はその講師が、脅威に対応する人、現場を

知っている人が講師になっているわけです。そうすると、やはりそちらのほうの負荷が高

まっていくので、できるだけやれる人を育成して頼みたいということで、そういう意味で

は、「手抜き」というとちょっと言いすぎですが、要するにリソースの配分をそのように

できるように考えてはいます。

○太田委員 リソースの再配分をして、中期計画では、先ほどおっしゃったように全部

達成できたとのことでしょうか。

○仲田IPA理事 全部やろうとしていたのですが、リソースの再配分によりメリハリを

つけたとご理解下さい。

○太田委員 ある意味ではやむにやまれずという部分はありましたということですね。

○仲田IPA理事 やむにやまれないのですが、人材育成と絡ませることによって、そこ

をうまく回していくように工夫したということです。そこが手抜きではないかといわれる

と、それはそういう面もあるかもしれませんが。

○阿草委員 今の議論に近いかもしれませんが、中期目標を超えたという説明が、ほと

んど抽象的なものを具体に直したらこれだといっているような感じもいたします。安全に

します、それではガンブラーが出てきたから対処しましたと。ガンブラーがなくてもどの

ように説明するかが必要となりますね。
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○仲田IPA理事 ガンブラーに対応したという部分ではなくて、ツールを提供したとい

うところが中期計画を凌駕したということと考えております。

○阿草委員 そうだとすると、「プロアクティブという観点からはこういうことをやり

ました。ちょうどガンブラーが出てきたけれども、うまいこと対応できました」と。それ

はプロアクティブにやった効果であるという書き方をしてもらいたい。その手のことが、

例えばクラウドでも、中期計画のときにはクラウドは考えていなかったけれども、出てき

たからやったというのは、これは中期計画を超えたのか。中期計画に適正に対応したので

あって、それを超えたと判断するのが、非常に難しいご説明が多かったなと感じました。

○仲田IPA理事 中期計画を超えたという概念ですが、我々はあくまでも中期計画に沿

って事業を行っておりますので、中期計画に書かれていないことをやれば、一応超えたと

いうふうに書いております。

○阿草委員 そうではなくて、中期計画は具体ではなくて大きな目標なので、そこの中

の具体例を示されたときに、超えたかどうかの判断は難しいですね。中期計画に書かれて

いない新たなもの、中期計画に書かれたことととは異なる観点から新たな項目を起こしま

したぐらいじゃないと、中期計画を超えたとはいいにくいとの感覚をもっています。

だから、中期計画を掲げた以上、こういう個々の問題が出てきたときは、しっかりやり

ましたという意味ではよくやったと言えますが、中期計画を超えたかといわれると、疑問

です。採点の仕方がちょっとでも下回るとCで、ちょっとでも上回るとAだとすれば、Bな

んてあり得ないですよね。超えたか超えないかだけだから、全部が少しずつ超えていれば、

本当はAをつけてもいいのなら簡単ですが

○松山分科会長 評価の判断については、今に始まった話ではないですね

○仲田IPA理事 従来の分科会の説明の際には、必ずしもそこが明確になっていなかっ

たところもあるものですから、今年については、できる限りわかりやすいようにというこ

とで説明をさせていただきました。実施部局としては、これは超えていると思っていると

いうふうに整理させて頂きました。

○阿草委員 わかりました。当然下回るようなことはやっていないことは皆さん理解し

ております。

○仲田IPA理事 下回ることはなくて、要するに上回るというのはなかなか説明が難し

くて、要するに10といったのを20やったのかとか、数量的なところが非常に難しいところ

もありますので、阿草先生のおっしゃるように、具体化したところをどのように評価する
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かですが、それは新たな脅威などに対応してやったところを「超えた」というふうに評価

していただきたいと思って説明をさせていただいています。

○阿草委員 多分太田委員のおっしゃっていることと同じことかもしれませんが、着々

としっかりやっていますねと皆さんが評価すると、そのしっかりやるために、どこに目を

つぶって新しいことに対応したとか言わないと、いつも中期目標は必ず超えるような目標

にしていると思われます。目標自身を低めにしておいて超えたというのはおかしいわけで、

今のご説明にあったように、ここの部分についてはこういうことに回すことによってミニ

マムはやりました。だけれども、これをミニマムに抑えることによってこちらをAに上げ

ましたと言わないと、全てがAなら中期計画が低いともいえます。

○徳田委員 今の点をもう少しかみ砕いて、１のセキュリティのところで、先ほどガン

ブラーの説明をされて、MyJVNバージョンチェッカ等をつくって非常にうまくいったとい

うお話があって、僕の質問は、数年前からこういうふうにプロアクティブな、総合的な対

策をされていて、ある種のプロセスのモデルに則って色々な注意喚起とか呼びかけをやっ

ているのですが、そのプロセス自体、IPAが得意とするもの自体が効率よくなったので、

従来よりも例えば２倍呼びかけが発信できるようになったとか、従来よりも自動的に検知

ができて、担当の方が見に行かなくても、もう少しプロアクティブな、総合的な対策の回

し方がこれだけ変わったとか、そういうのは具体的にあるのでしょうか。

今までよりこういうふうに変えたので、一個ツールを使うということが今日のご説明で

ありましたが、今までやっているやり方自体は正しいという仮説のもとにやっているのか、

もう少し効率よくシステマティックに分析とか注意喚起とか発信ができるようなモデルを

作られているのか、そこら辺が知りたいのですが。

○矢島IPAセキュリティセンター長 こういう情報収集・発信といった活動は従来から

も行っているわけですが、今回特に意識したのは、ガンブラーの注意喚起に関しては、IP

Aとしては既に昨年７月に一回実施していますけれども、昨年の年末にJR東日本などでガ

ンブラーによる被害が出たことを契機に何度も何度も行いました。全部で５回ぐらいは注

意喚起をして、そのたびに取材の申込みが多数来られた、今までNHKなどテレビ、新聞と

いうところはIPAからのネタ出しというのは少なくて、ウェブ関係の記事ではそれなりに

ありましたが、国民に対するメッセージ性というところを意識して、何かあったときにす

ぐに出せるような形にしたということがあります。

また、ツールの紹介なども、今までも作っているものはありますが、そういうインシデン
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トに対する注意喚起とあわせて行うということは余り実施していなかったわけです。それ

ぞれ公開していますが、それを組み合わせてこういうふうに対策を打ちましょうというこ

とを行ったことによって、今までは50万件ぐらいで推移していたアクセス数が、紹介され

たことによって一気に400万件ににまで達しました。その後、どういう効果がさらにあっ

たかというと、IPAに関してセキュリティを聞こうという意識が高まったので、例えばiTU

NESの不正アクセスみたいなのものがあると、また一般紙、テレビなどがIPAに聞いてくる

ようになったわけです。それによってまたさらに相乗効果でどんどんセキュリティに対す

る注意喚起なり照会というのが、よりできるようになったというふうに我々は評価してい

ます。

○徳田委員 別に突っつくわけではないのですが、もちろんホームページを整備されて

色々やられていますが、もうちょっと新しいソーシャルメディアを使うなり、セキュリテ

ィに対してIPAがプロアクティブにやっている新しい中期目標にはないようなモデルとい

うのは、今のだと情報発信がたまたまラッキーで、ツールと一般メディアにボーンと同時

に出たので400万件になりました。もう少し新しいやり方、企業なり一般の国民がもう少

し分かりやすくいくというのは、色々試行錯誤は説明可能でしょうか。

○矢島IPAセキュリティセンター長 その点に関しては、例えばバージョンチェッカと

いうのは、これまでの対応は情報提供をするとか、今まであるデータベースを紹介すると

いうやり方をしていたのですが、このツールは脆弱性のチェックを自動化するというツー

ルなわけです。一般国民の人が一つ一つ自分のバージョンが最新になっているかどうかと

いうのはなかなか分からない。マイクロソフトも実施していますが、あれはWindowsに限

られてくるわけだし、セキュリティのアンチウィルスベンダーの出しているソフトに関し

ても全部行っているわけではない。

我々は、特に問題性の多い、例えばAdobeとかについて自動化というところを考慮して

開発をしました。そこは今後とも功を奏していくのではないかと考えております。

○徳田委員 わかりました。

○櫛木委員 今までと比べますと、中期計画に対してどの点が超えたかということに関

しては、今回随分例示していただいたと思います。しかし、ずっと論調を聞いております

と、みんな超えたばかりだと、ちょっと疑いの目がだんだん出てきます。評価委員の仕事

がなくなりますから、あるいは細かくみないと評価ができなくなるので、もう一歩いえば、

やはりもっと定量化が欲しいですね。例えば何件アクセスの予定が、その５倍いったとか、
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あるいはこういう事件に対して考えていたけれども、その事件の質の変わったものが出て

きて、それは対処できましたというような具体的な定量化で比較できるようにしてほしい

と思います。

各企業でも、どこでもそうですが、研究テーマの定量化というのは、これはいつも、そ

の性能目標に対しては、論文においても企業の研究においても定量化というのはキー中の

キーなので、IPAの仕事のようなものであったとしても、定量化すること自身が、やはりI

PAさんの仕事の重要な考察ポイントであると思いますね。日ごろから定量化した中で議論

しておいていただくと、こういうところでの説明もピチッと定量で説明できるようになる

と思います。それが大事だと思います。そこが、まだちょっと抽象的だと思います。

○仲田IPA理事 可能な限り定量的な数値は入れているのですが、説明時間が短いもの

ですから、説明を省略させていただきました。ただ、何件だといっても、それがどうだと

いうところの説明が、やはりかなり難しいと思います。

○櫛木委員 いつもBefore Afterで、Beforeの数字はこうで、Afterはこうだというの

があると非常に分かりやすい。これが１点目です。

２点目は、先ほどからご説明が出ていますが、そんなにできたというのだったら、一体

そのエネルギーはどこから出てきたのかという意味において、どこを削りましたというの

がやはり必要だと思います。それも、ここを削ってこうなりましたということがあればも

っと分かりやすいと思います。

○仲田IPA理事 分かりました。

○櫛木委員 評価をするときに、それを洞察しないといけないというのが、評価委員と

してもそこまで読み切るのはなかなか難しいですから、ぜひそういう指摘をしていただき

たいと思います。

それと、セキュリティもそうですし人材育成もそうですが、中期計画で考えている考察

するポイントといいますか、フレームワークの中におさまっている案件は、いかに新しい

のが出てきても中期計画以内ではないかというのがあると思いますが、その解決のアイデ

ィアそのものを全く新しくしたという部分については、そこは特記してもっと言っていた

だくといいと思います。ちょっと埋没していて、今まで考えたとおりの枠組みで件数が増

えただけなのか、全く新しい解決策があったからできたことなのかがよく分からない。

標準化もそうですが、標準化するつもりだったから当然といえばそうですが、この標準

化は今までとは違うアイディアがあったからできたんだ、それがこの国に生まれましたと
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いうような説明の仕方もぜひお願いをしたいと思います。よりシュアになってくると思い

ます。

○阿草委員 多分近いかもしれませんが、例えばガンブラーでこのツールを配りました。

そうすると、配らなかったとしたら予測はこれぐらい出るのが、その後から急に落ちまし

たというと、その効果があったというのが分かります。見込みなので、配らなかったらど

うなるかというのは分からないのですが、普通の伸び方はこうだったのに、IPAが配った

から抑え込むことができましたというと評価しやすいですよね。

それと同じようなので、７ページに、システム開発に適用されましたとありますが、適

用されたからどうなったかは、本当に判断できたのでしょうか。使ってもらったら済みで

はなくて、その効果を議論しないといけない。それから広報のところで何万件増えました

というのは、事故が起これば起こるほどアクセスが増える組織だとすれば、この事故で何

百万件増えたか知らないけれども、400万件も意味がない可能性もありますよね。広報で

目指したのは、どういうところのアクセスに対してどういうことの広報をしたい。それに

対してはちゃんといきましたということじゃないと、全体数だけでは評価は難しい。ウェ

ブの件数がこれだけ増えました、アクセスが増えましたといっても、400万件ここでかせ

がれたら、事故さえ起これば増えるのなら、広報的には得にもなるわけですよね。

そうすると、広報でそもそも目指したのはどういうもので、こういう人たちがアクセス

されるとすると、今回はこれぐらい増えるはずだと。それをこういうふうに増えたという

ことをいっていただかないと、やはり一つずつの数字を全部読み解かないといけないのも

辛いかなという気がしています。

○仲田IPA理事 定量的な説明として、全部は答えられないのですが、例えばソフトウ

ェアエンジニアリングで、８ページの上から２番目にグラフが出ていますが、これはJASP

ARでETSSを入れる前、入れた後でどれぐらいスキルの底上げに役に立ったかということで、

明らかに入れたことによって各技術者の底上げに寄与した。それによってJASPARからも感

謝されているということでございます。

○松田IPA参与 先ほどのリソースの重点化の話についてですが、SECについて少し補足

しますと、前回の分科会でも色々ご指摘いただいて、新しい動きに対してもっと即応する

べきというお話をいただいたと思っておりまして、そういう意味で、今日は全部ご説明し

ていませんが、例えば統合系の話、第三者検証の話、あるいはアジャイルをどのように扱

うかとか、幾つかの項目を新しく取り上げようとしております。当然ながらリソースは限
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られて、むしろ減っているわけなので、重点化をするということは、ご指摘のとおりやっ

てまいりました。

それでは、具体的に何を減らしたかというと、１つは、先ほど説明があったように成果

普及を我々自身が直営でやるのではなくて、できるだけ民間へ移していこうという努力を

して、１つぐらいそういうものができつつあるということで、リソースを新しい方に振り

分ける。

２つ目は、余り具体的にご説明しなかったのですが、従来は成果をツールにする、プロ

グラムにして提供しようということも頭にありました。その部分は、民間により世の中に

だんだんできてくるのであれば、そういうツール化というのはやめて、そこに予定してい

たリソースを新しい検討に移そうと、そういうふうなこともやりましたので、細かいレベ

ルでいいますと、当初の計画に比べて減っている部分は明らかにあります。ただ、今日は

そこまで個別具体的なご説明はしていないので、やりましたということばかりが出ている

かと思いますが、SECについていいますと、明らかに第２期に入ってから、そういうシフ

トを今一生懸命実施している途中ですので、補足させていただきます。

○太田委員 今の議論はすごく大事だと思います。それでは、結局SECは将来何をやる

のかと。どんどんタマネギの皮をむいていったら何もなくなる、それでは民間でいいので

はないかという議論の出発点かもしれません。これはすごく大事なことですね。

振り分けした結果、民間に任せましたと、その結果の自己評価、それもぜひ挙げていた

だきたい。仕分けしたと、いわゆるゆりかごから墓場までやるつもりだったのが、なかな

かリソースが限られているので、こういう役割分担をしましたということで、それでは役

割分担した、外に出して見てどうだったのか、仕分けばかりではなくて、やはり公的な独

法がやるべきだと、もう一回引き戻す議論もあるかもしれない。それはやはり検証すべき

だと思います。これは来年の話にもなってくると思いますね。

○松田IPA参与 １期から２期にやるべきことを変えたと考えています。ソフトウェア

開発力強化というのを１期で取り組んでいた。ですから、そこで生まれた成果というのは

民間を使ってできるだけ普及のフェーズにしようと。第２期は、いわゆる安全・安心とい

う信頼性の問題を重点的に取り込もうと。だから、我々はこれからこの点を一生懸命やろ

うということになっていまして、おっしゃるように効果がどうであったかは、これから評

価をしたいと思います。

○太田委員 分かりました。
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もう一つは、今までの皆さんのお話も含めて、ファクトとしてご説明は分かるわけです

よ。結局いつも思うのは、時代性とか戦略性とか、の説明がない。どういう文脈でこのフ

ァクトがあるのかということがないと分からない。国民のために資する独法と言われてい

るものの文脈性とか時代性とか戦略性の解説記事がないんです。ファクトは一つ一つご説

明がありましたが、そこをもうちょっと説明していただかないと、評価しづらいです。

○櫛木委員 それに関連してですが、私もこの前から、何を新しくしたのかというのを

常に明確にしてほしいとお願いをしてきていますが、この評価に対しても、もう一歩踏み

込んで、例えばグリーンイノベーション、ヘルスケアイノベーションといっていますけれ

ども、７ページの統合システムというもの、そういうシステムのためにはこれから絶対必

要なものですよね。それから情報セキュリティも、エネルギーセキュリティを考えたら、

絶対にこれがないといけないということですし、人材育成も、私も色々やっている中で、

環境の勉強のためのeラーニングなどはすぐやってほしいと。これはITとも直結していま

すからね。だから、ITリテラシーもあるしエコリテラシーもありますから、そういう将来

につながる部分を、ここはこれだけ重要だというのを、キラッと光る何かをこの中にも盛

り込むべきではないかと思います。

つまり過去の評価はこれだけだからというだけで言っていたのでは、次へのつながりの

重要性が、やはり見えてこない。その重要性をきちっと、去年の評価をやるときに、ここ

は次につながりますということを、あわせて言ってほしいと思います。これは太田委員の

おっしゃっているのと同じことだと思いますけれども、そこがやはりもうちょっと欲しい

なと思います。

○松山分科会長 ありがとうございます。

今のようなポイントの整理をもうちょっとしていただくと、非常に明確に中期計画以上

の成果が見えます。阿草先生もおっしゃいましたが、IPAさんが頑張っておられるという

のは、ずっとよく分かっています。だけれども、何のために頑張っているのかというとこ

ろの話がもう一つ見えてこない。先ほど上の親委員会とか国民の人からといったときに、

IPAさんも一生懸命頑張っておられる、それはプロにしかわからない、プロとして一生懸

命努力するだけではなくて、やはりそれが社会に対して何の意味があるのかとか、それは

国民生活にこういう意義がありますよという形でメッセージを明確にして、そこに向けて

こういうふうなことを新たに積み上げましたと。もちろん先ほどの話で、中期計画を立て

たときは、社会でも今のような話もなかったかもしれない。だけれども、そういう中で、
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今新たな話で来ていると、先ほど櫛木委員もおっしゃったように、例えばスマートグリッ

ドとかという話が出てきている。そうすると、まさしくドンピシャ、社会基盤ですよね。

そういうものに対して、社会基盤の安全・安心をやるんだと掲げているIPAからメッセ

ージが何も出てこないのですね。そう思います。例えばセキュリティの問題にしたって、

これはご存じだと思いますが、スマートメーターみたいな話があったとき、あれはばりば

りのプライバシーでセキュリティですよね。もっと危ないのは、今ガンブラーで何とかな

るといっても、まあ悪いですけれども、たかがパソコンのデータが壊れるだけじゃないか

という話ですね。何かというと、命に直接危害は加えないですね。ところが、スマートグ

リッドを悪用すると、はっきりいって家を燃やせますからね。そうすると、従来のものと

は全然違うセキュリティ・プライバシーポリシーのもとできちっとした製品ができない限

り、こういうものを社会に入れていくのはやはりいけない。そのためにはこういうふうな

技術が役立つように、IPAがそこは担っていきますよ、とかね。そういうのが「セキュリ

ティセンターが社会に対して」と、私もずっといわせていただいているのはそういうこと

で、不可避的に社会の基盤を、そうやって情報的なシステムでやっていく。そうするとき

に、全然違う側面が求められてくるということがあって、一生懸命やられているのはわか

るけれども、やはりそういうメッセージ性の問題ですね。

変な話ですが、例えばガンブラーのときはいっぱい来たけれども、多分プリウスのとき

には来なかったですね。組込みをやられていましたよね。取材が来ましたか。プリウスの

リコール問題のときです。

アメリカの議会などに対して、IPAから組み込まれたソフトウェアに関してはこうです

よという形が、もし言えたとすると、それは日本の国益上どうなのかという話があります

よね。それはやはりアメリカでそれだけトヨタさん一社が守らなければならないというこ

とが本当にいいのか、国が日本輸出立国というようなことをやるのであれば、それに対し

て、色々なクレームに対して国としてきちっとできる限りのエバリュエーション、検査を

している、あるいはDNA鑑定ではないけれども、それは国のきちっとした正統なる組織が、

そのプログラムの正当性あるいは危険性というのをエバリュエーションしてやっている、

これはプルーブですよということが言える国にすべきですよね。

○仲田IPA理事 質問をさせていただいていいでしょうか。

○松山分科会長 どうぞ。

○仲田IPA理事 これは、独立行政法人の事業評価の分科会ですが、そこでそういうも
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のが必要とされるということですか。

○松山分科会長 だから、SECの松田さんがおっしゃったように、第２期では社会基盤

システムの方に転換しましょうと。それは目標の方に掲げて、それに対してメッセージ性

をもったということで、だからこのステップを平成21年度にやったというふうな形で意識、

プランニングしていただくというところの問題意識ではないでしょうか。

○櫛木委員 今の質問に対してですが、どのようなテーマでもそうですが、これはここ

でもう終わりました。終わりましたからここで評価してくださいというのと、幾つかある

ステップの中の第１、第２ステップですから次にこのようにつながっていますと。次にこ

のようにつながっていますという重要性は絶対評価しないといけないと思います。

だから、それは過去にやったことだからそれで終わったのであれば終わったで、評価し

ますけれども、今聞いていると、これは全部終わったという評価にしか聞こえないんです。

それをみんなやかましく評価委員が言っているわけで、未来につながる重要性はここだと

いうことも重要な評価の一つだと思います。それがない評価なんてないですからね。

○阿草委員 例えばRubyの標準化の議論でも、普通、標準化したがるかどうかというこ

とがありますよね。技術の進歩が速いときに標準化すると進歩を止めますからね。という

ことは、Rubyの国際標準化をするということは、次の目標の中に標準化の意味があるので、

「Rubyの標準化」だけで、普通の人はその意義が分からないですよ。僕らの感覚からいう

と、技術の発展が止まってしまうので、標準化というのはなるべくやめたいのです。標準

化をやることによって何があって、その未来像の中で今が、櫛木さんがいわれるステップ

の中にきれいに位置づけられている、重要なことはきちんとやっていますよという、この

ラインがみえないのはちょっと不満が起こりますね。

○太田委員 先ほど申し上げた脈絡というのは文脈ですよね。

○松山分科会長 私もそうだけれども、皆さんがおっしゃっているのは、計画を超えた

というトーンがベースにあるから、その超えた部分に関しては、今のコンテキストに対し

て、この超えた分は、それには意味があるんだよというふうな感じのことをもう少し言っ

ていただいた方が、確かに超えているよね、それは将来ビジョンに照らして正しい方向で

あるとの整理になりますよね。

○櫛木委員 我々、事業的な評価をするときにもそうですが、あるいはIPOで出資する

ときの評価などもそうですが、将来性がどうなのかというのが自分で見えているのかとい

うこと自身が最も重要な評価になりますね。だから、今日の話を聞いていたら、将来性の
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見えていないことを今だけで評価してくれという話になっているから、これは評価といっ

てもものすごい次元の低い評価になってしまうと思います。

だから、将来性に対する重要性の評価の方が、本当はものすごく重要ですね。冒頭から

出てきているのは、全部その話ですね。

○佐味IPA参事 まず中期計画との関係がどうかというのは、評価の基本中の基本なの

で、今日はその点を強調してご説明しました。それから、目標どおりにやっていることと

か手抜きしたところについてはきちんと整理して、後でお示ししますが、そこの説明も今

日は割愛しましたということであります。

それから、もちろんセキュリティにしても信頼性の話にしても、全て日本の産業がシー

ムレスにアジアでもヨーロッパでもアメリカでも活躍できるための基盤整備ということに

つながっていくというのは、多分皆さん漠然とはお分かりになって、そこを分かるように

しておかないと説明としてみえないということだと思いますが、その見える化も次回まで

に整理をしたいと思います。

ただ、一個一個各論をつぶすことも大事なので、まず、先ほど阿草委員がいわれたポイ

ントについては、田代センター長から一言お願いします。標準化はおよそ意味がないとい

うようなご意見でしょうか。

○阿草委員 いや標準化はこういう意味ではすごくいい面もあるし、だから、今なぜこ

のタイミングでRubyは標準化しないといけないのかが、戦略上載っているはずですよねと

いうことを言っているわけで、それは、僕はそれなりに標準化の意図は理解しております

が

○田代IPAオープンソフトウェア・センター長 まずRubyというのは言語でございまし

て、その言語のプログラムの書き方をどのようにするかということを標準化しているわけ

ですが、もちろん標準化するということは、ある部分、言語の柔軟性というか発展性を止

めてしまう部分もあります。ところがRubyの場合、そのカーネル、コアとして、どういう

言語の定義があるかということをまず固めておくと、Rubyそのものの表現力というのは、

Rubyが自分で自分を変えることができるわけで、柔軟性というのは、完全に止まってしま

うということにはなりにくいという非常におもしろい性質をもっています。

そういうもので、Rubyとはこういうものだということをまず固めるということは、Ruby

全体のこれからの発展に悪い影響あるいは発展の余地を全くなくしてしまうということは

ないと考えております。
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これがまず一つですが、次にRubyの標準化を何故やるのかということですが、今世の中

で「ウェブサービス」という形で色々広まっているものにRubyが使われている例というの

が非常に多くなっています。例えばTwitterなどは、システムはRubyで作られております。

それからアメリカの例ですが、アメリカ連邦政府が調達においてクラウドがどういう意味

があるかというようなことを検討する勉強会というのがあったのですが、その中で、たま

たま取り上げられたアメリカで急成長しているクラウドサービスの会社があるのですが、

それは実はユーザに対して、ここで言うユーザというのはウェブサービスを作って、それ

を提供する人という意味で、エンドユーザではありませんが、そういうユーザに提供する

アプリケーションのプラットホームはRubyで作っています。

これは、Rubyで作ることによってウェブサービスを非常に効率的に記述できるというこ

とがありまして、これからそういう形での情報サービスが増えていくときにも、Rubyは非

常に重要になるだろうということがあります。

もう一つは、Rubyというのは、コアの技術が日本にある。これは、もちろん世界のコミ

ュニティで色々やっておりますが、その本当の細かい色々なノウハウといったところは日

本にございまして、これはRubyが広がっていくということにおいて、例えばどこかの、ア

メリカのクラウドの会社が何か非常にいいものを作ろうと思ったときに、そこの裏に日本

のコンサルが入っているとか、そういうことが期待できるわけです。そのため、日本の会

社は余り表には出てこないかもしれませんが、そういう形で日本の技術が世界に広まって

いくということになります。

○阿草委員 ソフト屋さんからみると、やはりRORがすごくて、ああいうフレームワー

クが出てきて評判が上がったと思っています。とにかくPerlでもはやったのは、ウェブが

でてきたときのタイミングとあったからで、ウェブが複雑化されたときに、RORが日の目

を見た。しかしRORは日本発ではない。向こうから出てきたフレームワークなので、その

言語は日本発でも、その次のレベルのフレームワークがなければ、本当に勝てるかという

と、必ずしもそうとは言えないと思いますが、もちろん日本発のものは一生懸命応援すべ

きだと思うし、いい言語でうちの学生もいっぱい使っていているのですが、今戦略的にも

つ意味がどこにあるかというのは、必ずしもはっきりしないと思います。

例えばRubyでつくってしまえば、その信頼性評価技術ももっているなどトータルの中に

Rubyが位置づけられるのなら、そこは標準化しておかないといけないというのは、よく分

かります。



- 36 -

○仲田IPA理事 Rubyの標準化をする理由の一つに、今のままでは政府調達ができない

ということがあります。

○阿草委員 例えばそういう話で、日本としてはこういう意味を追いかけていく中に標

準化もしないといけないと、そういう説明が必要と思います。

○仲田IPA理事 Rubyとは何かが定義されていないので調達仕様書に書けないわけです。

○阿草委員 そうすると、ほかのときには言語は指定されるんでしょうか。

○仲田IPA理事 だから、ISO、JISの何番というふうに書けるようになるというのは、

それだけで調達仕様書が書けることとなる。

○阿草委員 そういう全体の流れの中に位置づけられないと、一個だけ出てくると、何

か不思議な感じがするんですね。

○佐味IPA参事 各論をもう一ついいですか。プリウスの話について。

○立石SEC副所長 先ほどのプリウスの話ですが、SECとして何もしなかったのかという

問い合わせも多々ありました。実際には極めて緊急ということで、自動車学会と共催でソ

フトウェアの品質問題を考えるという緊急セミナーを行いました。数日間の募集でしたが、

約200名を超える方々にお集まりいただきまして、直後だったということもあって、製品

名を挙げて論じるというタイトル設定はできなかったのですが、有識者の方々、専門家の

方々にお集まりいただいて、やはり利用者のコンテキストにあわせた品質を出すというと

ころが、これからの国民生活の中で使われる、くまなく浸透するシステムにとって非常に

求められる特性だということを強調されました。

それから統合システムのところの絵にも描かせていただきましたが、我々、形式手法モ

デリングも含めて３本ほど、平成21年度に調査を行いまして、海外の事例なども含めます

と、やはり上流のところで、開発者が当初想定できるユーザの利用形態というのは限界が

あるので、実際に統合システムのように不特定多数の方がステークホルダーに急に入って

くるという世界になると、ユーザとの関係でこのシステムが信頼できるものなのかという

検証の部分の比重は極めて大きくなります。

したがって、我々はこういう材料をもとに、これから制度を検討していきますが、やは

り第三者検証というような仕組みの中で、そのメーカーがどこまで一生懸命その部分を検

証したかということを突きとめるというふうに、信頼性の軸を少し国民寄りに重点を移し

ていくという一つのきっかけになったということだけは、補足させていただきます。

○太田委員 ひとりIPAを責めるわけにはいかないわけですね。メカトロニクス、プラ
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スソフトウェア、組込みソフトで成り立つプリウスですから産総研などをうまく利用して、

国益のために分析するべきですよ。米国の運輸大臣が来てワァーワァーやっているわけで

すから、ある意味では賢くやるべきだと思いますが、別にIPAひとりがプリウス問題の責

を負うものではないと思いますね。

それと、個別の問題ですが、IT人材の育成で、問題意識は非常に古くて新しい問題意識

を３つおっしゃっていて、２つ目の大卒の人の実践力が不足している問題です。それに対

して、学校に実践的な講座を開講しているとかありますが、これは徳田先生から反論とか、

色々異論があるかもしれませんが、大卒の実践力不足について、平成21年度はこの講座を

やったことでどうですか、その成果を伺いたい。

○田中IPA理事 平成21年度は初年度で、今までは大学院で産学連携の教育を行ってき

たのですが、学部の中に産業界のものをもち込んで、学部生に教育したらどういうことが

起きるかということを、フィジビリティ・スタディしたかったわけです。我々としての思

いは、卒業生の声を聞くと、プログラミングに関しても、一人一人はやっているけれども

チームで何かシステムを作るなどの経験がないので、それを大学のときにやりたかったと

いうようなことが、白書の調査などでも出てきます。

それで、今回は、グループで、チームで何かを成し遂げる、プログラムを、一つのシス

テムを役割分担してつくり上げるにはどうしたらいいかとか、そういったプロジェクトを

産業界の教材を使って実施してみたわけです。そうしたら、学生は、やはりこういうこと

をやりたかったと。グループワークの力がついたと自分たちで思うというようなことをア

ンケートに書いてきてくれまして、アンケートの結果は、ほとんどの項目で９割ぐらいが

「満足」というような答えが出てきましたし、先生方も、これは大事なことなのでという

ことで、今年はIPAが支援して行いますが、来年度からは大学で先生が自主的にそれを実

施するということで、今準備をしています。

このような事例をまず増やしていって、それで、こういうことを行ってくれる大学を、

ということで来年度からまた増やしていくということにつなげたいと思っています。ちょ

っと地道ですが、一つずつやっていかないと。

○徳田委員 一つだけ、個別で恐縮ですが、21ページに「新ライセンスで無償公開した

IPAフォントの利用拡大」というのがありまして、今、経済産業省、総務省、文化庁に始

まって、電子出版の議論が盛んにやられていますが、出版界がもっているたくさんの日本

文化を継承するためには、JISの第１、第２ではなくて、もう少し幅広い形のフォントが
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ないとまずいんですよね。

それで、IPAにここの資産があるので、これをもう少し旧字体とか、出版界の方たちは

正字をいわれるのですが、そこら辺、そこの議論でいつも出るのですが、だれもやらない、

業界も脆弱だから、そんなお金はかけられない。そうすると、いつまでたってもフルセッ

トの表示が電子的にできないというジレンマがありまして、そこら辺、拡大を考えられて

いるIPAとしては、長期的にはどのように考えているのでしょうか、出版界はうちの関係

ではないから電子出版は関係ないとしてバサッと切るか、そこら辺はいかがでしょうか。

○田代IPAオープンソフトウェア・センター長 使える文字の種類の拡大については、

種類というのはフォントですけれども、まさに間もなく経済産業省から大きなプロジェク

トが出る予定です。このプロジェクトが目指しているのは、地方自治体などを含めた人名

漢字が全てコンピューターで使えるようにするということですが、基本的にIPAフォント

をベースとして、それを広げていくというようなことに仕上がると思います。

○徳田委員 今も外字処理というのが、企業毎に別々で、名前の処理などもそうですが、

全然ユニバーサルではなくて、ここら辺もベースのところで、国民に本当にそういう意味

ではインパクトのあるパブリック分野に対する貢献について説明できる。

○田代IPAオープンソフトウェア・センター長 文字を使えるようにするためには、コ

ンピューターが扱える文字のコードのビット数を拡張しなければならず、また、国際的に

文字を登録しなければいけないのですが、その登録の仕方と拡張の仕方について、昨年、

新しい規格がISOでできまして、それを踏まえて、まさに今、そこに字をはめていこうと

しています。さらに、それが使える情報機器の投資を拡大しようというプロジェクトが間

もなく起きようとしているという状況です。

○松山分科会長 ありがとうございました。

○田中IPA理事 一つだけですが、先ほどリソースのことをいわれたので、私も民間か

ら来まして、IPAへ来たときに、何でこんなに予算が小さいのだというのと、それから計

画で全部決まっていて裁量権などは何もないのではないかというふうに思ったのですが、

調達のところでありましたけれども、やはり競争入札を拡大して、あっちで300万節約し

た、こっちで100万節約したとか、そういうことで、捻出した予算で白書を発行するなど、

地道な活動をそれぞれやって、このような結果が出ているということを、やはり地道なこ

とですが意識しておいていただきたいというふうには思っています。

○櫛木委員 ぜひそれはもっともっとやってほしいですよね。鉛筆一本でも、ここから
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出てくる書籍でも、随分ぜいたくな装丁で、恐らくもっともっと節約できるだろうと考え

ています。民間は必死で節約をやっていますから、それはおっしゃる方向でどんどんやっ

てほしいと思いますね。

○松山分科会長 ありがとうございました。

議論はなかなか尽きなくて、多分１日やっても尽きないのではないかと思いますが、そ

ろそろこの辺で議論を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

本日ご議論いただきました「平成21年度業務実績評価」につきましては、次回（７月６

日）のIPA分科会で決定して、29日の親委員会で審議していただくというふうな段取りに

なっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

事務局から何かございますか。

○田辺課長補佐 既に個別に調整させていただいておりますが、ご説明にお伺いいたし

ます訪問日の日時について、その後、不都合等がございましたら連絡をいただければと思

います。

それと、評価表の提出期限、最初にご説明いたしましたが、大変短い時間で恐縮ですが、

６月30日までということでお願いしたいと思いますので、ここにリマインドさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。以上でございます。

○松山分科会長 ありがとうございました。

○阿草委員 評価表は、もう送られていますか。

○田辺課長補佐 まだこれからでございます。

○阿草委員 電子媒体で送られるのですね。

○田辺課長補佐 はい。

○松山分科会長 いつごろですか。

○田辺課長補佐 可及的速やかにお送りいたします。

○松山分科会長 今日見ていただいたのとは違って、IPAの中期計画を書き込んでいた

だいた形のものを準備していただいて、それをお送りするというような感じになりますね。

○田辺課長補佐 はい。

○松山分科会長 それではどうもありがとうございました。また６日はよろしくお願い

したいと思います。

――了――


