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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２３回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２２年８月３日（火） １５：００～１６：００ 

 

２．場 所： 経済産業省 商務情報政策局第１会議室（本館４Ｆ西１右） 

 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、櫛木委員、徳田委員 

 

４．議 題： （１）業務方法書の改訂について 

 （２）その他 

 

○松山分科会長  それでは、定刻より１、２分早いようでございますが、「独立行政法

人評価委員会第23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、お手元に配付されております議事次第に従いまして「情報処理推進機構の業務

方法書の改訂について」、ご審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 また、前回のこの分科会でご審議いただきましたIPAの平成21年度事業評価に関しまし

ては、去る７月29日に経済産業省の独法評価委員会で、分科会の提案あるいは評価どおり

の結果ということでご了承いただきましたということになっています。本件につきまして

は、本分科会終了後、懇談会ということでもう少し具体的な内容についてはご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは、まず最初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  お手元の資料をごらんください。まず表に「議事次第」、続きまして

「委員名簿」、さらに座席表がございまして、その後が資料で、「業務方法書の改訂につい

て」が資料１でございます。１枚めくっていただいてその別添として新旧対照表がござい

ます。その後、参考１で日本地図が書いてありますが、「特区制度を活用している自治体」、

それから参考２が「構造改革特区における特例措置の概要」、参考３として「省令改正等

の概要」、その後は資料２で「参照条文」といたしまして、「独立行政法人情報処理推進機

構の業務方法書」の全体でございます。それから「情報処理技術者試験規則」、こちらは

省令でございます。最後に「平成二十一年経済産業省告示第三百二号」ということでござ

います。 

 以上が資料でございますが、不足等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 
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 以上、資料の確認でございました。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。「情報処理推進機構の業務方法書

の改訂」でございますが、これは以前にもお願いしたことがあるからご存じかと思います

が、独立行政法人の業務方法書につきましては、通則法第28条第１項の規程に基づきまし

て、「独立行政法人は業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなけれ

ばならない。これを変更しようとするときも同様とする」とされておりまして、また同条

第３項の規程に基づきまして、「主務大臣は、第１項の認可をしようとするときは、あら

かじめ評価委員会の意見を聞くこと」となっております。そういうことでございますので、

改訂につきましてご審議をいただきたいということでございます。 

 それでは、最初に業務方法書の改訂案につきまして事務局からご説明をお願いしたいと

思います。 

○田辺課長  それでは、お手元の資料１の１ページ、「業務方法書改訂の経緯と概要」

について示させていただいております。 

 「経緯」といたしましては、平成16年度から構造改革を進め、地域を活性化させること

を目的とした構造改革特区制度の１つ、いわゆる「特区制度」というものですが、この制

度の１つとして情報処理技術者試験、当時でいいますと「基本情報技術者試験と初級シス

テムアドミニストレーター試験」の特例措置を実施してまいりました。 

 この具体的な特例措置の内容としては、構造改革特別区域内で実施する講座であって、

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、これ

らの試験を受けて合格した方に対しては、当該試験の一部免除を実施してきております。 

 これが平成20年の10月から規制改革に伴う弊害が生じていないかなどの観点により、そ

の実施状況について有識者の皆様からなる構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会に

おいて評価が開始されました。この結果、翌年の平成21年２月に特区の推進本部決定によ

り、この試験の特例措置というのは特段問題がないので全国レベルに展開すべしというこ

とが決定されまして、平成21年の10月に省令であります情報処理技術者試験規則の所要の

改正を行って、本年10月から全国展開が始まるものでございます。 

 このために、情報処理推進機構（IPA）の業務方法書の改訂を行う必要が出てきており

まして、この試験の一部免除等の全国展開を伴う省令の改正によって、業務方法書で規程

している手数料の根拠規程、情報処理技術者試験の市場化テストの完全実施を控えて、試



 

- 3 - 

験事務に関する業務委託の基準というものを新たに明確化をさせていただきました。 

 以上が概要でございまして、まず特区制度がどういうふうになっているかというご説明

をしたいと思います。 

 ３枚めくっていただいて参考１で日本の地図がございますが、これまで特区制度を活用

していた自治体が結構たくさんございます。こういったところで情報処理技術者試験の特

例というのを活用してまいりました。 

 その概要といたしましては、次のページの参考２に、①～④まで書いてございますが、

上の段が民間資格の活用がない場合、つまり右下に「民間資格試験提供事業者」と書いて

ございますが、株式会社サーティファイ、プロソフトトレーニングジャパン、専修学校教

育振興会といったところが資格を出している場合が下の段になるのですが、こういうのが

ない場合というのは上の段になっております。 

 上の段というのは、修了試験をIPAが提供して修了試験に合格した人と、IPAの審査を受

けた問題、これは事業者が試験問題をIPAの審査に出して、それに通ったもので修了試験

を実施するというものですね。 

 下の段については、民間資格試験提供事業者が資格試験をしまして、その資格試験に合

格して、なおかつある講座を受けて、最後に修了試験に合格した人は試験の免除を受ける

ことができるわけでございます。 

 縦の段は、今ご説明したとおりでございますが、左のほうは、IPAが問題を提供する場

合で、右の場合はIPAが審査をした問題によって修了試験を実施する場合、この４つの分

類になっておりまして、①の左上の網掛けになっているところ、科目を全部履修した上で、

さらにIPAが出す問題を受けて、その試験に合格した人が午前の試験の免除を受けてござ

いまして、こちらは平成18年に全国展開が終わっております。 

 今回は②～④の網掛けがされていない部分の修了試験と民間資格の試験提供事業者が提

供する問題や資格を活用して、午前の試験の免除を受けることができる規定の種類になり

ます。この３つについて全国展開を行うものでございます。 

 実際にルールの改正がどうなっているかといいますと、次のページの参考３で、これは

簡単に申し上げると、構造改革特別区域法（特区法）の中で規定されている情報処理技術

者試験の特例のルールをそのまま、もともとの情報処理技術者試験の規則の中に埋め込ん

だ形になっていまして、そこが矢印で左上の構造改革特別区域法の一番最初の枠にありま

す「経済産業省関係構造改革特別区域法第２条３項に規定する省令の特例に関する措置及
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びその適用を受ける特定事業を定める省令」と、あと「告示」の中身を、矢印に書いてあ

るとおりに、右下の「情報処理技術者試験規則」の中と「告示」に埋め込んで、足りない

部分については新告示をつくる。 

 こういうふうに全国展開にするということなので、本則である情報処理促進法の枠組み

の中に組み込んだと。これが全国展開に関するルール改正の流れでございます。 

 こういった全国展開の省令は既に改正が終わっておりまして、その施行が本年の10月１

日から行われる。それにあわせてIPAにございます業務方法書を改訂するものでございま

して、この業務方法書の改正を、資料１の３ページの新旧対照表に示させていただいてお

ります。 

 それぞれどういった改正をしたかというのをご説明いたしますと、まず受験手数料の19

条２項、それから３項、左側に下線が引いてございますが、２項の上から２行目「第２条

第５項又は第６項」となっておりまして、その下の３項も「第２条第５項第３号又は第６

項」となっております。こちらが改正後のほうでは削除になってございます。 

 これは、平成20年に初級システムアドミニストレーターというのがなくなって、ITスキ

ル標準に沿った試験体系にかえたわけですが、このときに初級システムアドミニストレー

ターがなくなった関係で、ここの規定に関して手数料を取る必要はなくなったのですが、

この規則は残っていまして、これを今回は修正するものであります。過去の改正によって、

ここの規定はそもそも必要なかったわけですが、それを今回あわせてかえてしまうという

ものでございます。 

 その下に「新設」と書いてございますが、右側の改正後の４項のところは、特区法に定

められた部分でございますが、「機構は、規則第２条第６項第３号の規定に基づき経済産

業大臣が告示で定める問題の認定の申請があった場合又は問題の提供を行う場合には審査

手数料を納付させる」と、審査手数料を受け取る根拠を定めております。こちらが新しく

特区法に基づく試験の全国展開がなされた部分の手当てになります。 

 続きまして第４項は５項にずれているだけで、第５項、一番下の下線が３行にわたって

引いてあるところですが、この５項と、次のページの６項、この２つが特区法の関係のと

ころでございまして、こちらは先ほどの新第４項で手当てされておりますので、それぞれ

削除をしております。 

 さらに次の第７節の「承継業務」というのが真ん中辺にございまして、今回の特区法の

全国展開の話とは別ですが、これまでIPAでやってございました特定プログラムの開発継
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承業務というものがございまして、これが平成20年の１月４日まで附則で、この特定プロ

グラムの開発に関係する対価の回収に係る業務を実施してきたわけですが、これが平成20

年１月５日からその業務自体は終了している。本来の改正であれば１月５日に改正してい

ればいいんですが、この部分も基本的に業務としては終了しているので、今回の改正にあ

わせて削除させていただいております。 

 最後にその下の第３章「業務委託の基準」でございますが、こちらの規定については、

新たに第18条第１項を追加してございます。こちらは参照条文をみるのがわかりやすいと

思うのですが、資料２の３ページの第６節「情報処理技術者試験」というのがございまし

て、第18条「機構は、情促法第７条第２項の規定による試験事務を行うものとする」、こ

れが情報処理技術者試験の事務でございますが、ここについて業務委託の基準として、

「機構以外の者に委託することにより効率的に業務を遂行できると認められ、かつ委託す

ることにより優れた成果が得られることが十分期待される場合には、委託をするものとす

る」と、このように追加してございます。 

 こちらの趣旨は、市場化テストの完全実施を念頭に置いて業務委託を行う場合というの

がありますので、ここにその業務委託ができるというような状態にしてあるというもので

ございます。 

 その下の第２項の件ですが、こちらは直っているところは、４ページの「可能な限り」

となっておりまして、あとは次のページの「開発」となっております。これは、業務方法

書の規定として、「可能な限り」というのは、やや曖昧な表現で、実際ここが基本的には

公募その他競争的な手法を活用して委託に適した企業を募集するというのがまず原則とし

てありまして、そのあと、「ただし、別に定める基準に合致するときは、募集の方法によ

らないで委託する企業を選定できる」と書いてございまして、上に「可能な限り」と書く

必要は特段ないので、ここは明確化をして削除したということと、「開発」を「当該業

務」に修正をしてございます。 

 こちらはプログラム等の開発だけではなくて業務の委託には先ほどの情報処理技術者試

験の業務委託等々もございますので、開発にとどまらずに当該業務ということで、その中

身を明確化させていただいたというところでございます。 

 それは、その下の第４項の「開発」というところも「開発を委託しようとする企業等を

選定するものとする」とございますが、これも「当該業務」ということで、幅を広めてい

るということでございます。 
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 以上が業務方法書の改正の中身でございまして、今般、特区法による情報処理技術者試

験の全国展開というところの修正がメインではございますが、そのついでといってはナニ

ですが、これまで規定として改正する必要があった部分もあわせて改正させていただいた

というところがこの業務方法書の今回の改正の全体でございます。 

 以上でご説明を終了させていただきます。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 それではご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思います。 

 この業務方法書の改訂自身ではないのですが、情報処理技術者試験を今まで特区でやっ

ていたのを全国展開しましょうということと、情報処理技術者試験の実施業務を外部に委

託することができるというふうなポイントだと思っていますが、この辺のところについて

は、正式にはどういっているのかよく知らないのですが、省内での事業仕分け、あるいは

プレイス仕分け等々での議論を踏まえてというふうに理解したらよろしいんでしょうか。 

○田辺課長補佐  特区に関しては事業仕分けとは関係なくやってきたものでございます。

業務委託の部分については、ご指摘のとおり外部に任せられるところは外部にすべしとい

うご指摘もございますので、その部分について業務方法書でも読めるようにして、外に任

せられる部分については外に任せるという規定にしたものでございます。後者の部分につ

いては、おっしゃるとおりです。 

○松山分科会長  そのときに、任せられるものかどうかの判断は、この業務方法書から

みるとどう解釈したらいいんだろうというのが、その辺がみえないんですが、それはどう

みたらいいんですかね。 

○田辺課長補佐  ここは、この中ではコンセプトの部分まで、細かい規定というのはな

されていなくて、一般論として機構以外のところに委託することが効率的な場合は外に委

託しますというところにとどまっているわけですが、ご指摘のとおり、何を外にするか、

何を中に残すかというところについては、ここで明確に定めている状況では確かにござい

ません。 

 他方で、ああいった仕分けの話とか、そういった議論の中で機構が本来やるべき業務が

議論されてきたわけですが、その範囲で、そこでの結果を受けて、外に出せるものはこの

規定を読んで外に業務委託をするという構成といいますか、そういうふうな手続きになっ

ておりますので、すべて仕分けの結果を業務方法書に必ず反映しなければいけないという

ことではありません。 
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○櫛木委員  これは、外に出した、あるいは特区でそういう試験を委託して、それを後

で認定をすることになるのでしょうけれども、それが妥当にやられているかどうかという

ことをチェックする仕掛けについては、この中では何も盛り込まれていないんですか。 

○田辺課長補佐  そこは、業務方法書というよりは省令の規程の中で、経済産業大臣が

認定した資格試験というところで、そこの認定という行為のところできちっとチェックす

ることになっていまして、その認定の事務自体は、試験の実施自体はIPAがやってござい

ますので、IPAがそこをチェックして問題の妥当性ですとか、基本的には問題の妥当性に

なりますが、それが午前中の試験と同等のものであるかどうかというチェックを行うこと

になっていますので、そこは業務方法書ではなくて省令のほうに書いてございます。 

○櫛木委員  なるほど。 

○松山分科会長  後で結構ですが、今の新旧対照表の４ページの下の第24条「業務委託

の基準」のところで、第18条第１項というのを新たに入れられましたよね。先ほどのご説

明のように、今度は資料２の３ページで、第18条の１は、「機構は、情促法第７条第２項

の規定による試験事務を行うものとする」ということで、解釈としてはこの事務を委託し

てよろしいということですね。 

○田辺課長補佐  はい。 

○松山分科会長  それでは事務というのは何だろうと思ってみてみると、４ページの第

20条に「機構は、試験事務を行う場合において、情報処理技術者として必要な知識及び能

力を有するかどうかの判定に関する事務については、情報処理技術者試験委員に行わせる

ものとする」と。そうすると、試験判定とかそういうことも事務という枠の中に入ってい

るんですね。事務ということの、何をもって事務というか、実施をするというぐらいとみ

ればいいんですよね。単に書類を右から左に回すということではなくて、実施するという

ことですね。そうすると、今の業務方法書のところで、字句どおりに解釈すると、実はIP

Aは試験実施をしなくて外部に丸投げすることができるという話になってくる。 

○田辺課長補佐  ここは、業務委託の基準の中では、これらの業務方法書の各条、18条

第１項を含む業務については、その「全部または一部」という書き方ではなくて、「その

業務の一部を機構以外のものに委託することによって効率的にできる場合は、外部に委託

をする」というふうに書いてあるので、通常の法律的なルールで、もし全部を任せられる

というような書き方にするのであれば、「業務の全部または一部を」という書き方になる

のですが、ここはあくまで一部ということなので……。 
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○松山分科会長  24条の業務の一部というところで、どれが一部として適切かというこ

とはIPAなり経産省なりが判断してこれからすればいい。その辺は、先ほど事業仕分けの

中で実施業務、試験問題の作成とか採点業務ではなくて、それがﾚﾃﾞｨになったときの実施

業務を、というところで話が大体ついているというのを踏まえているというのがその真意

ですよというふうに理解したらいいわけですね。 

○田辺課長補佐  はい、ご指摘のとおりです。 

○松山分科会長  ということでございまして、実は、今ご議論いただきましたように、

あとでこれからやるんですが、そういう経緯もございまして、今の18条の１項を入れると

いうことの意味は、なかなか意味深長な部分があるということをちゃんとリマインドして

おきたかったということでございまして、よろしゅうございますでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 それでは、特にご意見もないようでございますので、IPAの業務方法書の改訂について

はご了解いただいたということにさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、分科会といたしましては、議事次第にございますように、本日はその議題だ

けでございまして、あと、分科会としての何か連絡事項というのはありますでしょうか。 

○田辺課長補佐  前回の分科会においてご連絡をさせていただきましたIPAの平成21年

度の事業実績報告に関してパブリックコメントを行うというご説明をさせていただきまし

たが、こちらは７月30日をもちまして意見募集を締め切りました。その結果、IPAについ

ては特に意見等をちょうだいしませんでしたので、追加的にパブリックコメントでいただ

いた中身について分科会でご検討いただく事項は特段派生しなかったということをご報告

させていただきます。 

 以上でございます。 

○松山分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちましてIPAの分科会は閉会とさせていただいて、引き続きましてI

PAの事業等に関する意見交換会をさせていただきたいと思います。 

 なお、進行については情報処理振興課でしていただけるということですので、よろしく

お願いします。 

○田辺課長補佐  それでは、一旦分科会は終了ということで、席の配置も含めて変更を

させていただきたいと思います。ちょっと準備をさせていただきたいと思います。 
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     （座席 設定） 

 「IPA業務の今後の方向性」ということで、セキュリティに関しては、セキュリティ政

策室という担当部署がございますので、そちらの山田室長にも参加いただくということで、

ちょっとお待ちいただければと思います。 

 

 

 

○田辺課長補佐  時間が延長しておりますが、最後に理事長からコメントがございまし

たらお願いいたします。 

○藤江理事長  私も１ヵ月ですから、偉そうなことはいえないし、それまでは企業にい

たわけですから、そうしますと、やはり計画というものは常にフレキシブルに変わってい

くものなんですね。それは、こういうIPAのような性格のところというのは、とにかく５

年間の中期計画というのがあって、それに基づいてというのが基本だということで、私も

レクチャーを受けましたけれども、だからといって、それぞれのここにいるメンバーの人

たちが、それに拘泥しているわけでは全然ないし、やはり新しいことをどんどんやってい

るし、特にクラウドの話というのは、私は矢島さんから大分ご進講も受けました。 

 だから、やはりそういう変わっていくことを可とするというカルチャーをつくっていか

なければいけない。だけれども、どちらかというと、日本人というのは、大体計画が走っ

ていたら余り変えないで、それでうまくいったらそれで一番いいじゃないのというところ

があるから、ただ、今のようなイノベーションの激しいときには、そんなことをいってい

たら大変なことになる。先生方がおっしゃるように大変な、はっきりいって何やっていた

の、この５年間どうしていたのというような話になってしまいますので、そこは我々もう

一度兜の緒を締めるというか、初心に帰ってやらせていただきたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

○田辺課長補佐  ありがとうございました。 

 時間も過ぎたので、そろそろ終わりにしたいと思いますが、特に最後にコメント等、ど

なたでも結構ですが。 

○東條課長  月１でIPAと意見交換の場を定期的に設ける形でしていますので、そうい

う機会を使って、先ほどの宿題は実行したいと思います。 

○田辺課長補佐  それでは、本日は長い時間、大変ありがとうございました。 
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