
- 1 -

独立行政法人評価委員会情報処理推進機構分科会（第２２回） 議事録

１．日 時： 平成２２年７月６日（火） １０：００～１２：３０

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、徳田委員

４．議 題： （１）平成２１年度の財務内容について

（２）監事監査報告について

（３）平成２１年度の業務実績評価について

○松山分科会長 それでは、定刻になりましたので、これより経済産業省独立行政法人

評価委員会、第22回情報処理推進機構分科会を開催させていただきたいと思います。

本日は議題が３つございまして、まず１番目が平成21年度の財務内容について、２番目

が監事監査報告について、３番目が平成21年度の業務実績評価についてということで、お

手元の議事次第に沿いましてご審議をお願いしたいと思っております。

議事に入ります前に、事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。

○田辺情報処理振興課課長補佐 本日は、お忙しい中、ＩＰＡの分科会にご出席いただ

きましてありがとうございます。今回は、櫛木委員について、ご都合がつきませんでした

関係でご欠席のご連絡をいただいております。

それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第でございます。

続きまして委員の名簿でございます。続きまして座席表。これらは１枚の紙でございます。

横に長い表で資料１「平成21年度の財務内容について」、以降、冊子になりますけれども、

資料２として「財務諸表」、別冊で「平成21年度業務実績報告書」、資料３で「監事監査報

告書」。以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。

また、前回の分科会で委員の皆様からお話がございました、政府の施策の中におけるＩ

ＰＡの業務、今後の方向性、戦略等についてのご議論の場を、７月下旬から８月上旬の間

に当方で設けたいと考えております。つきましては、日程の調整等について委員の皆様に

改めて情報処理振興課からご連絡をさせていただきたいと思いますので、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。

それでは、まず議題１でございますけれども、平成21年度の財務内容でございます。独
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立行政法人の財務諸表等につきましては、独法通則法の第38条の規定に基づきまして、毎

事業年度、主務大臣の承認を受けることとなっておりまして、主務大臣は承認の前にあら

かじめ評価委員会の意見を聴くこととなっております。この規定に基づきまして、先月６

月21日から29日にかけまして経済産業省とＩＰＡが各委員を個別訪問させていただきまし

て、説明をさせていただいておりますけれども、改めてこの場で正式にお諮りをするとい

うことになっております。

それでは、内容につきまして、ＩＰＡの田中理事のから要点を簡潔にお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。

○田中ＩＰＡ理事 では、お手元の資料１「平成21年度の財務内容について」を使いま

して、私、田中からご説明させていただきます。

まず、１ページ目ですが、中期計画に掲げられている自己収入の確保、決算情報・セグ

メント情報の公表、人事に関する計画でございます。

まず、最初に自己収入拡大への取り組みでございますが、ＩＰＡの自己収入、平成21年

度は総額38億円余りでございます。ただ、その大部分は情報処理技術者試験の試験手数料

の31億円でございます。この31億円ですが、前年度比で13.7％増になっています。これは

試験の応募者が、ＩＴパスポート、高度情報処理技術者試験を含めて54万人から61万人に

増えたことに伴う収入増でございます。そのほかセキュリティの評価・認証や暗号モジュ

ールの試験・認証といった形で収入があります。また、債権管理回収業務の担当者を配置

して、償却済みの債権の回収にも精力的に取り組みました。

今年特筆すべきこととして、従来、無償で配布していました普及啓発事業に伴う書籍等

ですが、ＩＰＡの中で有料化のタスクフォースを設置いたしまして、デリバリーに関する

コストは回収をしていくといった方針で、単価をつけて配布する形に変えまして、自己収

入の拡大に向けた取り組みを積極的に始めております。

２番目、決算情報の開示の問題ですけれども、ＩＰＡは、一般勘定と試験勘定、事業化

勘定、地域事業出資業務勘定と４セグメントあるのですが、一般勘定をさらにプログラム

開発業務経理、評価認証業務経理、信用保証業務経理、事業運営業務経理の４セグメント

に分割しまして、性質の異なる事業をきちんと区分して、それぞれ開示するということで

透明性の確保に努めております。

３番目、人事に関する計画ですが、総事業費に対する管理業務に関する、いわゆる管理

コストにかかわる人件費の割合を抑制するということで、中間決算の実施などを行いまし
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て、徹底的に効率化をするということに取り組んだ結果、21年度は総事業費に対する管理

業務に関する人件費は6.4％まで減少をいたしました。

２ページ目でございますが、地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター）に対する

経営支援でございます。21年度の実績として、積極的にＩＰＡ幹部が地域センターにお邪

魔して、経営内容の把握あるいは経営助言ということを行いました。また、地方自治体等

関係機関に対して、地域センターの活用に関して要請してまいりました。

ことし特筆すべきこととして、２番目の基準に基づく地域センターの整理でございます

が、さいたまソフトウェアセンターに関しては、平成22年３月に埼玉県から整理の意向が

示されました。そういうことで、今後、他の出資者の合意のもとに整理を進めることにな

っています。今後とも地元の意向を常に把握して、今回の埼玉県のような動きがある場合

には、機動的・適切に対応していくこととしたいと思っております。

地域ソフトウェアセンター全体の状況でございますが、15社全体、厳しい経営環境の中

で減収が続いておりますが、黒字のソフトウェアセンターは、昨年度よりも１社多い10社

になっています。また、昨年減資しましたシステムソリューションセンターとちぎにおい

ては、株式配当を実施して、ＩＰＡも96万円の株式配当金を受領しています。

ただ、さいたまソフトウェアセンターに関しては、整理をするという方向で、持ってい

る固定資産の減損処理をいたしまして、その結果、３億5,800万円の特別損失を計上する

ということをやりました結果、15社全体ではトータル２億5,100万円の赤字になるという

見込みでございます。さいたま以外の赤字決算が見込まれる４社についても、来年度以降、

費用負担が減っていくといったこともあって事業改善が期待されております。

３ページ目でございますが、欠損金、剰余金の適正化という項目でございます。平成21

年度の実績としまして、ＩＰＡは２億5,200万円の当期総利益を計上いたしました。内訳

は、一般勘定２億9,600万円、試験勘定の6,000万円、地域事業出資業務勘定の損失１億40

0万円でございます。トータル２億5,200万円の当期総利益でございますが、これは財務収

益が主要因でありますので、それを目的積立金に積むということは要件を満たすものでな

いことから、申請はしておりません。

繰越欠損金を抱えます事業化勘定と地域事業出資業務勘定ですが、事業化勘定はマッチ

ングファンド型のソフトウェア開発事業に関するものですが、業務自体は平成17年12月に

停止をしておりますし、繰越欠損金に関係するソフトウェアの減価償却に関しても平成19

年度で終了しておりますので、今後、欠損金が増えるということはありません。
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地域事業出資業務勘定ですが、これは先ほど申しましたように、さいたまソフトウェア

センターが整理をするということで固定資産の減損をやった結果、トータル３億6,500万

円の赤字を計上いたしました。その結果、15社全体の21年度決算はトータル２億5,100万

円の赤字となりまして、この影響でＩＰＡも１億400万円の損失を計上するということに

なりました。さいたまを除きますと１億円余りの黒字になっております。

最後に４ページ目ですが、リスク管理債権の適正化でございます。リスク管理債権に関

しましては、適正な管理・回収に取り組むということで、平成21年度は債務者情報のデー

タベース化や実地調査を徹底するということに努めてまいりました。その結果、データベ

ースをもとに、年度末に債権を個別に見直して評価替えを行うということをやりました。

右下の図ですけれども、プログラム譲渡債権全体の見直しをしまして、真ん中の貸倒懸念

債権に関して洗い直して、回収が可能なものは一般債権ということで見直す、あるいは回

収が非常に難しいものに関しては破産更生債権へ評価替えするといったようなことをやっ

ております。また、償却済みの債権に関しても、求償権の積極的な回収を行いまして、そ

の結果、償却済みの債権の中から3,100万円を回収することができました。これは地道な

回収を継続した結果だと考えております。

以上で中期計画のご説明を終わります。

参考で財務諸表、バランスシートとＰ／Ｌがついておりますけれども、内容につきまし

ては今までご説明させていただいたものと重複いたしますので、省略したいと思います。

以上で財務内容の概要についてのご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、ご質問がございましたらお願いします。何かございませんか。

３ページのところ、「当期総利益252百万円は財務収益が主要因であるため、目的積立金

の要件を満たすものではない」とのことでありましたが、これは毎年そうだと思うのです

が、申請せずに、これは国庫に返納というものでしょうか。

○田中ＩＰＡ理事 中期計画が終わったときに見直しをして、戻す分は戻すということ

になります。

○松山分科会長 例えば現中期計画の期間中は、この２億5,200万円というのはどうい

う扱いになるのですか。

○佐味ＩＰＡ参事 そのまま繰り越しで。毎年毎年返すという仕組みになっていないも

のですから。５年たったときに、残っているものはその段階で国庫返納することになりま
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す。

○松山分科会長 でも、余りあってはよくないのだけれども、例えば今年度、総額でい

うと赤になった、そうしたら２億5,000万円から埋め戻すことは可能でしょうか。

○佐味ＩＰＡ参事 それはあります。

○松山分科会長 だから、留保金というか、そういう感じの扱いでＩＰＡの中に置いて

おかれると。中期計画期間中の総決算という形で整理するという扱いですか。

○佐味ＩＰＡ参事 はい。年度の中で月ごとのアンバランスがあるのと同じような感覚

で、５カ年間で回していくというのが交付金をもとにした仕組みです。

○松山分科会長 それは、財務諸表中はどこに記載されているのでしょうか。２億5,20

0万円の行き先はどこをみたら宜しいのでしょうか。

○橘ＩＰＡ財務部長 貸借対照表をご覧いただけますでしょうか。最後から３枚目のと

ころに貸借対照表がございますが、その純資産の部というのが負債合計の下にございます。

その中のⅢ利益剰余金という欄がございます、その中の積立金、こちらに入っております。

ただ、これは利益処分に充てるときに入りますので、今現在は当期未処分利益となってお

ります。

○松山分科会長 わかりました。資産の中で利益剰余金というのは立てられる、そこに

入ってくる、そういうことですね。ありがとうございます。

○徳田委員 １点、私も。今お配りいただいた資料の最後に、Ａ３縦で地域ソフトウェ

アセンターの決算一覧というのがありますが、先ほどのご説明ですと、さいたまが整理の

意向を示して、今回、無事整理ができたということなのですけど、ＩＰＡのポリシーとし

ては、ずっとウエイト・アンド・シーというか、向こうが手を挙げて整理したいというま

でずっとじっくり待つのでしょうか、それとも、ある基準があって、３年間一定の赤が続

いて、ちょっと回復不可能ならば、ＩＰＡとして、どうするのか少し働きかけていくのか、

そこのポリシーはどうなのでしょうか。これをみると、最後、ちょっと細か過ぎるのでご

説明がなかったのですけど、まだ幾つかポテンシャルに危険な地域はあるわけですよね。

もちろん、全部がうまくいってくれたほうが、僕は日本のためにはいいと思うのですけど、

そこら辺はどういうポリシーですか。

○田中ＩＰＡ理事 基準はありません。ただ、まずは利益を出すように改善してくれと

いう働きかけをしています。ただ、欠損がずっと続くという状況はよくないので、それは

地元の自治体等と話し合いながら方向を決めていくということでやっています。ある基準
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で強引にということは、相手もあるのでできない。

○佐味ＩＰＡ参事 先生がご指摘のように、続けば、当然ただ待っているのではなくて、

どうするのですかという話をして、まだ引き続き勝機もそういう意味では残っているし、

地域にも役立てたいというふうな意思が明確にあれば、そういきますけれども、そうなの

かどうかというのをただ待つというよりは、少しはプレッシャーをかける。ただ、我々が

先に聞きにいくというのはなかなかやりにくい。

○徳田委員 逆にプラスのコンサルテーションというか、ほかでこういうふうにうまく

いっているケースがあるから、おたくのセンターもこういうふうに改善すればうまくいく

というのはやっていらっしゃるのですか。

○佐味ＩＰＡ参事 それはもちろん、担当の管理職や幹部が回ることでほかの例も紹介

していますし、全センターを集めた協議会の場で成功例報告をお互いにし合って協力して

いただくというようなことも促しています。それは精いっぱいやっています。

○田中ＩＰＡ理事 自治体によっても考え方がいろいろ違っていまして、財務諸表上は

赤字なのですけれども、キャッシュリッチでまだ事業としては継続できるところに関して

は、地元の意向としては続けていきたいというようなこともありますので、単純に赤だけ

でみるというわけにはちょっといかないという状況です。

○阿草委員 ずっと赤が続くということは、最後解散するときのリターンが減るという

ことですよね、現実的には。だから、ずっと減り続けてもいいというのは、社会に対して

還元しているという意識をもたれている、いわゆる利益を出せという意味ではないという

理解もあるということですよね。

○太田委員 古くて新しい問題で、いつもいっているのですけれども、出資比率が40％

で、新理事長も、もしＮＥＣの関連会社がこうであれば、すぐ大掃除して前向きにやるは

ずですよ。ですから、いつも評価はずっとひっかかって、これ、10年来ですよね。経営指

導していますとずっと言い続けているけれども、やはり政治的な判断も含めて、これは出

資比率40％では、普通の企業でしたら、ここがＮＥＣの取締役会だったらすぐですよ。絶

えずこれを重石で10年抱えて、ずっとこの議論ばかりやっているから、もっと前向きなこ

とをやってくださいといつも、私はずっとこの説明のときも申し上げましたけれども、普

通の企業の取締役会だったら、どうなるのかと。これが何年も何年も続いて─それは、も

ちろんＩＰＡという普通の民間企業以上の社会的な使命を負っているものの、10年こんな

同じことを、毎年申し上げているのですけど、優秀な方々がお集まりになっているのにど
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うして決断なさらないのかなと。そうすると、いつも評価にこればっかりがひっかかる。

財務内容全体、トータル連結みたら、これが足を引っ張っていますということでね。ずっ

とこればっかりやって、いいかげんどこかで─それはＩＰＡでなくて、経済産業省が腹を

くくって、次のまた失われた10年にならないためにやるべきですよ。この議論はずっと繰

り返しているのですから。最初のころは、どういうふうにしてそれぞれやっているのです

かと、僕も自治体センターの担当者に会いましたよ。10年ぐらい前ですかね。未来へ向か

って何するという意味では、どこかできちっとした判断をしていただかないと、ずっとこ

れが重石になって毎度毎度同じ説明を受けるのは、これはどこかで大掃除しないとだめ。

○松山分科会長 一つずつ脱落しているというふうに思いますので。

○太田委員 だって普通でしたら、こんな出資比率だったら、新理事長そうですよね、

ＮＥＣの連結で、こんな足引っ張っていかがなものかと。これは民間企業だったら当たり

前ですよ。34％以上もっているわけですから。

○東條情報処理振興課長 普通なら償却するのでしょうが。何かするという意味は、民

間企業ならこれは償却となります。ただ、償却というのは別に赤を確定するというだけで

すから。

○太田委員 そうですね。だから、どこかで確定しないと。

○東條情報処理振興課長 だから、そこはやや民間企業と、国の予算の建て付けの違い

があるものですから、いずれにせよご指摘はごもっともなので、もう一度改めてそこにつ

いては責任をもって早晩検討します。

○阿草委員 特に北海道など益々赤が増えていってというのは、これはどうにかすると

いう話ですよね、普通の感覚でいくと。

○太田委員 数年前、富士通が撤退したし、結局何で稼いでいるかというと、貸しビル

業でしょう。箱ものをこれまで推進してきたツケですよ。結局、身近なもうちょっとベー

シックなソフトウェアの教育をやろうと思ったら、やはり何かエクセルだ、それのほうが

いいから、５～６年前の話ですよ、もうちょっと前かな、実際エクセルのもうちょっと基

本的なソフトウェア、そのとき組み込みがあったかどうかは知りませんけれども、もうち

ょっとオープンソフトウェアのカリキュラムを組んでもやはり地域との教育ニーズと合っ

てない、じゃあエクセルではいかがかみたいなことで、エクセルやるか貸しビル業かとい

う、それぐらいの対応ですよ。

○松山分科会長 もう数年前だけれども、そういうこともあって、京都はいち早くたた
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んですね。だから、そこはおっしゃったように、要するに経営判断を地元がさっさとされ

た。決して赤でどうしようもないということではなかったのですか。

○阿草委員 あれは95ぐらいだから５％ぐらいの減資でしたよね。あれはタイミングが

よかっただけですね。ほかのところを畳むとなったら、多分半分も残らないでしょう。だ

から、畳み方にも説明が要るようになっちゃいますよね。どこかに減資があって、そこで

うまく消し込んで畳めたらいいですけれども。

○松山分科会長 ありがとうございます。そろそろ具体的アクションをというご意見だ

と思いますけど、それはご意見として、一応21年度の財務諸表ということにつきましては

ご了承いただいたということでよろしゅうございますか。

（「異議なし」の声あり）

○松山分科会長 ありがとうございます。

それでは、続きまして議題２でございますけれども、監事監査報告に移りたいと思いま

す。この報告につきましては、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に

基づきまして、評価に当たっては監事から監査結果の報告を聴取した上で評価を行うとい

うことで、後の評価のための基本的な監事報告を受ける、そういうコンテクストになって

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、ＩＰＡの下村監事からご報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○下村ＩＰＡ監事 常勤監事をしております下村でございます。通則法の定めに基づき

まして、21年度ＩＰＡ業務に関する監事監査の結果を報告します。

報告書は、目次のとおり、Ⅰ項として監査結果（総括）、Ⅱ項としまして監査結果（個

別事項）、１項から８項までとなっております。時間も限られておりますので、この場で

はⅠ項の総括について説明いたします。個別事項につきましては、適宜、関係個所をめく

ってみていただければと思います。

なお、私、外部から来まして、本年１月から常勤監事についております。したがいまし

て、現職につく以前の期間につきましては、前任者の引き継ぎ、非常勤の櫻井監事のご意

見、あるいは関係部門に対するヒアリング、こうした結果をもとにまとめておりますこと

をご承知ください。

それでは、ページをめくっていただきまして１ページ、１項目は「コンプライアンス」

でございます。ＩＰＡの役職員は、全般にコンプライアンス、法令、規程、業務マニュア
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ルをしっかり遵守し、職務遂行を行っていると思っております。こうした組織風土がよく

培われていると評価しております。

②、ＩＰＡの内部の規程及び業務マニュアルにつきましては、適宜、制定・改定見直し

がきちんと行われております。新規職員に対しましても、守秘義務あるいは基本事項、情

報セキュリティ、こういったことに対する教育は、集合教育だけではなくてｅラーニング

を用いまして、漏れなく効率的に行われたと認めております。

２項は「財務会計処理」でございます。これは今ご説明あったとおりでございます。こ

こでは、監事からみました会計のプロセス及び仕組みについての所見といったものでござ

いますけれども、①は、ＩＰＡ独自に、上期末の中間仮決算制度に加えまして、財務部か

ら月ごとに予算執行状況の報告がなされております。なお、これから理事長が期中に適切

な計画見直しをしまして、下期実行計画の策定等行っております。民間会社では、こうし

た中間決算あるいは予算執行状況の報告は当たり前に行われているわけでございますが、

独法は民間会社とは違いまして利益追求の予算重視ではございません。あくまで計画どお

りにきちんと事業が実行されたかというのが本分でございます。したがいまして、これは

他の独法で余りなされていない本当にＩＰＡ独自の仕組みではないかと思っておりますが、

ＩＰＡにおいてはこうした予算モニターを通して事業の進捗をチェックしていく、そうい

ったＰＤＣＡといったものが有効に機能しているのではないかと思っております。

②は外部の会計監査人、ＩＰＡでは三大監査法人のあずさ監査法人が行っております。

監査法人は、監査計画、監査実施、役員ヒアリング、監査結果報告が適切になされたと思

っております。あずさ監査法人からは、21年度の会計処理につきましては無限定適正とい

う結果を受けております。

③は、監事におきましても財務部ヒアリング、財務諸表チェック、契約支出の監視、期

末の現金実査、関連法人のヒアリングを行いました結果、会計監査人の監査結果どおり、

財務諸表はその運営状況を正しく示していると追認します。

３項は「経営及び事業運営」でございます。①としましてＩＰＡの理事会でございます

けれども、これは毎週、非常勤役員を含む全役員と幹部職員が出席しまして、事業マター

や海外出張あるいは検収、こういったかなり細かいことまで細大漏れなく付議しておりま

して、しかも資料はかなりしっかり準備されております。これに基づきまして意見も活発

に出されまして、詳細に審議した後、理事長が決定を下しているという状況でございます。

私も当然出席しておりますが、非常勤監事もほぼ毎回出席しておりまして、客観的な観点
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から意見表明、助言をしております。理事長が指導力を発揮して意思決定を下すわけであ

りますけれども、このＩＰＡの理事会につきましてはこれを適切にアシストしておりまし

て、ガバナンスとしまして有効に機能していると評価いたします。

②は事業運営でございますが、委員会での外部有識者の意見、100者ヒアリングでの意

見、こういったものを積極的に収集しまして事業計画に当たっております。客観性と国民

目線に注視しまして、次のページですけれども、サービスの質の向上を図る運営に努めた

と認めております。

③は外部との契約面でございます。ＩＰＡは以前から競争性のある契約形態への移行に

積極的に取り組んでおりまして、随意契約、一者応札につきまして、前年度に比べ大きく

低減しております。資料の10ページに表4.1、これは一者応札の状況でございます。みて

いただければ、一般競争入札がふえまして、特に一者応札が減っていることがおわかりい

ただけると思います。11ページ表4.2に随意契約の状況でございます。19年12月の見直し

計画から20年度で大幅に達成しておりますけれども、21年度はさらに随意契約を件数、金

額とも減らしているという状況でございます。

総括の本文に戻りまして２ページのところで、次は４項としまして「事業展開」でござ

います。ＩＰＡの中期計画、年度計画に基づきまして、戦略性あるグローバル対応を含め

まして、かなり多岐にわたる活動をしております。これはこれまでのご説明のとおりだと

思いますけれども、これに対する評価につきましては、いささか監事報告の範疇外かとも

思いますが、あえて所見として述べさせていただきますと、特に小学校から高齢者まで受

験するＩＴパスポート試験、中小企業向けの「５分でできる自社診断シート」の普及活動、

こういったものは広く国民一般の関心を高め、普及に有効であったと評価しております。

５項は「内部統制」でございます。内部統制につきましては、公的機関、民間会社等す

べての法人で毎年強化が図られているところでございますが、これまでの監査活動での知

見の範囲でございますけれども、評価してみました。

①は統制環境、統制活動及び監視モニタリングでございます。最初の統制環境につきま

しては、役職員へのコンプライアンス遵守は浸透しております。事業遂行につきましても、

理事長の方針、意思決定のもとに、各部門が責任もって誠実にミッションを図るという業

務慣習が定着していると思っております。こうしたことから、組織の統制環境上は特に問

題となるものは認められません。

次に、統制活動でありますけれども、理事会、委員会が詳細にしっかり審議して決定し
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ております。電子決裁のシステムが整備されておりまして、漏れなく迅速にチェックされ

まして決裁・回付されております。ＩＰＡのポータルサイトの活用も十分なされておりま

す。特に管理部門（戦略企画部、総務部、財務部）が各事業部門を横断的にチェック調整

しておりまして、周知する役割を果たしております。こうしたことから、理事長の方針、

意思が徹底される体制になっておりますので、統制活動において特に問題となるものは認

められません。

次に、監視モニタリングでございます。日常的なモニタリングとしましては、理事長、

理事が頻繁に業務把握、各部門への指示をしっかり行っていると思います。各部門におき

ましても、理事長、理事に報告を上げ、その指示を仰ぐ、それによって業務を行っていく

ということが通常業務の中にしっかり組み込まれていると思っております。

次のページに行きまして３ページ目、独立視点のモニタリングでございますが、昨年度

専任の監査室長が任命されました。理事長直属の監査室が私ども監事とも連携しまして、

計画的に内部監査、経過報告が行われました。一般にどの法人でも、地域拠点に対する統

制というのはおろそかになりやすいわけでございますが、ＩＰＡの場合、地方支部、地域

ソフトウェアセンターが主になりますけれども、先ほどの説明にありますように、幹部職

員が積極的に出向いて指導・助言を行っております。加えまして、私、監査室も地域拠点

に対する計画的な往査、ヒアリングを実施しました。こうしたことから、監視モニタリン

グにつきましても、日常的なモニタリング及び独立視点のモニタリングにおいても特に問

題となるものは認められません。

②は、あずさ監査法人の監査結果であります。こちらも内部統制をみております。会計

監査の範囲でございますけれども、報告すべき内部統制にかかわる重大な問題はないとの

結果を受けております。

③ですが、このように述べてきましたけれども、内部統制はなかなか奥行きも深く難し

いところでございまして、これで十分であるということはなかなか困難でございます。昨

年度は、不祥事とか問題の発生はございませんでした。しかしながら、内部統制がきいて

いるのか、あるいはたまたまなかったのか、こうしたものは常に問いかけをしていく必要

があると考えております。ことしの３月付けで総務省主管の独立行政法人における内部統

制と評価に関する研究会報告というのが出されました。独法における内部統制と評価につ

いてということでございまして、特に独法に関しての内部統制ではこうあるべきだという

ことが細かくまとめられております。今後は、この報告書に基づきまして、ステップ・バ
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イ・ステップで内部統制の強化・充実に努めていく必要があると考えております。

６項目は、行政刷新会議結果等への対応でございます。行政刷新会議及び経産省の独立

行政法人の改革についての指摘・指導に基づきまして、試験センターでは地方支部試験運

営業務の市場化テストを行いまして、民営化、支部の廃止は着実に実行されました。役割

を終えましたソフトウェア開発支援業務とか債務保証基金の国庫並びに民間への返納、こ

れも計画的に準備が進められました。特に各種の調査業務でありますが、昨年度の行政支

出見直し計画の中でも調査については見直し対象となっておりますが、民間でできない理

由、ＩＰＡが実施する必要性、これは理事会資料に記載が義務づけられまして、審議して

実行するということは徹底されたと思います。その他の業務につきましても、民間ででき

ない理由、ＩＰＡがやる必要性、こうした視点でチェックすることが浸透したと思ってお

ります。

私からの監事監査の報告は以上でございます。

○松山分科会長 ありがとうございました。

それでは、ご意見、ご質問等よろしくどうぞ。

○太田委員 委員としてどうしてもやはり聞く責任があると思いますので。20年度では、

残念ながら事故がありました。そのときにＩＰＡ側から、いろいろ教育を行っているとい

うことなのですけれども、監査人として、情報セキュリティのｅラーニングとかいろいろ

漏れなくやっているということなのですが、具体的に今年度では、情報セキュリティにつ

いて研修だとかｅラーニングだとかを全職員何％それを受けているとか、その辺はいかが

でしょうか。

○下村ＩＰＡ監事 まず、情報セキュリティ教育につきましては、これは昨年度、３月

までにかなりしっかりした教材、ｅラーニングのものができました。これは今年度から、

５月から全職員を対象にして実施しております。私、まだ何％まで実施したかわかってお

りませんが、これは100％実施されるよう、総務部もそういう主張であるとであると思い

ます。

○太田委員 企業でも100％、部署別に全部出すのですけど、なかなか漏れたりして、

追試を行うなどしております。それを把握なさっているかどうか。残念なことが起こった

ので、それを踏まえてやっていただくのが、我々評価する側なのであえて、大変失礼です

けれども。特に事故はなかったという報告でしたらいいのですけれども、その辺を確認し

たいということです。
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○下村ＩＰＡ監事 わかりました。100％になるようにフォローしていきます。

○仲田ＩＰＡ理事 きょう、ここで資料はご用意できていませんけれども、ほぼ100％

です。非常勤の人で若干受けられていませんけれども、理事長以下ほぼ100％。

○太田委員 全部ｅラーニングで実施しているのですか。

○仲田ＩＰＡ理事 ｅラーニングです。自分のパソコンで、自分の端末でできるように

なっています。

○太田委員 点数が出てきて？

○仲田ＩＰＡ理事 点数というか、先に進めるようになっています。

○徳田委員 正解を出す。

○仲田ＩＰＡ理事 正解を出すと次の問題に進めて、全部の問題が実施されるものです。

○太田委員 うちの場合は、何度も何度もやり直して、80点いかないと実施したとしな

い運用となっていますが。

○仲田ＩＰＡ理事 そういう意味では100点です。要するに正解を出さないと次の問題

に行けなくなって、最後まで行くと修了証が印刷できる。それを出して初めて修了が認め

られるということで、ほぼ全員修了しております。

○太田委員 企業もいろいろ苦労しているところでありまして、一応評価委員としてき

ちんと聞かなきゃいけない。

○田中ＩＰＡ理事 理事長以下役員も全員やっています。

○下村ＩＰＡ監事 私も修了証をもらいました。

○松山分科会長 よろしゅうございますか。

○徳田委員 １点だけですが、内部統制のところで奥が深いとおっしゃっていたので、

どういうところが、例えばＩＰＡの中でこういうところまでできたら本当は理想的なのだ

けどというのは、お気づきのところはあるのですか。奥が深いといわれても、私たちは余

り専門家でないので、どういうところが─企業と比べると独法で当然違うと思うのですけ

れども、奥が深いという表現で片づけられてしまうと、どのくらい奥が深いのかがちょっ

と判りづらいのですが。

○下村ＩＰＡ監事 それは非常に一般的な表現だったのでございますけれども、ご承知

のように、例えばアメリカのＳＯＸ法につきましても、余りにも基準を厳しくしまして、

それによって要は非効率になってしまったと。Ｊ－ＳＯＸやその辺の見直しがなされてお

りますけれども、緩めてもいけないし、きつ過ぎても今度効率性が落ちる、その辺の最適
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解というのが一般に難しいところだと思っております。結果として問題が出なければいい

わけでございますけれども、ただ、もともと内部統制というのは財務諸表の適正性のため

に出てきた概念でございまして、架空売り上げとか利益の水増しとか、そういったものを

いかに防止するかというところの観点から出発しております。独法はそういう利益管理重

視でございませんので、そこの観点というのはまた全然違ってまいります。いかに計画ど

おり事業を実施したかというのが独法の本分でありますので、計画どおり実施することを

阻害するリスクは何かと、そういった観点からリスクをみていかなければならない、それ

に対する防止活動を打っていかなければならないと思っております。その辺につきまして

は、まだこれからの段階でございますけれども、とにかく私としましては、まずはコンプ

ライアンス、法令、規程、業務ルール、財務会計処理の適正性、こういったことを中心に

みていっていますので、今後は債務を一歩進めたそういったような観点で考えていきたい

と思っております。

○松山分科会長 他にございますか。ありがとうございました。

それでは、３番目の議題に移らせていただきますけれども、この審議に当たりましては、

委員限りということになっていますが、ＩＰＡの方々には控室のほうに一時退出していた

だきまして、評価決定後、また進めていきたいと思いますので、少しお待ちいただければ

と思います。

（ＩＰＡ関係者退出）

○松山分科会長 それでは、21年度業務評価でございますけれども、今の議論の流れか

らいくと、「財務内容の改善及びその他事業運営」のところは委員の評価がそろっている

と思いますので、ここから始めたいと思います。今の地域ソフトウェアセンター等々でい

うところもかなりはっきりしていると思いますが、評価用資料２を見ていただきますと、

８ページの下から９ページぐらいのところで今ご議論になったようなところがそれぞれあ

って、地域ソフトウェアセンターのところが足を引っ張っていることは、ここにも皆さん

書かれている。先ほどは申し上げませんでしたが、監事監査資料でみると、剰余金が、本

体の一般勘定で２億9,600万円黒が出ているということが、何で黒が出ていたのでしょう

か。

○太田委員 あれは財務の運用でしょう。

○松山分科会長 運用というふうな言い方で、先ほど、それで積立金じゃないという話

をいわれたのだけれども、本当にまだそんなにたくさん、利子があるのかというような感
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じがしましたが。

○阿草委員 １％で回して200億円、２％で回しても─100億円ぐらい積んでいるのでし

ょうか。

○松山分科会長 ありました。

○阿草委員 100何億円あるのですか。

○東條情報処理振興課長 運用率としては１％や２％は程で。

○阿草委員 ２％ぐらいはいくかわからないですね。

○松山分科会長 でも、それを何で投資に向けないのかなというのが良くわからない。

櫛木さんも何か書いていましたね、財務のところで。何か新しい事業を展開すべきとか、

わかりました。

今のご議論が色々そういう流れになってきたので、大分状況認識は共有されていると思

うし、委員の先生方のご評価も皆さんオールＢということになっているので、色々地域ソ

フトウェアの問題はあるけれども、特に瑕疵になるような問題があるとは思っていないの

で、普通にやっていますよということで如何でしょうか。よろしゅうございますか、まず

簡単なところから。

それで、少々変則になりますが、次、国民に対するサービスについて、２、３、４、５

という形で順番にご議論いただいて、最後、「業務運営の効率化」のところへ、総括のよ

うな形になると思いますが、進行させていただきたいと思います。

まず、「情報セキュリティ対策強化」ですが、私、今回みていただいたらわかると思う

のですが、情報セキュリティの人材育成は質・量ともにちゃんと実施しているのではない

かと─僕だけ高い評価をしまったなと思っているところがあるのですが、まずセキュリテ

ィに関しては、これをみていただいて、先生方のご意見としては全体的にはいかがでしょ

うか。

○阿草委員 ある意味で昨年と同様頑張っているという感じではないでしょうか。ガン

ブラーといういい例が出たので主張はできたのだけど、ガンブラーがなかったら、敵が攻

めてきたからラッキーにうまいこと勝ったでしょうと言えたけど、敵がなかったら別に、

新しい敵が出る前にこういうことをやったということではなかったと思いますが。そうい

う意味では、良くはやっているけど、去年より特段いいというわけではない、という感じ

がしました。だから、良くやっているという意味ではいいのだけど、ＡＡとの評価は如何

かと。
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○松山分科会長 これは２～３年前かな、親委員会でも同様の議論がありました。

○東條情報処理振興課長 資源分野の話で。

○松山分科会長 事件が発生して、適正に対処できたことは、すごい成果は成果じゃな

いかという議論が、全く同じ議論があってのＡＡ評価だったと記憶しております。

○阿草委員 今の議論が正しいのなら、認められるのなら、それはガンブラーみたいな、

攻撃にもちゃんと対処できて、こういうことにうまくできましたとはいってもいいような

気もします。

○太田委員 僕はいつも同じことばかりいって、良くやったからＢだという評価基準の

腹を決めているのですけれども、この間からちょっと考えているのですけれども、私がＩ

ＰＡに希望、期待し過ぎなのかなとちょっと残念に思うのは、後ろ向きになりつつあって、

余り期待をもっちゃいけないのかなと。僕は評価者としてとても期待したいし、将来に向

けて頑張っていただきたいけれども、上期、下期もやることもあれだけれども、情報の時

代は本当に早いので、その時々にうまく、なかなかやりにくいのでしょうけど、例えば今

のクラウドなどもずっとやっていらっしゃいますけど、それもセキュリティに関して、こ

の間も東洋経済とか、昨日、一昨日も日経で、愛国者法で、あっちにサーバがあってアメ

リカにアクセスできないような状況になった場合、それは日本にインフラを置くべきだと

か色々議論がありますよね。サーバセンターのときにも建築基準法だとか経産省の所管外

のところでなかなか難しいこともあると思うのですけど、いつもいっているように、そう

いったビビットな対応がなかなかできにくい組織なのか、どうなのかわからないのですが、

僕、期待がいつも大なのですよ。民間でできないこと、もうちょっとそういったことの論

点を整理していただいて、クラウドのセキュリティだとか、そういうシンポジウムもやっ

たし、それはとても企業にとっては役に立つ部分はあるけれども、もっともっとグローバ

ルで色々なことが起こっているのではないかと思うんですね。そういうところをもっとも

っと突いていって、国家情報安全保障という観点からも、提言とかその時々で何かやって

いただくという。それは僕、期待し過ぎなのかもしれませんけどね。だから情報セキュリ

ティのところは、その機能としてガンブラーがあるのは粛々ときちっとやって、良くやっ

ているかなということで私はＢにさせていただいたということです。

○東條情報処理振興課長 クラウドでいえば、クラウドについてのセキュリティも含め

て技術的な課題をもう少しかみ砕いてユーザー向けにというのは、報告書を一応出したの

で、あれはそれなりに良くまとまっていると思いますけど、あそこを超えてどうするかと
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いうのは、今度また民間のビジネス、まさにセキュリティのレベルについても基本的には

品ぞろえの一つなので、そこを超えてＩＰＡがあのタイミングで何かいえるかというと、

やや難しい。我々も今ああでもないこうでもないとやっていますから、いささか、ご期待

については大変そのとおりだと申し上げて、もっとそういう意味では目にみえる形で活動

していいと思いますけど、何ができたかというと、21年度の活動としてあの報告書をやり、

あれをローンチしてコンファレンスをやってということ以上に何かできたかというと、な

かなか難しいなとは思いますけどね。ＩＰＡ側に立ってクラウドに関して申し上げれば。

○太田委員 もちろん整理していただいて、連携とってどうなのだと。

○松山分科会長 ということで、多分落ちつき先としては、よく頑張っているというこ

とでＡＡとＢがキャンセルアウトして、みんなＡという評価結果でよろしいかとかと。

ガンブラーの話をどう考えるかで、阿草先生がおっしゃったのは良くわかるのだけど、櫛

木委員なども書いていたように、確かにそれが質的にちゃんと中期計画で書いてあること

を上回って、これでちゃんと体制ができているというのは、突発事故といえば事故だけど、

こういうのでやれているというのは評価しても良いのではないかと思いますが。

○徳田委員 私も今回Ａをつけたのは、タイムリーに色々なツールもジェネレートして

出せたというところが良かったと思っていまして、長期的には本当はセミオートマチック

ぐらいで、理想論は、想定しない何か攻撃が来たときもぱっとすぐ対応可能なように、ま

だそれは研究課題でどなたもできていないのですけれども、手作業で毎回注文が来たら、

これをつくりましたというのは余りにも科学的でないので、本来はセミオートマチックに

できるぐらいにパワーを上げておかないと、より複雑な攻撃が想定されますので。でも、

今回非常にタイムリーにやられたのは、僕は高く評価してＡとしました。

○松山分科会長 経産省以外の省庁になるから比較対象としてはいけないと思いますが、

時期を考えず、業務を強行するような無謀なことをやるところもありますから、あのトラ

ブルは想定されていてそうでしょう。でも対応ができていなかった。

○阿草委員 ７月にやるかという感じでしたね。

○松山分科会長 それもありますが、かつて銀行はみんな対応していた。春にね。

○阿草委員 ４月に。みんな、あれ大騒動でした。

○松山分科会長 というのをやっていて、そういう我が国のマネジメントの中で、こう

いう突発事故に対してちゃんとできている組織というのは、なかなかちゃんとうまく機能

したというのは、僕はそういう意味ですごく評価しています。
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では、全体的にはＡということで、基本的には、説明としてはガンブラーみたいなコー

ドでいうところのものに対して、非常に迅速にそれぞれの対処とかいうのが機動的にとれ

るようになったと判断して、セキュリティ機能はこうやってうまく発揮できたというよう

な形で、急速に押さえ込むことができたというような感じだと思っております。今回はう

まくぱっと押さえられたなというのはすごく評価すべきと思っております。ありがとうご

ざいました。

それでは、次ですが「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」、ここが半分に分かれ

ている。

○阿草委員 これは、僕自身はＢでも良いかと思いましたが、「ＯＳＳ等」とこれだけ

はＢでもいいかなと。ただ、ソフトウェア・エンジニアリングは自分の分野だから、期待

が大きくなるといけないかなと思って、これだけやっていればいいかという程度でＡにし

た。今年何をやったかというのは必ずしも良く見えない感じはします。これだけのことが

できたというような主張ができていない感じがしています。

○徳田委員 私はもうちょっと前向きでして、中期計画にフォロー、フォローとやって

いくと、多分今までどおりエンタープライズ系と組み込みに関して粛々とやっていてＢに

なったと思います。ところが、中期計画に反旗を翻したわけではないですけど、統合しな

いと、よりネットワークにつながったいろいろな家電機器とか出てきていて、完全に切り

分けたままでは絶対よくないと思います。

○阿草委員 私もそこは書きました。人の要素がある。でも、最初からわかっているの

ではないでしょうか。ソフトウェア・エンジニアリングは工学かという問題点があるとい

うことは、結局人の要素が非常に大きいので難しいよということがわかっていたはずで、

そこにやっと行き着いたという感じですね、僕からいうと。

○徳田委員 ちょっとそこへ踏み出したところで、中期計画を粛々とやるＢよりは、僕

はＢ＋＋、２つぐらい＋がついたのでＡにしました。でも、先生のおっしゃられるように

踏み出したことはあるのだけど、その成果が残念ながら21年度はみられなかったなという、

ちょっと迷いました点です。

○阿草委員 何となく感覚的には、AUTOSARがあるからJasParを入れました、向こうも

やるから日本も標準で頑張らないといけない、向こうのよりはこういうところがよかった

とか、ＣＭＵがこうでした、そういうような話ばかりで、まだ外とのキャッチアップに留

まる気がします。そこが何か、日本特有のこういうのにソフトウェア・エンジニアリング
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が出てくるのだということはどこかで欲しいという希望がありますが、それはちょっとぜ

いたくと思って、僕はＡにした。

○松山分科会長 でも、櫛木委員の評価も、「『統合システム』実現と云う情報システ

ムの信頼性・安全性の検討の基礎となる領域を、新しく方向付けしたことを評価。」とい

っている。だから、成果は出てない。

○太田委員 だから、それを踏み出したことは事実ですね。

○東條情報処理振興課長 先ほどの21年度の成果かどうかというのは、それまでの蓄積

の結論ではあるのですけど、東証のアローヘッドとか、JasParのＯＳにしても、今までソ

フトウェア・エンジニアリングで色々開発したツールが実際に社会に実装されて、世界的

な水準の機能と信頼性という形で社会への成果還元になったというのは、これは評価され

てもいいような気もしますが。

○阿草委員 この前、委員長がいわれたことと同じですが、自動車の問題に対してなぜ

発言が一つもないか。それは経産省が止めたのかわからないけど、統計情報を持っている

という意味でのソフトウェアセンターとしての純粋科学的な議論というのは、本当はあっ

てもいいと思います。

○東條情報処理振興課長 そうですけど、あのタイミングでは難しかったと思います。

あそこで私も動けなかった。いわんやＩＰＡが動いたら私はとめていますから。そういう

意味でいえば、ＩＰＡと２月、３月、相当インテンシブに議論をして、もうすぐ何か出せ

ると思いますけど、第三者的な検証のシステムをＩＰＡでしっかりやろうという話の検討

はもう既に21年度の段階で開始をしています。

○松山分科会長 この21年度業務実績評価（とりまとめ案）、ワープロのこれで、東証

の新システムにＩＰＡが開発したシステムの実現ということが、余り明示的にご説明の中

では出てきてなかったような気もしましたが。

○阿草委員 統合システムという意味では議論はあったけど、それ以上のことはありま

せんでした。

○松山分科会長 説明のときなかったですね。統合システムの話は色々されていたし、

組み込みの話は色々議論したし、ということになっているんですが、これは資料のどこか

ら来たのでしょうか。

○東條情報処理振興課長 基本的には説明はさらっとされておりました。東証とかなん

とかという言葉はあったと思いますけれども、しっかりとあの場で、色々これをやりあれ
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をやりという中期計画に基づいて説明する中で埋もれたというのが私の理解です。本来的

にいうと、重要システムインフラの信頼性とかそこに対するツールの提供というのは中期

計画の初年度から取り組んでいて、そこに東証の方にも来ていただいていて、実際、今年

の初めにこのアローヘッドは立ち上がったわけですが、このプロジェクトのツールという

意味でいうと、それはＩＰＡのプロジェクト管理ツールを提供し、作ったのは富士通です

し、プロジェクトマネージしたのは東証ですけれども、そこはＩＰＡのコミュニティのエ

ンタープライズ系のところの色々なツールとか、あるいは開発手法といったものは相当寄

与しているのは間違いないのです。そこは東証に聞いてもＩＰＡの話は出てきますから、

私自身としては、もう少しＩＰＡの説明の中でこういった話をしっかり前に出して説明す

ればよかったのだろうと思っているのですけど、そこはやや網羅的に中期計画に基づいて

超過達成しましたということをいうのが一生懸命で、ここについて必ずしもきれいに皆さ

んのところに残るような形ではご説明できなかったな、残念だなと思って聞いていました。

事務局でとりまとめるときに、もう少し踏み込んでここは書いてあるのですけど、別にや

ってないことを書いているわけじゃなくて、JasParにしてもアローヘッドにしても、これ

は21年度だけの成果ではないのですね。ただ、ソフトウェア・エンジニアリングセンター

を設置して数年間活動してきたものが、ようやくここで結実をしたということ。

それから、先ほど徳田先生からご発言があったように、これからその次のステップに進

む、統合システムに進むわけですけど、その前の組み込み系とエンタープライズ系のある

種一つの卒業試験というか成果としては一定の成果を上げて、ここからは民間でそれぞれ

のものは展開するという、そういう素地をつくったというところは評価の対象としてもよ

いのではないかと思います。だから、21年度というのはそういう節目の年で、今までの２

系列のものが一定の成果を上げ、次の統合システムというものに踏み出すという大きなか

じ切りをした年度ということで、中期計画を実施しただけとの評価では如何かと。

○太田委員 東條さんのおっしゃるように、そういった文脈の中でメリ張りがないから、

結局ベタと、新聞記事でいうベタ記事をぱらぱらやって、これはすごい、すごい、すごい

と理事がいうだけで、もう一回読み解かなきゃいけない。

それと、僕もこれに書きましたけど、僕はかねてから事故調みたいなのが必要だといっ

ているのですが、いい報告書が出ているのに、なかなか世の中に出てきてない。あれだけ

個別の事故をきちっと調査して─結局何がポイントかというと、僕なんか素人的に普通の、

当たり前のことで、システムの要求仕様決定時に双方の合意・確認、これは当たり前。あ
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と、実験をするとか、必ず人間が判断するところを作るとか、大まかにしかみてないので

すが、そういうのをぱっと改めて、当たり前なのだけれども、それがＩＰＡのこんな調査

でわかりましたというところへもっていかないと、こういう報告書はいっぱいあるのだけ

ど、それを社会に教えてあげるという努力が足りないのかなと。

○東條情報処理振興課長 なかなか難しいのですよ。システムが危ない。危ないという

イメージを出してもいけないので、そういう意味でいうと、フィードバックがうまくかか

っていいものができたときに、今まで事故調も含めてそういったフィードバックをかけて、

この中でコミュニティとして揉んできた結果がこういう形で結実しましたというようなプ

レイアップの仕方をしないと、事前に危ない話はこんな話もあり、こんな話もあるとやっ

ていくことができない。

○太田委員 危ないじゃなくて、それを調査した結果としてね。

○東條情報処理振興課長 ええ。

○太田委員 結構いい報告書が出ているのであれば、それが社会に還元されてないよう

な気がすごくする。まじめにやっているのはすごく評価しますが。

○東條情報処理振興課長 パブリックリレーションズはもうちょっと考えなければいけ

ない。アローヘッドのときにしても、もっとＩＰＡって宣伝してやってもいいような気が

しますが、ここはまたまじめなものだから、東証でどうか。ただ東証の話は、昨今の成長

戦略の中で、システム輸出をして、日本の新しい成長フロンティアという意味でいうと、

これは一つの大玉なので、こういった信頼性を売りにしてシステムを外に売っていくとい

う、このモデルの中にＩＰＡがしっかり貢献をしているという意味でいうと、今までのセ

キュリティ、暮らしの安心・安全、利便性ということに加えて日本の成長のフロンティア

に貢献という意味でいうと、新しい成果の一つのストーリーが紡げた年といえなくはない

のです。それを十分活用しているのか、もうちょっとうまくやれよという太田先生の指摘

はごもっとも。

○松山分科会長 １つ確認したいのは、少なくともＩＰＡさんがまとめられた資料の中

に、東証のこの話がどういう形で記述されているのかというのはちょっと確認したいので

すが。それをみてやらせていただきたいと思っていまして、ちょっと「ソフトウェア・エ

ンジニアリングの推進」は後にさせてください。

次ですが「ＩＴ人材育成の戦略推進」、これも私、ＡＡをつけたのは、これは長年やっ

てきたスキル標準がちゃんと形になったという定性的な問題と、小学生から受けられるの
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を作ったからたくさん鍛えようという話もありますが、ただ情報関係の色々こういう知識、

資格に関して広く国民、それこそ小学生からおじいちゃん、おばあちゃんまでというよう

な形でやったということがちゃんと国民に受け入れられて、10何％でしたか、どうなって

いるというのは量的にも評価できるかなと思って、これは何でみんなＡしかつけないのと

思いましたが。

○太田委員 私は一人でＢです。もちろん情報処理試験を、そういったＩＴパスポート

もあれして伸びて、6,000万円の黒字でしたでしょうか。31億円で6,000万円ということで、

それは評価したいと思いますが、これは、そのとおり良くやったなというのが私の基準で、

あとは委員長にお任せします。

○松山分科会長 その辺はどうですか。

○阿草委員 ＩＴパスポートで何をするかということが、必ずしも外に余りみえていな

いと思います。こういう試験制度がぽっと出たというだけで、それが、説明を聞けば、極

端にいえばTOEICでも標準化されて、ある種のリファレンスのモデルになっていて、ＩＰ

Ａのパスポート試験の内容が日本のリテラシーのレベルをちゃんとこうするものだという

ことまで主張してくれないと、リテラシー試験をやってたくさん来ましたよといったら、

何かうまい試験をみつけましたみたいな話だと、それは利益の話じゃないですか。そうじ

ゃなくて、ＩＴパスポートで日本のレベルと、それをちゃんと見据えてうまいセッティン

グをしたという主張をして欲しいというのはありますが、でも、そういうことは非常に大

事だし、始めたというのを僕は評価します。

○東條情報処理振興課長 そういう意味でいうと、高専とか大学とか私学の協議会も含

めてＩＴパスポートの普及協議会というのもできましたので、まさにそういう専門学校と

大学、企業の初年度研修みたいなところを横串にしてリテラシーの水準を決めていくとい

う意味では、シラバスというのはそういうものとしてつくっていますし、おっしゃるよう

に、またこれもパブリックリレーションということでいえば十分でないと。

○阿草委員 受験者数の増加だけでは意味がない、これはいい試験を発明したと考えま

す。

○松山分科会長 そう思います。パスポート試験、名前はどうであれ、情報関係のとこ

ろで我々が世間に対して改めなきゃいけない、改革しなきゃいけないのは、情報関係は難

しくて変な言葉がいっぱいあって良くわからないですよねということで、すべて終ってし

まう。入り口のところでやっている。そういう意味では、もっと門戸開放して広く国民の
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人たちが触れ合っていくというところの取り組みというのは、僕はすごくいいことだと。

時間はかかりますけどね。例えば霞が関にしたって、絶対そうだと思います。電子制御何

とかって、情報関係は何かわけがわからぬから専門家で適当にやれとか、そんな金使って

はならないとかいう話だけで、情報処理とかそういうのに関する理解が国の中で育ってな

いという反省はすごくあって、そういうことに関して、これではいけないということでこ

ういう試験制度をやられたと、僕はそう理解しています。だから、本当はそういうポリシ

ーとか戦略を語ってくれて、その成果が出ましたと説明していただくと非常にこちらも気

持ちよく聞けるのですが。

○阿草委員 でも、よくやっている。

○松山分科会長 よくやっているのは、やっていると思います。

○阿草委員 ＡＡはやはり甘いのではないでしょうか、ＩＴパスポートが一発当たった

からといってＡＡ評価では。

○松山分科会長 そうではなくて、ＩＴパスポートの数量的な話ではなくて、もう一つ

は、僕がずっと評価しているのは、スキル標準をちゃんと決めて、それで試験制度の体系

をおやりになった。これは定性的と僕は思っているのですが、その中でＩＴパスポートと

いうのができたというのが、ようやく去年、前年度になって具体的な形になったなと思い

ます。

○阿草委員 私は、それだったらアジア展開とか、いわゆる単に国だけじゃなくて、広

い視野のことをやったというほうが評価しても良いのでは。

○松山分科会長 でも、それは去年からやっている。

○阿草委員 そう。だから今の話も、ではスキル標準もそうだと。ずっとやっている。

だから、そういう意味では非常に難しいですね、１年度の評価としては。

○松山分科会長 でも、どこかで評価してあげないとかわいそうだという感じがします。

○徳田委員 私は、ナンバーで普及率が82.4％というのはかなり画期的で、大手ベンダ

の中でそこまでいったというのは一個のマイルストーンを達成しているということと、そ

こは少し国際的な視野と、僕が好きだったのは、若い人たち対象に「セキュリティ＆プロ

グラミングキャンプ2009」なんていうのもぽこっぽこっとアイデアを出して、やはり若い

ときからやらないと時期を逸する。そういうものもやっていただけたということに前向き

で、私はＡにしました。

○松山分科会長 わかりました。ということでＡということで、太田先生は如何でしょ
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うか。

○太田委員 結構です。

○東條情報処理振興課長 さっきのソフトウェア・エンジニアリングのところですけど、

一応達成状況の中に例示が入り、主な実績のところで５番目にという形で投入支援をやっ

て、システム開発、運用にSECの成果が活用されたと。

○松山分科会長 ちょっと読ませていただきますと、「東京証券取引所による適時開示

情報閲覧サービスのシステム開発において、問題の早期発見による信頼性向上を目指す

『プロジェクト見える化』手法としてＥＰＭツールが適用されるとともに、次世代株式売

買システムの事後評価にも利用されており、これらに対する導入支援を行いました。」「次

世代株式売買システムの事後評価」って何ですか。

○東條情報処理振興課長 要するにシステム開発部門のマネジメントだけではなく、実

際に実装されてからの運用段階の見直しにも使っている。だから、終わりではなくて継続

的に利用されているとの説明になっております。

○松山分科会長 システム開発と運用・事後評価のところでも使われていますよという

こと。

○東條情報処理振興課長 そうです。それをまとめて、何となくパブリックレレーショ

ンズ的に書くとこんな感じということ。

○松山分科会長 そういう感じでは資料に書いてない。

○東條情報処理振興課長 そういう感じでは確かに書いてない。これがシステム開発と

輸出につながるにはとか、そういうことでなくて、淡々と何をやりましたという形になっ

ていて、コンテクストは表明してある。ただ、実績としてうたっていることはうたってい

る。だから、あとはそれをどう評価するかという中でコンテクストを考えれば、こういう

ことに。

○松山分科会長 東証の案件は、東証さんと富士通さんと一緒になってアローヘッドを

開発して、その運用評価も行いましたと、そんな感じなのですか。

○東條情報処理振興課長 そんな感じです。そこの「一緒になって」というところの一

緒になってのウエートづけで、３本の柱の１つだとまでいうとちょっと言い過ぎのような

気もしますけれども。

○阿草委員 それは東証、いろんなところでテレビとかも出たじゃないですか。何万件

処理できて、ちゃんと動いたと。そのときにＩＰＡは、ニュースには余り出ていませんで
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した。

○東條情報処理振興課長 そこは前に出るという判断と、前に出ないところが奥ゆかし

いという判断もあると思いますが。

○阿草委員 日本の総力を結集してやったから、ちゃんと予定どおり動いたのだという

のは、ニュースにはなかったですよね。この前のトラブルよりは、何倍売って順調に動き

ましたというニュースは。

○松山分科会長 ですから、トラブルの話のほうを頭に皆もっていて、東証といえばト

ラブル。

○東條情報処理振興課長 そこはアローヘッドで変わっていくと思いますけど、そのと

きにＩＰＡが、あれは私の手柄ですとどこまでうたうか。独立行政法人としての立ち位置

もあれば、東証と開発した富士通に花をもたせるという判断はあるのだと思いますけど。

○阿草委員 一回でもそういうのでニュースに出たら、評価も上げたと思いますが。

○太田委員 我々評価する側とすれば、別に表に出なくても評価すべきは評価すべきだ

と思うのですけれども、やはりわかりにくいというか、その肝のところ。それでしたら、

そのときに、さっきのパブリックリレーションの話じゃありませんが、ちゃんとブリーフ

ィングを記者にしておくとか、何かのニュースじゃなくて囲み記事のときに、実はとか書

いてもらうとか、そういうことだと思いますが。

○阿草委員 そうしないと、次の大きいシステムはＩＰＡに頼みにこないですよね。

○東條情報処理振興課長 ＩＰＡに頼みにこないというか、ＩＰＡにわざわざ頼みにく

る必要はなくて、大きなシステム開発をする人のコミュニティはＩＰＡが、がちっと入っ

ていますし、データは富士通が開発しようが、ＮＥＣが開発しようが、それはＩＰＡのツ

ールあるいはＩＰＡのコミュニティにしっかり根づいた開発が行われる。それぐらいの縁

の下の力持ち的なプレゼンスはあると思います。そこが更に、その向こう側にいるクライ

アントとか消費者とか投資家とか、そういうところにまでは見えていないというのはパブ

リックリレーションの問題ではありますけれども。

○松山分科会長 如何いたしましょうか。

○阿草委員 ソフトウェア・エンジニアリングについてはいいのではないでしょうか。

○松山分科会長 徳田先生はどうでしょうか。

○徳田委員 今ご説明いただいて、松山先生が親委員会などで議論するときも、やはり

今のアローヘッドなりJasParがOSの具体例がマイルストーンとして一応成果を出ているの
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で、私は個人的にはＢとＡかと比較されると、少し前向きな評価で一応Ａという感じがし

ます。今まで、要するにプロ受けの仕事はちゃんとやっていたのだけれども、実際それが

現場で、ベンダさんがちゃんと使ったという、使えるものが一応結実したという意味では

いいかなと思います。ただ、ＩＰＡ自体がうまくそれを説明できてなかったというのが、

やや如何かと。

○松山分科会長 阿草先生いかがですか。ちょっと先へお書きになっていたけど。

○阿草委員 ソフトウェア・エンジニアリングというのが名前と目指すもの、ソフトウ

ェア・エンジニアリングといえばこういうものができるという話とは必ずしもみんながつ

ながらないと思います。業界の知っている人たちはつながるのだけれど、今だと、それこ

そ信頼性だとかなんとかというと、そういうもう少しみえる形にしないと、ちょっと何を

するセンターか判らないのでは。

○松山分科会長 だから特殊集団。

○阿草委員 そこの部分は見えて欲しいのですが、それでも逆にいうと、僕らはよく知

っているから余計にそうなので、特にＯＳＳについては、これはＢかなと。ソフトウェア

・エンジニアリングについてはＡかどうかという感じがあったというのはあります。だか

ら、Ａで全く問題ないと思います。

○松山分科会長 今の特に東証の話は、逆にいうと、経産省からの追加説明、独法の委

員会の方々にもうまく宣伝できるのであれば、ちょっとピックアップしたく思います。だ

から、今いわれたように、ＩＰＡって何をしているかよくわからない、セキュリティって

何かやってくれているみたいなのだけど、全然セキュリティ良くならないよねという話で

トーンが来ているので、東証とか自動車のいろいろ、そういうところの信頼性を、こうや

ってちゃんとこの成果として具体的形にしたのが、21年度の実績、東証は21年度なのです

か。

○東條情報処理振興課長 21年度です。

○松山分科会長 Ａということで。

○阿草委員 AUTOSARも確か企画の辺りまでは頑張っているが、JasParのようにきっち

りちゃんと作って云々はないので、そういう意味では日本がある意味で追い抜いたという

意味では、やはり一生懸命力を入れたから追い抜けたんだと思います。向こうは企画だけ

で騒いでいる間に、日本はそれを追い越さないといけないというので、JasParでものをち

ゃんと作ったという、それは評価できるとは思います。でも、それが皆さんにわかっても
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らえるかというところ。

○松山分科会長 そこです。

○阿草委員 僕らは知っているから、よく頑張っているとかわかりますけど。

○太田委員 今ごろ聞くのも変ですが、JasParは具体的に既に自動車に搭載されている

のでしょうか。

○阿草委員 搭載できる形にまで一応は作ったといっているけど、実際に載っているも

のは全然ないです。大体ソフトができてから数年かかりますから、自動車に載るには。

○松山分科会長 自動車は危ないから載せない。

○阿草委員 ただ、今後そういうものになるというリファレンスのモデルができたので、

それを直しながら使えるものは使いながら。

○東條情報処理振興課長 だから、その上に実装した車、試験車ですけど、それが走る

ところまではいった。だから、そういう意味では今までのいろいろな各社でつくり込んだ

アプリケーションがJasPar－OSの上で動くということは確認をした。

○阿草委員 でも、本当に載せるとなると、桁違いのチェックが入ると思います。

○松山分科会長 命を預かっているので、それは同じです。だから電力業界も、そこで

技術革新が入る余地が物すごく少ないのです。安全性重視でやるから。例えば車載用のＩ

Ｃチップでも、5年、10年ぐらいマーケットで使われているものしか使わないとか、何か

そんな感じみたいです。

○太田委員 では何年もかかるのですか、これを実装するには。

○阿草委員 多分JasPar－OSで本当に動くというのが、JasPar－OSで動いたという、Ａ

ＰＩのちょっとした層だけは使うかもわかりませんけど、本当に動いたとなると数年はか

かるのではないですか。

○東條情報処理振興課長 数年後だと思います。今開発段階に入っているものが市場に

出てくるのはやはり数年かかりますから、少なくとも２～３年はかかるのではないでしょ

うか。

○松山分科会長 もう一つは、JasParの実際のスペック、細かいことは良くわかりませ

んが、例えば電気自動車で色々やっていた、あれはパソコンと一緒だから、モザイク、モ

ジュール構成になります。そういうときに、例えばJasParみたいなやつを一定数で始めよ

うという企業が出てきてもおかしくないと思います。だから、そこはちょっと自動車自身

のコンセプトが変わっているところがあるので、そういう中でこういう組み込みソフトの
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プラットフォームが本当にどう評価されるかというのは、ちょっとみてみないとわからな

いかなという感じがいたします。

○阿草委員 自動車のＯＳはかなり独自で発達していましたから、いわゆるパーツ、ナ

ビなど、何をつくるにしても、それごとにインターフェースを決めて各社向けに作らなけ

ればならなかったものを、こういう標準化をすると、部品メーカーなどは非常に楽になる

と思います。

○東條情報処理振興課長 ＩＰＡがやれるところとしては、ここまでよくやったと思い

ます。ここから先は、各社がどれぐらいそれを使うかということだと思います。

○太田委員 使うか使わないかは各社の判断となりますか。

○東條情報処理振興課長 ただ、各社それなりに投資をこれに、人材を抱えていますの

で間違いなく使ってくると思いますけど、タイミングについてはまだちょっと。

○松山分科会長 同じ話だけど、ご存じかどうかは知りませんが、これも経産省絡みの

事業として、ホーム・オートメーションのプラットフォームでエコネットとか10何年前か

ら実施していて、企業も結構お金を出して色々やって、一応国際標準までとったにもかか

わらず、だれも使わない。エコネット対応エアコンまでみんな各社で作ったが、立ち枯れ

かけていたのです。ところが、今スマートグリッドってことになってますでしょう。そう

すると、家庭オフィスのエネルギーマネジメントといったときに、今度また、せっかくエ

コネットで国際的に標準までとっているから、これを戦略的標準に使って、日本が打って

出てもいいのではないかという動きがまた起こってきていて、１～２年前まで死にかけて

いたがちょっと見直しがかかっている。何かそんな感じで。プラットフォームとかいうの

は、ビジネスに直結することはなかなか難しい。

○阿草委員 自動車は結構早いのではないですか。部品の国際調達が進んでいるから、

どこかでインターフェースしてくれないと安くできない。

○松山分科会長 それはあるかもしれない。

では、そういうことで、本日のところは「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」に

ついてはＡということでさせていただいて、「ＯＳＳ等」は、これはＢだろうと思います

が。

○阿草委員 ＯＳＳも、今年特段何かというのはないですよね。

○松山分科会長 ないですね。

○阿草委員 だから、ちょっとどうかと思いまして、着実にやっているという感じです。



- 29 -

○東條情報処理振興課長 まとめのところに書いてありますけど、QualipsoとRubyです

ね。Rubyの国際標準というのがある種道筋をつけたというのは21年度の成果でしょうし、

Qualipsoネットワークの加盟でＩＰＡが国際的なオープンソースのプレデンシャルをつく

るところの大きなプレーヤーだという形で、立ち位置が明確に認知されたというのも21年

度の成果ではあります。それはもちろん21年度に何をやったというよりは、21年度に今ま

で培ってきたものが、そういう形で形になったということではあると思います。

○太田委員 そのファクトはなるほどそうでしょうと。それが将来に向かって、Rubyを

国際標準にして、それは大事な個別の努力はわかりますが、いつも脈絡というか文脈とい

うか、展望というか、一つ一つのべた記事というのはわかるのです、５Ｗ１Ｈでやりまし

たと。でも、これってどういう意味というか、意義というか。

○東條情報処理振興課長 ですかから、ＯＳＳも普及を活発にやっていたときから、そ

れが当たり前に使われるようになって、そのウエートが高くなってきているので、そうい

う意味では意義はどうであってと、逆に成功したゆえに意義は大きくなっている。オープ

ンソースとかオープンソフトウェアの社会的な意義というか意味づけというのは大きくな

ってきます。一方プレーヤーは、活発に相手が旗振っている時代から、企業が自主的にや

る、それをどうサポートしていくかという、ややＩＰＡの位置づけというか、オープンソ

ースを普及し啓発していくところの位置づけが変わってきているので、ちょっと縁の下の

力持ち的にどんどんなっていっているのが逆に事実です。今、そういう過渡期であると理

解しております。

○太田委員 それは松山先生が親委員会に行ったときに、そもそもＯＳＳって説明する

のがなかなか難しいでしょうけど、マイクロソフトから離れるのだとか、どっかから離れ

るからもうちょっと自由な環境の中で、みんなネット上で色々な知らない人が色々なもの

を開発すれば、より社会に役立つ。そういうのを一つ一つやっているのがＩＰＡですとか、

いつもいっているように、隣のおじさん、おばさんにわかりやすいようにきちっと説明さ

れなきゃいけないと思います。そのファクトはRuby、あーそうですね、松本さんがやって

いますねと、この辺の業界ではわかるけど、じゃあそれがどうしたのですかという。

○阿草委員 ある意味でＯＳＳはやめて良いのですか。

○太田委員 逆に？

○阿草委員 今の集中と選択というような話であれば、それだけで十分で、普及で、あ

と、それだったら普通の業務の中の一つでやればいいのか、柱立ててやるからこの部分を
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単独で取り上げ評価しないといけなくなる。

○東條情報処理振興課長 そうですね。だから、そこはまだ完全には、そういう意味で

は今度次の場で、将来の議論するときに議論をいただきたいと思うのですけど、オープン

スタンダードも含めてオープンソフトウェアといっていますが、あれが基本的にセキュリ

ティと信頼性とかぶっています。何でオープンソースを使うのかというと、それはトラン

スペアレントで信頼性が高くて、セキュリティも責任がもてるから、ブラックボックスに

ならないからということなので、実際にＴＲＭをやって、このオープンソースは大丈夫だ

というのも、このソフトウェアを使ってちゃんと信頼性が出せますということをプレゼン

スしている。そういう意味では議論の中で、昨年来の事業仕分けの中で柱を整理していく

ときに、セキュリティと信頼性と人材で整理をして、ＯＳＳというかＯＳＣというのはセ

キュリティと信頼性の一つの大きなコアとして、業務としては、柱立ての流れはその柱を

支えるものとしてある。組織として２つのところに分掌していいというふうには思いませ

んので、ＯＳＣを組織として維持する理由はあると思います。ただ、これがサーブするの

はセキュリティと信頼性だといってもいいのかもしれないのですけど。ただ、そこのとこ

ろはまだ完全には─だから、今４本か３本かというところは、要するに基本的には外にど

ういうふうに説明をしていくかという説明の仕方なので、次の場で、もう少しワールドル

ッキングな場でご議論をいただくときに、頭をそういう形で整理しましょうとなるのかも

しれません。

もうちょっというと、クラウドとかインターネットとか統合システムもそうですけど、

これもやはりセキュリティと信頼性両方に必ずイシューとしてはまたがるので、オープン

ソースとオープンソフトウェアみたいなことを核にしながら、そういう両方またいだよう

な領域について、その業界を束ねてしっかりオールジャパンでそういったものを手当てし

ていくというようなことをやれないかと、今、議論を中でやっていますので、そういった

ような位置づけになるのかもしれません。ちょっとそこも含めて、次のご議論いただくと

きにはもう少し周辺環境もご説明できるような形になると思いますし、そこで改めて柱立

てについてはご議論いただきたいと思います。

○徳田委員 評価は、僕はＢで、非常に粛々とやっておられて大事だと思っていまして、

非常に地道にちゃんとやられているという印象なのですけれども、長期的にやはり世の中

がどんどん進化していって、もうちょっと国内でＮＰＯ的なところがＯＳＳを引っ張れる

ような、何とか協議会じゃないですが、ボランティア組織で本当は成り立って、新しいオ
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ープンソースベースのサーチエンジンだったりオープンソースベースのブラウザーだった

り、それが立ち上がってくるような文化をＩＰＡがリードして醸成してくださる、それが

本当は一番いいと思うんですよね。だから、おっしゃるとおりにセキュリティや何か、信

頼性や何かの根幹はオープンモデルでいくしかないと思います。特に重要インフラになれ

ばなるほど。ブラックボックス、ブラインドトラストでもってくるわけにいかないので。

○阿草委員 徳田先生の今の話というのは、経産省のやる仕事になるのでしょうか。

○徳田委員 だから、経産省からリタッチできて、外に、例えばモジュラーなどがいい

例なのですけど、アメリカはかなり。何が違うかというと、中期計画でこういうものを作

りましょうというのではなくて、より早く人々が、産業界が必要なものやアカデミアが必

要なものを作りましょうという声を、モジュラーなどもオープンイノベーションで、仕様

の設計自体もうオープン・ビッディングみたいな形にして、こういう機能を入れてくださ

いという企業側の要求をどんどんのんでいるのです。そのサイクルを早くするためには、

まだそういう力をもったＮＰＯ的なものがないからいけないのですけど、そういうものを

作り出せる土壌をＩＰＡが作って、それで５年後か何年後かわからないですけど、ＩＰＡ

から卒業させられれば、それが一番成功モデルだと思うのですが。

○太田委員 先生がおっしゃる土壌というのは、学校とか企業の方ですか。

○徳田委員 色々な人たちです。だから、オープンソースは非常に世の中の信頼性とか

重要インフラを作っていく上で大事だと、だから私たちボランティア的に作りますよとい

う、コアになるチームが醸成できれば独り立ちできる。

○東條情報処理振興課長 Linux協会などはそうです。そこに企業がちゃんと目指して

くる。

○徳田委員 そうです。みんなやっているわけです。

○東條情報処理振興課長 日本ＯＳＳ推進フォーラムというのが一応あって、そこでＩ

ＰＡは事務局機能を今、一応果たしているのですが、あそこが今度新しくパソニックも入

って、ややLinuxみたいなもののウエートが大きくなっているので、もう少しすそ野を広

げて─あれはもともと中国のLinuxをたたくというか、そういうやや対応型でやってきた

のですけど、そろそろみんなも使うようになってきているので、それなりのコントリビュ

ーションはグローバルコミュニティでやらなきゃいけないのではないかという議論をされ

る方は多くなって、そういう意味ではあそこをもう少しすそ野を広げようという話になっ

ていますので、今まさに徳田先生がおっしゃるような方向性にうまくもっていければいい
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という思いは、関係者の間で共通してあると思います。

○松山分科会長 ということで、基本的には評価はＢかなと思いますので、どうでしょ

うか。

最後でございますけど、「業務運営の効率化」ということで、ここも評価が３対２ぐら

いに分かれていて、どうするかというところなのですが。

○阿草委員 これは頑張ったのではないですか。

○松山分科会長 太田先生から何回もいっていただいていますが、親委員会でここをＡ

にするということはあり得ないという常識が形成されているような項目になっているとい

うことがあって、他の独法の資料をみると、業務運営のここのところと財務は大体みんな

Ｂですね。

○阿草委員 よくわからないのですが、運営交付金がずっと減らされて同じことができ

ていれば、効率化は進んでいるはずです。

○松山分科会長 だから計画どおり。

○太田委員 間接部門は6.4になっていますから、それは成果があるとは思うのですけ

ど、とってもまじめにやってくださっているのですが、業務運営はやはり、ここは全部関

連するものでね。

○阿草委員 他法人でＡはないのですか。

○松山分科会長 違いますか。

○東條情報処理振興課長 去年は、全体で10ぐらいある中で、Ａが３つ、Ｂが７つ。

○松山分科会長 どこがＡだと。

○東條情報処理振興課長 製品評価機構、ＮＥＤＯと中小機構。

○松山分科会長 日本貿易保険なんかＣです。

○東條情報処理振興課長 日本貿易保険は不祥事があった関係もあります。だから、経

産研、工業所有権情報・研修館、産総研、JETRO、原子力安全基盤機構、石油天然ガス・

鉱物資源機構はＢですね。

○松山分科会長 ベースＢでいっている。

○東條情報処理振興課長 Ａがないというわけではないので、きちんとした理由があれ

ばＡもあります。他省の関係でいうと、ここをＡにしているところは多いですけど、確か

におっしゃるように経産省は、業務運営は比較的厳し目にみていることは事実のようです

が。
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○松山分科会長 ほかの省はみんなＡばかりですね。

○東條情報処理振興課長 ほかの省はみんなＡベースが実態のようです。

○松山分科会長 こういうのをやるから、お手盛りだといって評価でやられる。

○東條情報処理振興課長 だから交付金に関していうと、中期計画に基づいて３％減で

ずっと来ていますので、これ自身は多分、これだけだとなかなかＡにはならないと思いま

す。ただ、債務保証事業を切って、事業の柱を効果的に機動的に見直して、今までの産業

振興的なところとは決別して、セキュリティ、信頼性、人材といった公益的なところに絞

り込んだという、その最終的な決断というか再編成は21年度。実際それが動き出すのは22

年度ですけど、21年度にそういう意思決定を行ったことは事実です。

○松山分科会長 21年度の実績ですか。

○東條情報処理振興課長 21年度です。21年度まで残っていました。

○松山分科会長 何が残っているのですか。

○東條情報処理振興課長 債務保証もまだ残が残っていました。

○松山分科会長 それは政策的な話で期待されていることですね。さっきの地域ソフト

ウェアセンターの話も、マネージできてないじゃないかという話。ホームページで何件ア

クセスがありましたと。でも、こういう評価に関してメリ張りのきいたことはいえないの

ではないかと、広報戦略になってないじゃないかという話もありますね。もう一つ、僕、

Ｃ評価にはならないが、非常によくないなと思っているのは、ＩＰＡが完全に萎縮してい

る。良くわかりませんが、ＩＰＡのこの辺の方々と話をしていても、何か小ぢんまりおさ

まろうというムードが蔓延している組織になってしまったという印象をすごく感じました。

それは何か良くわかりませんが、内部統制とか色々悪いことしないというのは良いのです

が、皆、悪いことしなかったら良いと思っている。だから、いいことをやろうという形の

組織ムードになってないなというのは、僕、これは実は非常に致命的だと思っている。

○太田委員 逆にほかの独法で、そんな生き生きとしてやっているところはあるのかし

らという話。あれだけ予算を絞られて、これやれ、あれやれでは、そればかりになってい

る。

○松山分科会長 ですからＢでいいのでは。

○太田委員 ＰＤＣＡの戦略、ここでもちょっと評価した部分はありますが、いいこと

やっているのに、先ほどの東條さんの話を聞いてちょっとわかってみたら、そこも大事で

すよね。
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○松山分科会長 大事ですよ。だって、国民に対して理解してもらえないと。

○太田委員 そこがないと、一生懸命やったって、やっている、やっていると仲間内で

評価されても、そこの戦略的広報からいったら、そこはある意味ではＣだと思います。な

ぜなら、専門の先生ももう一回聞かないとわからないみたいなところがあるというのは。

○松山分科会長 だから、事業の意味が十分説明できない。だから、マネジメントがそ

ういうスタンスになっていないという感じがする。監査報告においても問題ない、規程に

則って粛々とやっていますとの報告しかない。

○太田委員 監査は前向き問題点を指摘して、業務の向上に寄与させることが大きな役

目。

○阿草委員 でも、独法そのものが、粛々とやるのが独法ではないのですか。

○松山分科会長 だからＢでいいと思います。

○阿草委員 しかし、平均がみんなＢならＢでもいいけど、僕はよくわからないのです

が、ＩＰＡがほかの独法に比べて、頑張っているという感じはします。

○松山分科会長 変な独法よりは。

○阿草委員 そうです。そのときに並べられた点数が、ちゃんとそれがみえるようにし

てあげないと、それはやはりおかしいかと。

○松山分科会長 それもわかります。

○阿草委員 ですから、ほかより僕らもひどいと思っているのなら当然評価をひどくし

ていいが、レベル感というのはそろえておかないと。

○松山分科会長 建前と本音がずれてしまう。一方、継続性というのもある。

○太田委員 やはり見識というのは問われているのですから、逆にいうと。まさに効率

化のところですね。

○松山分科会長 効率化のところ。

○阿草委員 ということは、それぞれやっているのはＡであるが、バックヤードがだめ

だという整理ですか。全体の評価をみると、財務はだめ。

○松山分科会長 いや、だめとはいってない、普通。

○阿草委員 Ｂがだめと。

○太田委員 私はいつもＢが普通、計画のとおりやっている。

○阿草委員 バックヤードはあれで、ちゃんとサービスは一生懸命やっておると、バッ

クヤードは普通、粛々とやっていますねという話ですね。
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○松山分科会長 そう、堅実にやられていますねという。

○太田委員 それは認めます。

○阿草委員 サービスがＡというのは重要だからね。

○松山分科会長 業務のところでも、色々もちろんほかの独法さんに比べたらよくやっ

ているという、そういう相対比較はオーケーですね。だけど、これ、去年Ｂ評価でしたが

今年Ａに変える理由は何だと。

○東條情報処理振興課長 昨年度の評価は、むしろ内部で情報漏えい等々あって、その

中でＡだというのはなかなか、初年度でもあり、そういう事故もあったのでＢはやむを得

ない。

○太田委員 僕は、たしかそこはＣにましたが。

○東條情報処理振興課長 ことしは事故もなく、省下一体となって一生懸命業務に取り

組んでいます、効率化についても業務の見直し等一定の成果を上げています、ここをご評

価いただけないでしょうかということだと聞いています。

○松山分科会長 しかし去年、それがあったにもかかわらずＢにしている。

○東條情報処理振興課長 それがあってＢ評価にされた。

○松山分科会長 Ａにするなら、なぜＡなのかといわれたときどのような説明ができる

のでしょうか。契約方式の見直し条件については、逆にいいますと、入札などは前から一

緒ですし。

○太田委員 あとは、管理業務人件費の比率を7.1から6.4にしたというのがありました

が、それは評価できますが、そのとおりやっていますねということ。

○松山分科会長 前期のときは藤原理事長が元気で内部で裏からヒアリングしますと、

大変な勢いで一生懸命通っているとかいう話があって、効率化などそういうのがあって、

僕としては、ああいう感じで現場の人のヒアリングをやると、根性入れかえているという

キャンペーンがあったので、割と目をつけていた感じがしました。今は余りそういう感じ

がしないです、去年から。徳田先生、いかがですか。

○徳田委員 微妙です。僕もメモがありまして、21年の１月頃、例の問題が起きたのが

あったときに、たしか皆さんの合意があってＢとなったと思うのですけれども、僕個人的

には、ある程度ことしはちゃんと、僕が読んだところは部門横断的なワーキンググループ

とかタスクフォースを置いて、少し工夫をされて業務のやり方を前向きに変えたなという

ことと、彼らがいつも主張する自己収入の増加とか人件費の削減というのは粛々とできて
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いるから、Ｂよりは前向きに改善したなということで、100者ヒアリングですか、それも

ほかの独法や何かは多分やってないと思うのですけど、そういうことも加味して僕はＡに

しました。

○阿草委員 100者ヒアリングは去年もやっていましたね。

○徳田委員 やっていました。ことしは120ってたしか書いてありました。

○阿草委員 ちょっとふえた。

○松山分科会長 20％ふえた。

○徳田委員 独立行政法人は組織の中の枠組みというのは、階層構造や何か余り変えな

いものですか、それは規定されていて、組織の体制はどうなのでしょうか。

○東條情報処理振興課長 そのようなことはないです。

○徳田委員 割とダイナミックに変えてよいと。

○東條情報処理振興課長 変えていいです。

○徳田委員 それは独法のアイデアでやるわけですか。

○東條情報処理振興課長 今回でいうと、ソフトウェア開発センターというのをなくし

て、未踏事業などは人材に一本化をすることを決めました。

○松山分科会長 それは21年ですか。

○東條情報処理振興課長 21年です。だから、21年度で名実ともに実態も含め、体制も

含めて公益的な法人に生まれ変わったのが21年ですと。

○松山分科会長 先ほどいいたかったのはそういう意味ですか。

○東條情報処理振興課長 はい。

○松山分科会長 21年度が新中期計画の１年目ですか。

○東條情報処理振興課長 20年度が１年目です。21年度は２年目になります。

○徳田委員 体制的にはそれに追いついてパラレルになったということですね。開発セ

ンターをなくしてという。

○松山分科会長 逆にいうと20年度はできていなかったのですね。

○東條情報処理振興課長 そうです。20年度はできていないですね。人材育成に統合す

るのは22年度からです。ただ、意思決定をしたのは、体制変更を決めたのは21年度。

○松山分科会長 21年のときには形的には何も変わってない。

○東條情報処理振興課長 これをどう思うかです。22年度のこの体制をつくったのは21年

度の成果になります、運営効率化という意味では。22年度はその新体制での初年度という
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ことで、21年度はそういう体制変更をやった年になっている。

○太田委員 色々あるでしょうけど、いつもこの評価基準、きらっと光ったものがＡと

評価しています。運営・広報の効率化ではそれはないです。とりわけ戦略的広報のところ

では、先ほどからずっといっているように、個別にはご説明があるのだけれども、戦略的

とは言い難い。

○松山分科会長 そういうご意見でいかがでしょうか。

○阿草委員 この随意契約率なども、ほぼ100％みたいなのも、ほかの独法もほとんど

そうなのでしょうか。

○東條情報処理振興課長 それは独法によります。

○阿草委員 非常にいいところはないのですか。完全にオープンになっているという進

みが。

○松山分科会長 逆にＩＰＡは試験があるので、一者応札とか随契とかいうのは数的に

は目立つと思います。

○阿草委員 まだ残っている。

○東條情報処理振興課長 随契はともかく一者応札は残っている。随契はやめましたか

らほぼなくなりましたけど、一者応札は残っている。

○松山分科会長 この辺はずっとやってきているから、ＩＰＡもそうですが、ほかもみ

んなそういうところは、記載している。なぜなら特記事項で書かされているから。

○東條情報処理振興課長 そうでないところは、例えば研究開発、企画入札みたいな形

でやると一者応札が多い。ＮＥＤＯとかは多いですし、ＩＰＡよりも下をみればたくさん

悪いところもありますけが、ＩＰＡが超過達成をして非常に身ぎれいだということでも必

ずありません。

○松山分科会長 実態はちょっと、幾つかＡがありましたが、きちっとやっていますと

いうことでやらせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。そうしますと、Ｉ

ＰＡの全体評価としてはＡとなりますが僕が29日に親委員会で説明するときに、自信をも

って説明できるかどうかということの問題が大切なので。

○太田委員 大体どのくらい持ち時間はあるのでしょうか。

○松山分科会長 全部で15分ぐらい？

○田辺情報処理振興課課長補佐 15分ぐらいだと思います。

○松山分科会長 説明とディスカッション。
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○東條情報処理振興課長 ディスカッション込みでそれぐらいです。

○太田委員 ディスカッションのところが問題ですね。

○松山分科会長 変な言葉づかいで変なことをいうと変な質問が来るので、わけのわか

らない議論になる、ということが過去にもありました。

○徳田委員 前、私たち呼び出されました。

○東條情報処理振興課長 ＩＰＡの話だけではなくて、これが大変です。全く言葉─そ

もそも聞きたくないという人がいる。

○松山分科会長 だから、現実問題そうなっている。

○太田委員 それは変えなきゃいけないですね。

○松山分科会長 そこをどうやってやるための戦略としてという話のところが必要にな

ってきているという時代ですね。今までは、説明ができてなかったのだと思いますが、わ

からないからもういいという。

○太田委員 それはまずいですね。

○東條情報処理振興課長 そういう意味では、ぜひ皆様のお力を拝借しながらやるとい

うことで。

○松山分科会長 では、そういうことで。

（ＩＰＡ関係者入室）

○松山分科会長 それでは、平成21年度の業務評価について報告をさせていただきたい

と思います。

まず、「業務運営の効率化」でございますけれども、非常にいろいろな面にわたって着

実に業務を実行していただいているということで、Ｂということにさせていただきました。

次でございますが、「情報セキュリティ対策強化」につきましては、ご説明をいろいろ

いただいておりますし、実際にそうでありました。ガンブラーに代表されるような予測不

能な事態に対して、ＩＰＡさんのセキュリティセンターのほうが適切な対応をやれるよう

になったということは非常に世の中に貢献したということで、Ａということにさせていた

だきました。

「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」でございますが、これにつきましてはいろ

いろご議論があったところでございます。ＩＰＡさんからのご説明のところでは余り具体

性がなかったのですが、例えば東京証券取引所の新システムであるとか、あるいはJasPar

のリリースというふうなことが具体的な─もちろん、これは長年の成果でございますけれ
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ども、いうところが具体的になったということでございまして、Ａということにさせてい

ただきたいと思います。

次、「情報技術（ＩＴ）人材の育成分野」でございます。これはパスポート試験導入、

あるいはスキル標準と連携した試験制度の体系という話で大幅に組みかえていただきまし

て、当然数値的にも受験者が非常にふえたということもございまして、これも本当はずっ

と長年の成果でございますが、形になったということで、Ａという形にさせていただきた

いと思います。

「開放的な技術・技術標準の普及等」でございますが、これに関しましては国際連携等

あるいはRuby等、世界国際標準という話があるのですが、少しこれ自身のありよう、あり

方ということも考えていくということもあるのかなという議論もございました。成果とし

ては着実にやられているということで、これはＢということにさせていただきたいと思い

ます。

最後、「財務内容の改善及びその他事業運営」でございますが、これは先ほどの議題１

のところでもございましたけれども、地方のソフトウェアセンターの出資等々ということ

も含めて、ああいう形がかなりずっとあからさまになって、ほかの整理ができてきたので

残っているということもあるのですが、そのほかに関しましては非常にうまくマネージし

ていただいているということがございまして、Ｂということにさせていただきたいと思い

ます。

事務局のほうで点数に直してやっていただきますと3.54ということで、総合評価はＡと

いう形になるそうでございまして、今のような形で評価とさせていただきたいと思ってお

ります。

事務局のほう、それでよろしいですね。間違ってないですね。ということです。

以上でございますけれども、理事長のほうから特に何かご意見とかございましたら。

○藤江ＩＰＡ理事長 長時間にわたってのご審議、ありがとうございます。まずは業務

内容を先月やっていただきまして、それから財務内容ということで、松山分科会長初め皆

さん大変お忙しい中、精力的に取り組んでいただきまして本当にありがとうございました。

結果としてＡというご評価をいただきまして、私はまだ７月１日からでございますけれ

ども、そういう意味では前理事長初め各理事、ここにおります理事初め全職員が大変光栄

に思って、これからますます効率化、それによって結果として効果的な結果を出していく

ということに邁進してまいりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
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○松山分科会長 それでは、議事はすべて終了でございますが、事務局のほうから何か

連絡はございますか。

○田辺情報処理振興課課長補佐 １つございます。業務方法書の改正についてご連絡さ

せていただきます。業務方法書の改正に関しましては、経済産業省独立行政法人評価委員

会運営規程第７条に基づきまして、分科会の議決が必要とされているところでございます。

この業務方法書の改正の中身でございますけれども、従来、情報処理技術者試験のうち情

報システムに関する基礎知識及び情報処理システムの開発に関する共通的基礎知識につい

て、いわゆる特区、構造改革特別区域内で実施する講座であって、さらに経済産業大臣が

提供した問題による修了試験、または審査した問題による修了試験等によってこれがうま

くいけば、情報処理技術者試験の一部を免除してきた、こういう特区制度がございました

が、この特区制度が平成21年度の10月、昨年10月でございますが、構造改革特別区域内に

おいて実施することの条件というものを廃止しまして、全国展開するという運びになりま

した。この全国展開になるのは本年10月１日から、特別区域だけではなくて、こういった

基礎知識等々大臣が認定したところの試験を受けた学校等については、情報処理技術者試

験を一部免除するというのを全国展開するということになってございまして、このために、

業務方法書の中身を変更することになります。それは、業務方法書に根拠法令を引用した

りしてこの特区の話が書かれているためなのですが、そういったところの条文の技術的な

改正を行わせてもらいまして、この業務方法書の改正文言等の必要な調整が終わり次第、

分科会でご決議いただきたいと考えておりますので、大変お忙しい中恐縮でございますが、

よろしくご対応をお願いしたいと思います。

以上でございます。

○松山分科会長 ありがとうございます。

一応21年度の業務評価はきょうでおしまいということですが、少しＩＰＡの将来ビジョ

ンとか、なかなか意見交換をざっくばらんにできないという話もありますので、そういう

チャンスをまたつくっていただけたらと。理事長も交代されたということもありますので、

そういう意味で意見交換会はどうかとかいう話がある。またその辺は日程調整をさせてい

ただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上で本日は終わりたいと思いますが、特に何かございますか。よろしゅうございます

か。

それでは、どうも長時間にわたりましてありがとうございました。
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――了――


