
 

- 1 -

独立行政法人評価委員会情報処理推進機構分科会（第２４回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２３年６月２０日（月） １０：００～１２：００ 

 

２．場 所： 経済産業省 別館１０３６号会議室（別館館１０階１０３６号室） 

 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、太田委員、櫛木委員 

 

４．議 題： （１）平成２３年度のスケジュールについて 

 （２）平成２２年度の業務実績評価の進め方について 

（３）平成２２年度の業務実績報告について 

 

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

第24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、お手元にあります議事次第の順番に従いまして進めさせていただきたいと思い

ます。まず、今後のスケジュール、業務実績評価に関することをご審議していただくとい

うことでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、まず事務局から資料の確認等をお願いしたいと思います。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  本年４月１日付で経済産業省情報処理振興課長が東條

から髙橋に交代をいたしましたので、この場をおかりしまして一言ごあいさつをさせてい

ただければと思います。 

○髙橋情報処理振興課長  （着任挨拶） 

○田辺情報処理振興課課長補佐  （資料確認） 

○松山分科会長  それでは、議題(1)でございますけれども、早速ですございますけど、

「平成23年度のスケジュールについて」に移らせていただきたいと思います。事務局、説

明をお願いいたします。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  それでは、資料１に沿って本年度のスケジュールをご

説明いたします。資料１をごらんください。 

 こちらは「平成23年度のスケジュール」でございまして、年度内に予定しておりますＩ

ＰＡの分科会などの日程を記載させていただいております。本年度の事業評価に係る分科

会は、基本的に今回を含めまして２回の開催を予定しておりまして、本日の６月20日と、

次回は７月５日でございます。 

 この進め方は昨年度と同様でございます。年度実績評価以外の事項といたしましては、

参考資料１とあわせてごらんいただければと思いますが、参考資料１というのは、仕分け
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の結果を踏まえた「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」という資料でござい

ます。こちらに、平成23年度内に政府出資金について40億円以上の国庫返納を行う、この

ように記載されております。こちらの参考資料１の一番最後、この表でございます。こち

らの横の表の下の「資産・運営等の見直し」の中にございます。上から２番目に「信用基

金を除く一般勘定の資産についても精査した上で、金額が確定次第、40億円以上の国庫納

付を行う。」、このように書いてございます。本出資金につきましては、主にＩＰＡが独法

に移行する際に、プログラム開発事業による回収金として保有していた資産を政府出資金

として資本金に計上されておりました資産でございまして、従来から主にＩＰＡのツール、

データベース等の原資として充てておりました資金でございます。これにつきましては、

現在、本分科会の委員の皆様にもご協力をいただき、ＩＰＡの事業の今後の方向性に関す

る検討会で、業界団体の方も含めました委員の方々の意見を踏まえながら議論をさせてい

ただきまして、なお必要となるツールやデータベースなどは何であるのか、こういったこ

とを精査した上で、国庫に返還しても差し支えのない額を積み上げて、不要資産として独

立行政法人の通則法に基づく手続により処理する予定としております。 

 この通則法に基づく手続の中に、不要財産の返還申請を受けた経済産業大臣は独法評価

委員会に意見を求めることと定められておりますので、本分科会としてのご意見をいただ

くことを予定としております。本日の分科会では、資料４、横長の「ＩＰＡ」と書いてあ

るＡ３の資料でございます、こちらの資料４のＩＰＡの平成22年度業務実績報告をお受け

いただきまして、参考資料２の評価表、サンプルとしてお配りさせていただきましたこち

ら、例年お配りさせていただいておりますレーダーチャート等ついている資料でございま

すが、こちらの参考資料２の評価表と、別途この評価表に事業実績等を記載させていただ

いております両方をごらんいただきまして、昨年と同様ですけれども、経産省とＩＰＡで

各委員を個別にご訪問をさせていただきまして補足説明を行わせていただきたいと思いま

す。そうしまして、時間がなくて大変恐縮ですが、７月１日までにご意見等をいただき、

事務局にご提出をいただきたいと思います。日程に関しては資料１のスケジュールのとこ

ろに書いてございますので、ご確認ください。 

 また、６月30日までにＩＰＡから、例によって財務諸表、事業報告書というものができ

上がってまいります。これは、提出され次第パブリックコメントにかけさせていただきま

す。次に、７月５日、今年度の第２回でございますけれども、また再度、お忙しいところ

恐縮でございますが、こちらにお集まりをいただきまして、各委員のご意見を踏まえ議論
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をいただき、第25回ＩＰＡ分科会として、この間に平成22年度の事業評価を決定させてい

ただきます。さらに、その１週間強後７月14日に経済産業省の全体の独立行政法人の委員

会、いわゆる親委員会というものが開かれますが、こちら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、何か意見がありました場合には、その

パブリックコメントを踏まえ、分科会としての評価結果について変更の有無があるかどう

かということをご検討いただきまして、親委員会に報告を行うことになります。この場合

には書面審議による対応になりますので、よろしくお願いいたします。 

 昨年度と基本的には同様でございますが、以上、スケジュールに関してご説明をさせて

いただきました。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。 

 よろしゅうございますか。 

 よろしければ、次が議題(2)でございまして、「平成22年度の業務実績評価の進め方につ

いて」ご説明をお願いします。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  次に、平成22年度の実績評価の説明に移らせていただ

きます。まず資料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」という、

明朝体で書いてございますこちらの２枚紙の資料をごらんください。こちらは前回、前々

回、昨年度も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ページ目の1.(3)評価方法と書いてございます(イ)でござい

ますが、こちらに、評価項目は業務運営の効率化、国民へのサービス、財務内容、その他

という４項目を評価の基本としております。(ロ)については法人横断的な評価ということ

で、１枚めくっていただきまして裏になりますけれども、こちらの①から⑤まで、11法人

を横断的に横串的に評価しましょうということでございまして、契約であるとか役職員の

給与、資産の運用活動、欠損金、剰余金の適正化、リスク管理債権の適正化、こういった

ところを法人横断的にみて評価をしましょうということでございます。(ハ)でございます

が、こちらは、評価はＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で行うということ。(ニ)については、

業務運営は20％、国民のサービスは50～60％、財務は20％、もしその他があれば10％の範

囲で比重づけを行うというルールでございます。これが親委員会の基本方針の概要でござ

います。 

 続きまして、これに照らして資料３をごらんください。「独立行政法人情報処理推進機
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構の業務実績の評価基準」ということで配付をさせていただいておるものでございます。

こちらの資料３では、先ほどご説明しました資料２の親委員会の方針を受けまして、ＩＰ

Ａ分科会でどのように評価を行うのかを定めたものでございます。こちらも昨年と全く同

様でございますので簡単にご説明いたしますが、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。ウ

エートについては、それぞれ開放的な技術・技術標準、オープンのところを６％としまし

て、その他の国民のサービスに関してはそれぞれ18％とする、こういうものでございます。 

 続きまして、参考資料２をごらんください。こちらのカラーで印刷してございますレー

ダーチャートがついているものでございます。こちらは、分科会で評価を決定いたしまし

て７月14日の親委員会に提出をいたします評価表の最終的なイメージでございます。本日

の資料外でございますけれども、「平成22年度の実績及び評価」の欄にＩＰＡの事業等を

記載したものを作成いたしましたので、こちらも参考にしながらコメント等をいただけれ

ばと思います。こちらの資料は後ろのファイルの下にもうちょっと分厚く、ちょっと似て

いる資料でございますけど、同様に記載をして配付をさせていただいております。 

 なお、財務の状況につきましては、先ほど財務諸表の件はパブリックコメントにかける

というお話をしましたけれども、こちらも固まり次第送付をさせていただきますので、ご

確認をいただければと思います。コメント様式などにつきましては、この後、メールでご

送付をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 こちらの表の見方ですけれども、めくっていただきますと、２ページ目から「業務運営

の効率化」というところで始まりまして、その後細かく分かれてございますが、左側の個

々の評価事項について、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が並ぶこ

とになります。それに対応しまして、22年度の業務実績はどうだったかという点を右側に

書かせていただきます。ちなみに赤で書いてございますのは、親委員会などから、このよ

うな視点で評価をしてくださいといった指示がございましたので、それをこちらに書いて

ございます。それを参考にコメントを埋めていただきたいと思います。 

 また、前回との変更点といたしましては、その赤以外に黄色いマーカーが赤字について

いるものがパラパラとめくっていただくとございます。この黄色いマーカーを引いてござ

います部分というのは、昨年12月の「独立行政法人の事務・事業の見直しに係る基本方

針」、これは仕分けの結果を踏まえた見直しの基本方針、先ほど横の表でごらんいただき
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ましたが、こういったものの事項とか政独委の二次評価における要請事項、こういった追

加のポイントが示されてございますので、ご注意をお願いしたいと思います。 

 この追加の箇所でございますけれども、こちらについては参考資料２と１枚紙の参考資

料３をあわせてごらんください。政策評価・独立行政法人評価委員会から平成22年度実績

評価についての意見がまいってございます。本年度は、「独立行政法人の事務・事業の見

直しに係る基本方針」における内容及び政独委の二次評価における指摘を踏まえた評価が

求められております。具体的には、昨年と同様、保有資産と内部統制につきましては引き

続き十分な評価を行っていただくよう要請されております。 

 加えてＩＰＡにつきましては、自己収入の拡大に係る取り組みと関連しまして、平成21

年度に認証手数料が減少していることについて評価書上に記載をしていなかったというこ

とから、各業務の実績を踏まえ、年度計画等の達成状況を業務実績報告書で明らかにさせ

た上で評価すべき旨の意見がございました。こちらは参考資料３の裏側の真ん中から下あ

たりに「ＩＰＡ個別事項」と書いてございますが、今ご説明した中身の正確な文章といい

ますか、それが個別事項として記載されておりますので、後ほどご確認をいただければと

思います。この点に関しましては評価書の実績欄において、平成22年度事業計画に数値目

標や促進改善を図ることとしている事項、これらを評価書に実績として記述をし、未達事

項については特記をすることといたしますので、これらをごらんいただきましてご評価を

いただければと思います。 

 以上、簡単ではございますが、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。 

 何かご意見、ご質問はございますか。 

○阿草委員  先ほどの説明で、21年度計画で97％減っているのに見逃しているというの

は、何か説明があって我々が見逃したのですか。余り記憶がないのだけど。 

○松山分科会長  私の記憶は、ここでは議論になっていて、えらく減っていますねと。

しかし、認証は一巡したところがあるので、そんなにたくさん情報処理技術者試験などの

ように毎年百何十万人か生まれて育ってくるというところでなくて、業務が大体一巡した

ところもあるので大幅に減ったというようなことで、多分テープか何かでみたらあるよう

な気がするのですが 

○阿草委員  ということは、記載し忘れたというのを怒られているだけですか。 

○松山分科会長  というふうに私は思っています。多分ご説明は、私はそういう記憶が
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あります。 

○阿草委員  それなら了解です。 

○太田委員  資料３の評価基準は決定事項で、２ページのところでのウエートの配分に

ついては決まったことなので、この線でよろしいですか。いつも新鮮な気持ちで臨むつも

りでありまして、意見として、業務運営の効率化に関する事項は20％なのですけれども、

やはり提供するサービスのほうにウエートづけしたほうが、より細かいところ─業務効率

が大事なことはわかりますが、事業の本分、事業の骨というのはここだと思うので、この

ウエートはずっと高めるべきだといつも僕は思っております。企業でもそうですが、こう

いった新規事業をやることで、それは効率化につながるという意味もありまして、つまり

事業の縮小をして効率化も図りなさいというのはちょっと違うといつも思っております。

ただ、これは決定事項であるのであればしかたないですが、いつも絶えずそういう気持ち

で私は臨んでいますので、改めていつも新鮮な気持ちでみております。 

○熊野情報処理振興課課長補佐  20％については親委員会の決定事項という形でござい

ます。 

○松山分科会長  全独法共通でやっております。 

○太田委員  だから、これをひっくり返すことはできない。 

○熊野情報処理振興課課長補佐  親委員会の変更が必要です。…… 

○太田委員  親委員会はそういう意識をもってほしいです。結局事業が大事です。こう

いうみんな縮小する中で、新しいことをどうやっているかというチャレンジのところが世

の中すごく大事で、別に独法に限らず。それに自動的に効率化とかそういうのは引っ張ら

れるんですよ、余り効率化、効率化ばかりやっていると、親委員会のその意識はちょっと

低いんじゃないかと思います。 

○松山分科会長  親委員会ですが長年の歴史がありまして、何かというと、太田委員は

覚えておられるか知りませんが、制度開始直後の独法の評価委員会というのは、評価基準

すら独法の分科会ごとに違っておりました。ランクづけも違って根拠も違っているという

ところから実はスタートしておりました。それではやはりいかんというので統一基準を示

して、一応何年かやって定着しているというのが今のこのパーセント方式で、こうやって

おります。だから、パーセントのとり方がいいか悪いかというのはこれからの議論だと思

いますが、一応現在の評価としては、この基準ですべての経産省所管の独法が横並びで評

価している形になっています。 
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○太田委員  わかりました。 

○松山分科会長  ほかはよろしゅうございましょうか。 

 非常に重要なポイントで、先ほどもご指摘いただきましたけれども、参考資料１でござ

ますが、先ほどのレーダーシートの参考資料２のところにも書いてございましたけど、一

応ここのコメントなり評価なりも評価の基準に入れて評価をしてくださいということにな

っているというところが今回随分違うということになっていますので、多分前回の分科会

の中でしたか、刷新会議の結果報告会でしたか。 

○熊野情報処理振興課課長補佐  結果報告会です。 

○松山分科会長  その中でお話をしていただいたような形で、先ほどご説明ございまし

たが、一番最後のところにＩＰＡ固有の指摘事項とかいう話がある。だから、これは日付

的に微妙なのは、22年12月７日に閣議決定して、当然それまでにやっていた話なので、22

年度の業務評価結果として反映されるべきだという理解でやってくださいと。 

○熊野情報処理振興課課長補佐  こちらのほうで、個別事項につきましてはそれぞれの

実施すべき期限というのが定まっておりますので、開始についてはできるものからという

形になりますが、例えば期限が切られております２つ目の欄の一番上の資産返還や何かと

いうのは、この時点までにやらなければいけないというご理解をいただければと思います。 

○松山分科会長  例えば一番上、情報セキュリティ等対策の推進、23年度中に実施とい

うことは、22年度はしなくてもいい。 

○熊野情報処理振興課課長補佐  極論しますとそういう形になります。 

○松山分科会長  この「中に」というのは非常に難しいのですが、僕の理解は、23年度

終了までに実施ではないのですね。 

○熊野情報処理振興課課長補佐  そういうことになります。23年度までにはやっておか

なければいけないと。 

○松山分科会長  だから、22年度の業務評価にこれが入るのか入らないのか。 

○佐味ＩＰＡ参事  評価される側がいっちゃいけないのですけど、23年度とか24年度ま

でにやればまあ並みですねということですから、一部こういうのを前倒しで22年度に早速

着手しましたというと、これに対してよりパフォーマンスを上げているという意味では、

22年度の評価でやってもいい。 

○松山分科会長  だから逆にいうと、24年度中に実施とかと書いてあることに関して、

22年度に実績が上がってないからといってマイナスにはならない。 
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○佐味ＩＰＡ参事  ならない。 

○松山分科会長  ということでよろしゅうございますか。 

○阿草委員  「から実施」と「中に実施」というのは、「から実施」というのは、そこ

が終わってないといけないということですか。 

○佐味ＩＰＡ参事  「から実施」というのは、直ちに着手。特に下のほうの取引関係の

業務は、毎年やっていかなきゃいけない話として従来からあるものです。 

○阿草委員  従来はやってなかったから、わざわざ書かれたのですか。一応随意契約見

直しなんていつもやっていましたよね。 

○佐味ＩＰＡ参事  引き続き頑張れという趣旨と理解しております。 

○松山分科会長  でも、例えば11番ですと、出版物の有料化による自己収入の拡大、22

年度から実施と書いてあるので、これは増加していて初めてＢ評価ですね。 

○阿草委員  有料化を１回実施すれば、有料化すれば必ず収入は、今まではゼロだった

らプラスですね、そういう理解でいいのですか。 

○松山分科会長  だから、それは実施すべきだといわれている計画なので、ふえたらＢ

評価ですね。ふえてなかったらＣ評価ですね。そういう解釈でしょう。22年度にふやせと

いわれているのだから、そのいわれたことをふやしたのだから、普通にやったらＢ評価で

すよね。量的に100倍ふえたらＡ評価になるのかＡＡ評価なのか別にして、という解釈。

その辺、今年度はこれがありますので、最後のところでいろいろ議論になるのをちょっと

避けたいんですよね。多分ＩＰＡさん側からしても、これの解釈でいろいろあろうかと思

いますけど、評価をやる前にちゃんと合意をとっておかないといかぬので、もう一遍確認

ですが、例えば今年度以降、だから22年度までに実施というのは別にして、23年度中に、

24年度中にと書いてあることは、それに着手して実績が上がっていたらプラスの方向で早

速とりかかって、これだけ実績が上がっていますよというふうな意味でとらえることはで

きるということ。もちろん100％できていたら大いに成果が上がっている、24年度までに

やることになっていたのが22年度に前倒しでできた、これは大いに評価になるということ

の解釈でいきたい。 

 逆に下の財務関係のところ、22年度中に実施と書いてあることは、実施されていなかっ

たらＣ評価ということになります。実施されていたら、その度合いにもよりますけれども、

実施されていたからといってＡ評価にはならない。もちろん、その量が量的評価でどのぐ

らい大幅に、例えば自己収入ができているかとか、そういう数量が変わるものについては
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Ａ評価とかＡＡ評価とかいうのはありますが、収入が上がっているからといって、直ちに

それが直結してＡ評価というわけではないというふうな理解でよろしゅうございましょう

か。 

 その点が今回いろいろややこしいので、そういう意味で評価していただくときは、この

資料も個別にみていただいて、いつまでとかいう文言に関する統一的コンセンサスをその

ような形でやらせていただきたい。そこはよろしいでしょうか。 

 ちょっと僕、また質問なのですが、今度内訳なのですけど、資料３の２ページ目のＩＰ

Ａの評価をやるときに、去年と同じ、20％の配分の合計40％分、これは共通なので、あと

の60％の割り振り方。開放的な技術・技術標準の普及等という話のところでクラウドの話

をいっていたところがあるような気がするのだけど、参考資料１に戻っていくと、クラウ

ドはやめなさいと書いてあります。05、事業の廃止、23年度中に廃止しろといっていて、

22年度は評価６％、ポイントを配分するのかと、そこのコンセプトはどう考えたら良いの

ですか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  そこは、オープンスタンダードの利用促進事業という

ものは22年まで実施しておりますので、その22年度に行った事業に対する評価というもの

は６％のウエートで行うと。 

○松山分科会長  でも、廃止しろと。次の年に、今年度は廃止しろといわれていること

を一生懸命頑張りましたといったら、廃止に向けて努力してないとして、頑張ってオープ

ン・クラウドして何かやればやるほど、アクティブな成果をやればやるほど、これは何や

っているのと。アクティビティが高くなったらマイナス評価になりますよね。やめるつも

りがないと。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  そこはクラウドというよりは、中期計画に書いてある

オープンの事業に対して、そこをどれぐらい凌駕しているかというところでみていただく

ということになるので、確かにそこはオープン・クラウドと重なり合う部分があって、そ

の部分は廃止に向けてやめるべきではないかというのは確かにあるかもしれませんが、基

本的には22年度の事業は22年度の事業として、どこまでそれの計画上、それよりも大幅に

上回った成果を出しているのかというところは、そこはそこでご評価をいただいて、こち

ら23年度には中期計画上も事業は終了しますし、こちらのオープン・クラウド事業という

ものは、終了する事業のかわりといってはちょっと語弊がありますけれども、新しい事業

の展開として我々のほうからオープン・クラウド事業というものを財務省に要求をし、刷
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新会議でもそういった説明をしてきましたけれども、ある意味刷新会議での議論は、それ

はやる必要なしということでご判断をいただいたので、基本的にはオープンの22年度まで

やってきた話と、この提案書としてのオープン・クラウド環境整備という部分は独立して

いるというふうな整理でお考えをいただきたいと思っています。 

○松山分科会長  しかし、私は余りよくわかってないという。 

○佐味ＩＰＡ参事  要するに去年の仕分けというのは23年度要求に対して行われたので

す。このオープン・クラウドというのは新規要求として出した。ですので、新規要求とし

て出したオープン・クラウドという、特にクラウドに非常に皆さん仕分けの際の議論が集

中して、クラウドというのは民間でどんどん進んでいるじゃないのかということに議論の

大勢が支配されたので、新規要求のオープン・クラウドというのは認めないよというのが

ここに書いてある意味でございまして、22年度までの開放的な標準というのはこれと別事

業でございます。 

○松山分科会長  だから、22年度の開放的なところの中には「オープン・クラウド」と

いう言葉は入ってない。 

○仲田ＩＰＡ理事  入っておりません。これは全く23年度新規事業として要求をしたと

いうことで、22年度までの事業は中期計画にも書かれておりましたし、それはこれからご

説明しますけれども、成果を出して終了した。23年度の新規要求については議論をされた

けれども、これは民間でやれば良いということになって、ＩＰＡでやる必要はないといわ

れたということであります。 

○阿草委員  今のはすごく重要なのですが、例えばオペレーティングシステムは民間で

いっぱい出しています。しかし、オープンなＯＳはやらないといけません。クラウドは民

間がいっぱいやっています。でも、オープンなクラウドはやらないといけないという説明

はできなかったということですか。 

○仲田ＩＰＡ理事  説明はしました。しましたが、そこの仕分けのところでそういう結

論をいただいた。我々は、オープンなこういう標準とかクラウドについても必要であると

いうことで説明しました。 

○阿草委員  クラウドのサービスというといっぱいあるので難しいと思うのですけど、

ではお金があっても、ＩＰＡとしてはオープンをねらうときに、重要でもやらなのですか。

お金がついたらやります、つかなかったらやりませんというのはて何となくおかしく、本

当にオープンが、今からそれが一番大事だと思うなら、オープン技術の中の一部にクラウ
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ドの今後のことを考えたオープンの、いわゆる開放的な技術・技術標準の普及と何とかと

いうのがあるのなら、そこの中にできる範囲のどれかを残さないと矛盾しますよね。お金

を下さい、もらったらやります、もらわなかったらやりませんというと、そもそも君たち

何を考えて手を挙げているのかということにはならないのですか。 

○仲田ＩＰＡ理事  おっしゃるとおりです。要するにオープン・クラウド事業としては

やらないということ。ただ、必要なものはやる。 

○阿草委員  ですから、きょうの話などでも、オープン・クラウドのこういう意味では

だめだけれども、こういう技術は当然研究も進めているし、必要になったらそれの請求に

行きますといっていただければいいのだけど、何かクラウドはバズワードだから、バズワ

ードに乗ってお金をもらおうと思ったら失敗したのでやめますと聞こえるように今の感じ

はするので。 

○佐味ＩＰＡ参事  言い方が間違ったような気がします。 

○仲田ＩＰＡ理事  あくまでも今回の分科会としての評価では、22年度までの事業につ

いてご評価をいただきたいということで、事業がなくなったからといって、この開放的な

ものの評価に影響はとりあえずないと。 

○藤江ＩＰＡ理事長  オープン・クラウドというものについては全く新しいフェーズで

予算要求をしました、しかし、それは民間ということで、その予算要求は拒否されました。

だけれども、我々はずっと開放的なものってやってきているわけで、これから説明します

が、それは、僕はすばらしい成果を出したと思っております。しかし、それはあくまでも

第一ステップの成果だと思っており、それをこれからオープン・クラウドという形で民間

の方が処理しようと何しようと、我々としてはそういうものについては技術をどんどん移

管していきますし、こういう言い方はおかしいですが、民間の面倒もみますと。そういう

ことは予算があるとかないとかには全然関係ないということです。 

○太田委員  そうすると、先ほどこれで、過去の22年度の評価のポイントにしてくださ

い、この表はいつもと違いますというのだったら、この方針は最近なのでしょう。これ、

評価のポイントにすべき項目ではないのでは、逆にいうと。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  実施時期で「22年度中」と書いてあるところ、「22年

度から実施」と書いてあるところはメーンに注意すべき点になります。 

○松山分科会長  財務系はそうですね。 

○太田委員  評価に当たってはこれを大事に、例年と違うので、評価ポイントとしてこ
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れをよく考えてくださいということまではわかったのですが、今のオープンの議論をして

いると、だから、どうそれは今後の事業に影響するのかどうか。 

○松山分科会長  だから、多分これは独法のあり方にもかかわってくると思うんですよ

ね。今、我々がこういうふうな形で上位者な立場で評価委員会を編成しているのは、税金

を運営費交付金としてＩＰＡに差し上げている部分があって、それはこういう事業に使わ

れますよということは決まっている。それと独立にＩＰＡが、例えば民間の方々に手弁当

で集まっていただいて社会的にプロモーションをいろいろやるということは、それは別に

矛盾することではない。ただ、本委員会としては、運営交付金の事業としてやっていただ

いていることに関して、それが評価の対象になりますという意味で考えていただければ良

いのですね。ですから先ほどの話だと、ＩＰＡは、事業としてはオープン・クラウドの産

業整備というのは22年度にはやっておりませんので、当然事業評価の対象になってくるわ

けではありません。ただ、今年度要求していたものに対しては、仕分け委員会のところで、

それはやる必要がないという話になりましたと書いてある。そう考えていただいたらいい

と。もうちょっとシンプルにいうと、22年度の実績の中でオープン・クラウド環境の整備

ということにかかわる事業は行われていないので、評価自身があり得ないというふうにこ

の項目についてはお考えください。 

○太田委員  それ以外のことを６％の中で評価する。 

○藤江ＩＰＡ理事長  要素技術というかそういう形では、それがクラウドにつながるか

どうは別にして、そういうものはやっているわけですよね。だから、それについてはこれ

からも、今日のご説明の中で２点ばかりご説明をさせていただきます。 

○松山分科会長  だから、それはあくまでも従来からやってきているオープンシステム

の基盤技術の展開、標準化とか普及とかいう活動の中でやられている従来の話として考え

ていただいたらいい。もちろん、その共通技術がクラウド化をやるときに使われるという

のは当たり前の話。だけど、オープン・クラウド事業として実施したわけじゃないので、

そういう視点での今回の評価ということではないですよと、そういうふうにお考えいただ

きたい。年度とか立場がいろいろ錯綜してやっているので、ちょっと仕切っておかないと

ややこしいと思いますので。よろしゅうございますか。 

 だから、基本的にはそういう趣旨で、ここの独法の事業見直しのところの具体的指摘事

項も、年度とかそのポイントを踏まえていただいて、我々として今回お願いするのは、あ

くまでも22年度に実施した事業に対する評価をお願いしたいということになっているとい
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うことです。よろしゅうございますか。 

 それでは、ちょっとお時間をとっていただきましたが、方針的には理解ができたと思い

ますので、次に、具体的な議題(3)の業務実績報告ということで理事長から。 

○藤江ＩＰＡ理事長  お時間も押していますのであれなのですけど、私、ちょうど１年

前にＩＰＡの理事長を拝命させていただいて、そのときにまず感じたのは、ＩＰＡという

のは非常に世帯としては小さいと。例えば職員の数とか予算は小さいと。しかしながらい

ろいろなところで、特にＩＴ関係のいろいろなところで、私が思っている以上に活躍して

いるなというふうに思ったんです。ところが、それが、同じ業界にして、何でおれまで届

いてきてないのだろうかと。これは私、自分自身のアンテナが非常に低かったということ

もあるのかもしれないけれども、いささかこれは私自身が非常に奇異に感じたところです。

ですから、ＩＰＡというのがそういう意味で世間様から認知されてないじゃないかという

ようなことに関しては、私、本当にその段階で自分自身認知いたしました。 

 ですから、私が職員の人にお願いをしているのは、プロアクティブな業務遂行は当たり

前の話だし、もう一つは、職員一人一人が広報マンたれと。要するに広報マンとして頑張

れということも非常に重要なことだよということを就任以来いってまいりました。ところ

が、先ほど来お話が出ていますけど、残念ながら仕分けでも厳しいご指摘はあったのです

が、それは確かにそのとおり。しかしそれ以上に、ある意味で誤解とかＩＰＡの説明不足

によってのいろいろなそごがあったということで、ますますこれはもう少し説明不足とい

うのをはっきりさせないといかんなということで、改めてそこでも話をしたところです。 

 その後、私としては少し救いだなと思っておりますのが２つございまして、１つは、今、

産業の国際競争力という意味からいくと、標準化作戦というのは非常に大事なんですね。

この標準化作戦に関しては、180余りの小さい世帯ですけれども、ＩＳＯの国際委員会で

議長とかエディターを８人の人がやらせていただいています。国内委員会でも23人の人が

やっているというようなことで、私自身は、これはやるところはやっているんだねという

意を強くできたというのが１つあります。 

 もう一つは今回の震災です。震災でいろいろＩＰＡの事業も、影響を受けるというか考

えなきゃいけない局面になったわけですけれども、その中で春試験については中止しまし

たけれども、すぐ今週末、それから来月の７月10日と、２回に分けて特別試験をやらせて

いただくということにしました。国家試験ではまれなケースというふうに聞いております

けれども、今までやったことがないといってさんざん怒られたのだけれども、受験料の手
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数料の返還はやりました。これは当然のことだと私は思っています。独法というのはそう

いうところをきちっとできるのがいいところでしょうということだと私は理解して、やら

せていただきました。 

 それ以外にも、例の震災以後にあるようなブログの立ち上げとか、そういうことについ

て我々の職員とか未踏事業のＯＢとか、ああいう人たちにどんどん現地サイトまで行って

やっていただいた。うちの幹部職員も地域の自治体に派遣をして、いろいろなアドバイス、

ご相談を受けて、なおかつコンサルティングの業務をやらせていただいたというようなこ

とで、この辺は自画自賛になるかもしれませんけれども、ＩＰＡも捨てたものじゃないな

というふうに勝手に思っている次第でございます。そういう意味で広報マンということを

私は常にいっておりますので、そういうつもりできょうはご説明をさせていただきたい。

これだけハードルを高くすると、後で、おまえは何をやっているんだといわれるかもしれ

ませんけれども。 

 それでは、資料４で１ページ目です。まず目次がありまして、これが先ほど来のお話の

サービスの質の向上ということで、まずはその１番目が、情報セキュリティ対策の強化と

いうことです。中期計画では、評価項目として「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」ということがうたわれております。これに対しての22年度の主な実

績ですけれども、ここに書いてございますように、①として、22年度はこれまでとは発想

の異なる新しい脅威に対応した、組織の垣根を越えたさまざまな分野の専門家の知識を共

有する場として「脅威と対策研究会」を立ち上げて、年度内には２回開催をさせていただ

きました。これは今でも継続しております。それから「ＩＰＡテクニカルウオッチ」の発

行、これも22年度からでございますけれども発行をさせていただいております。これは現

在までに３回発行をしております。これも継続しております。 

 ②として、Androidのウイルスなどの新たなリスクに対する対応でございます。これは、

ご存じのようにスマートフォンの普及と相まって携帯端末に新たな脅威が出現したという

ことで、これについてＩＰＡはいち早く注意喚起を23年１月にさせていただいております。

これは非常にマスコミの注目も受けまして、ＮＨＫ等でも報道されております。先ほど来、

広報、広報といっておりますけれども、ブログとか動画共有サイトの活用、記者さんに対

しての説明会の実施、今申し上げたような「ＩＰＡテクニカルウオッチ」の発行等で内容

をいろいろ工夫した形で、22年度では前年度に比べますと54.0％増の1,354件というのが

メディアの掲載件数ということになっております。ある意味では飛躍的に伸びたといって
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よろしいのではないかと思っております。 

 もう一件は、これは非常に大事なことなのですけど、③として組み込みシステム、産業

制御システムの情報セキュリティ対策の推進ということで、脅威がそういうふうに高まっ

てきていますから、それに対しての産業用制御システムのスマートグリッド、スマート何

とかというものが今非常に世の中で流布されておりますけれども、そういうものに対して

のセキュリティ対策に向けた取り組みに着手いたしました。これは経済産業省のサイバー

セキュリティと経済研究会での検討にも大いに貢献していると思います。 

 そして私が申し上げたいのは、後、ＳＥＣの項目でも出てまいりますけれども、その２

部門の連携ということが非常に大事だと思っておりまして、そういう意味で７月１日に予

定をしておりますけど組織変更をいたします。今までの現業の技術部をまとめまして、技

術本部というような形で新しい組織をつくってまいりたいと思っています。これは、日本

が今非常に大事にしております─大事というか、これしかマイベビーはないのですけれど

も、システム輸出ということです。これを拡大していかないと日本の道はないよというよ

うなことに関しては、この対応というのは非常に必要だと思っておりまして、これはある

意味で、私はＩＰＡでなければできないというふうに思っております。これが１枚目。 

 ２枚目は、それ以外にセキュリティの関係では、④で国内発である「AppGoat」を公開

した。安全なウェブサイトのつくり方については年間100万件のダウンロードが突破した

というようなことで、このあたりは本当にＩＴの時代が浸透してきたなというふうにも感

激しておりまして、マカフィーの調査報告で「危険なＷｅｂサイトの世界分布2010」にお

いて、「.ｊｐ」が２年連続して世界で最も安全な国別ドメインであると評価されたという

のも、ＩＰＡの成果の一つではないかと思っております。 

 それから、毎年のことですけれども、⑥として2011年の「10大脅威」を公開させていた

だきました。 

 ３ページ目にまいります。強化項目の(2)ですけれども、「中小企業の情報セキュリティ

水準の底上げと国民一般への普及啓発」。この中では、先ほど①として、実績として攻め

の広報活動。私、攻めの姿勢が大事だということを冒頭のごあいさつで申し上げましたけ

れども、楽天サイトに「ＩＰＡ情報セキュリティブログ」を開設して、より親しみやすい

表現で情報セキュリティの最新トピックスを紹介した。広く一般に利用されているYouTub

eで「ＩＰＡ Channel」をつくったということです。こういうことを経て、新聞記事の掲

載、テレビ放映が平成22年度119件、平成21年度は81件でした。ウェブ記事の掲載が151件
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に対して229件ということで、これは特に国民一般の方へ広く情報提供が少しはできたい

のではないかと思っております。 

 ②で、民間主導による中小企業情報セキュリティセミナーを開催ということで、これは

例の独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針。これは長ったらしいので、これから

は、私は見直しの基本方針ということで申し上げますけれども、この中でどんどん民間の

自主的な活動に委ねていくことを進めるというご指導がきちっとございましたので、そう

いう意味の地域の中核団体との連携を深めたということでございます。 

 ③は、中小企業によるクラウドコンピューティングの安全利活用を促進ということで、

これは具体的な手引をつくったということでございます。 

 ページを繰っていただきまして４ページ目でございます。評価ということでいきますと、

中期計画では(3)の「情報セキュリティ分野における国際協力の推進」というのが評価項

目になっております。これは22年度の主な実績の中でいきますと、①、②、③が該当いた

します。１つ目は、クラウドセキュリティに関する国際活動を推進したということでござ

います。 

 ２つ目は、ＣＣＲＡ（The Common Criteria Recognition Arrangement）の加盟国の認

証機関が相互に行う認証プロセスに対して加盟国審査等に貢献した。これは大きく具体的

には、ドイツの認証機関の定期検査とかマレーシアの認証国加盟審査というようなことで、

特にマレーシアの認証国加盟審査では審査のリーダーを務めさせていただいた。 

 ③としては、国際的な評価・認証制度の普及ということで、標準評価用のＩＣカード

（テストビークル）を開発しました。これを日本だけではなくて欧州のコミュニティ、北

米のＣＭＶＰ?等にも提供して、グローバルな貢献をいたしました。 

 (5)でございますけれども、「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」というのが④でございまして、政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準

等の見直しということにＩＰＡの提案が反映されたということでございます。これは政府

機関の情報セキュリティ政策会議で決定されたということでございます。 

 その次に、ここが入れ子になるのですが、５ページ目の(4)の評価項目の「情報セキュ

リティ対策を支える技術的評価能力の向上、分析機能の強化」というところでございまし

て、これについては①として、CRYPTRECの事務局として暗号技術に関する国際的な最新動

向の情報収集を行いました。また運用技術委員会事務局として、次世代の電子政府推奨の

暗号リストの改定に向けて、より現実的な安全性が高い産業を行うための検討を進めまし
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た。 

 ②としては、プライバシー保護について今いろいろな観点がございますけれども、それ

を社会心理学的な観点からいろいろと検討させていただいているということで、特に社会

心理学的観点からみますと、リスク認知と振る舞いに関する実験では、リスクの脅威より

も対策効果を訴えたほうが対策実行意思は高くなるということが明らかになってきたとい

うことで、この辺は今後のセキュリティ対策の中で進めてまいりたいと思っております。 

 以上が情報処理セキュリティの関係です。 

 次、今度はＳＥＣでございます。ＳＥＣの関係は、(1)で「『見える化』をはじめとする

エンジニアリング手法によるＩＴシステムの信頼性確保」ということでございまして、こ

れは私どもの22年度の大きな着手のポイントの中でも非常に特筆すべき話だと思っており

ますので、ちょっと詳しく話させていただきたいと思います。 

 社会インフラ化するＩＴシステムの信頼性課題に対応するため、平成21年度に設置した

検討体制において、中期計画策定時点を想定した個別企業内で取り組む信頼性対策にとど

まらず、第三者が客観的な立場でソフトウェア品質の検証・確認を行う「ソフトウェア品

質監査制度（仮称）」の構築に向けた取り組みを本格化しておりますということでござい

ます。これは今後の高い信頼性とか、私、さっきセキュリティとも共同のミッションだよ

ということを申し上げましたけど、安全性を武器とした日本のシステム輸出の拡大を図っ

ていく上で重要となる、国際的な相互運用性をもつ国内で対応可能な制度構築に向け、着

手いたしました。これは昨年度のトヨタのプリウスの案件などを大きく意識しております。

今後は、経済産業省及び制度の対象として想定される関係ユーザー業界との合意形成を含

めて、平成25年度からの制度運用を目指していきたいと思っております。 

 ②以降でございますけれども、これは22年度の具体的な成果でございますので、形式手

法入門教材を提供したとか、信頼性管理指針を公開した、アジャイル型開発に適した２種

類の契約モデルを公開したとか、組み込みソフトウェア開発でのＣ＋＋を提供したとか、

７ページは以上でございます。 

 今度は８ページでございます。評価項目の(2)でございますけれども、「地域・中小企業

のためのシステム構築手法の提供」ということでございます。まず①といたしまして、21

年度に構築した新たな成果普及モデルである民間自身による自律的な成果導入、普及展開

の拡大に向けて、普及を推進する人材を育成するための教材の整備及び研修の実施等を推

進した結果、民間地域にＳＥＣ成果の受け皿となる組織が育ってまいりました。 
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 ②といたしましては、これが先ほど来のお話の中の有料化ということへの説明でござい

ますけれども、見直しの基本方針の中で普及啓発活動の有料化の拡大ということでござい

ます。これについては、できるところからいち早く見直しに着手して進めております。こ

れは何もＳＥＣだけではなくてセキュリティも全く同じ観点で、できるところから進めて

おります。 

 ここで、８ページの一番右の下をみていただきたいと思うのですが、これがアンケート

でございます。セミナー有料化に伴う参加者の反応。ちょっといいことばかり書いてある

ような気もするのですけど、「有料化に肯定的な意見も寄せられた。」ということでござい

まして、否定的な意見もありましたよということでございます。 

 ９ページでございます。次は(3)「海外有力機関との国際連携」でございます。①とし

ては、今まではフラウンフォーファーだとかカーネギーメロンの話をご説明させていただ

いていたと思うのですが、22年度はそれだけではなくて、米国の商務省（ＮＩＳＴ）、フ

ランス原子力庁に所属するＬＩＳＴとの定期協議及び連携活動を開始しました。両組織と

もＩＰＡの取り組みに対して高い関心を示すとともに、今後の協力体制の構築に非常に前

向きであり、こうした連携を通じ、我が国を代表する公的なソフトウェアエンジニアリン

グ拠点としての地位の確立を目指してまいります。 

 ②でございますが、国際規格にＩＰＡの成果がなったということで、これは国際標準規

格のベンチマーキングだとかプロセス評価だとか要求工学の関連だとかが成立し始めてお

りますので、我が国の中小企業なども非常になじみが出てくる手法がいろいろなところで

認められてきたということで、これは海外から中小企業が直接受注を受けるとか、彼らの

国際競争力の向上に大きく貢献したというふうに自負をしております。 

 今度は、３の「ＩＴ人材育成の戦略的推進」でございます。中期計画では、まず(1)と

しては、産業競争力を強化するための高度ＩＴ人材の育成というところでございます。①

としては、新たな人材育成を容易に行える仕組みづくりに着手したということですが、ク

ラウドなどＩＴの新たな潮流に対応した多様なＩＴ技術者を育成するため、３スキル標準

の違いを意識せずスキル標準を活用できる仕組みに着手しました。これは非常に大事なこ

とです。平成23年度は、これは今年度ですけれども、共通キャリア・スキルフレームワー

クの追補版の公開を目指しております。 

 こういう共通キャリア・スキルフレームワークに準拠した情報処理試験を平成21年度か

ら開始をいたして、ユーザー及びベンダーに共通する知識、スキルを問う試験として、応
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募者も着実に増加をしてまいりました。これはページを繰っていただいて次のページに、

②、③という形で表示がされております。③のＣＢＴ方式によるＩＴパスポート試験につ

いては、システム開発や問題蓄積作業の準備が非常に順調に進んでまいりましたので、若

干予定を早めて、本年の11月にＣＢＴ方式によるＩＴパスポート試験を開始いたします。 

 もう１枚ページが飛んで12ページになるのですが、12ページでうたっておりますのが④

の教育プログラムの整備。これは平成21年度から実施している教育コンテンツプラットフ

ォームや産業界出身の教員の研修計画、実践的インターンシップの運用手順書作成等が着

実に進展してきました。それと、ＩＰＡが主導して５大学について実践的ＩＴ教育講座の

カリキュラムを作成したのですけれども、それを23年度までも含めましてあとまた新たに

５大学を加えて、結局10大学で持続的な講座の実施を自立的にやってくださいよと、それ

の支援を行っております。これは産業界と各界のお見合いの場をＩＰＡがつくっておると

いうことでございまして、意外と、「えっ、そうかい」とおっしゃるかもしれませんが、

私の経験からいってもＩＴ系の学生については、別に批判しているわけではないのですが、

今は入って２年間は使い物にならないというのが業界の定説でございます。ですから、３

年目から使えるということは、先生方には本当に申しわけないのですけれども、冗談じゃ

ないよとおっしゃるかもしれないけど、それは定説です。３年目からということは、２年

間全くコストになっちゃうわけですよね。これは非常に厳しい話のように産業界では思っ

ております。ただ学サイドは学サイドで、冗談じゃない、もっと産業界がおりてきて、自

分たちでその中に飛び込んで企業出身の教員をつくれということをおっしゃっておりまし

て、その辺のミスマッチを正すのはＩＰＡならではのプロジェクトというふうに考えてお

ります。結果として、23年度中には10大学で800名の学生が実践的ＩＴ教育講座を受講す

るということで、多分２年間使い物にならないなんていう失礼な言い方はなくなるのでは

ないかと思っております。 

 ⑤、「ＩＴ人材白書2011」を取りまとめましたということでございます。 

 今度は13ページに行きます。評価項目の(2)「地域・中小企業のＩＴ化を促進する人材

育成」は、2010、2011も人材白書は出したのですが、2010の段階で、中小のＩＴベンダー

においてＩＴＳＳの活用不足という課題が浮かび上がり、中期計画を超え具体化した事業

として、中小ＩＴベンダーのＩＴ人材育成に焦点に絞った表彰制度、「中小ＩＴベンダー

人材育成優秀賞」というものを創設させていただきました。これによって、その優秀な事

例がオープンになり、各企業にとっては大いに参考になるということで、中小ベンダーの
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活性化、ひいては日本のＩＴ力の向上とグローバル人材の競争力強化という形につながっ

てまいると思っております。 

 次は14ページでございまして、(3)「ＩＴのグローバリゼーションへの人材面での対

応」ということでございます。この人材面の対応については、日本のオフショア開発の中

心であるアジアの地域において、ＩＴ人材育成のためのスキル標準の導入というのと情報

処理技術者試験の相互認証、これが車の両輪だというふうに考えております。 

 ①として、ことしはフィリピンにスキル標準の導入支援ということを着手させていただ

きました。 

 また、②としては、22年度から日本の新試験制度と同等の基本情報技術者試験に加えて、

ＩＴパスポート試験をアジア共通統一試験としてスタートしたということでございます。

ＩＴストラテジー分野の英語版教材の提供もいたしました。 

 次、15ページでございます。(4)「突出したＩＴ人材の発掘・育成と活躍できる環境の

整備」ということで、これは①といたしまして、前から若い逸材を幅広く発掘・育成する

ための未踏ＩＴ人材発掘育成事業、セキュリティ＆プログラミングキャンプ、ＳＥＣキャ

ンプといっていますけれども、この両方の事業をやっておりまして、ことしもそれを続け

たということで、両事業の運営は一体化すべきではないかということで両事業の連携を深

めて、いずれにしても突出した人材の育成のための環境整備をやったと。 

 ②、③については、23年３月に発生した東日本大震災、先ほど申し上げましたけど、そ

の復興支援プロジェクトで未踏のクリエーターやＳＥＣキャンプの参加者が大いにそれに

参画して、震災からの復興にも寄与している様子がメディアに取り上げられました。これ

は参考資料にまとめてございますので、ご一覧いただければと思います。 

 次は、先ほどいろいろご議論がございました開放的な技術・技術標準の普及等でござい

まして、もう一つ、債務保証事業の関連もここで説明させていただきます。(1)「オープ

ンなソフトウェアの利用促進」ということに対して、まず１つは、人名漢字を含む日本語

文字コードの統一へ向け、ＩＰＡフォントを拡充いたしました。私、さっき要素的なもの

を２つやらせていただいて、結果が出たということを申し上げましたが、これはパブリッ

ク分野に非常に大きな貢献をする作業だと思っておりまして、住民基本台帳のネットワー

ク、統一基本文字と戸籍統一文字の双方を包含する約６万字が作字され、かつ日本語文字

コードが統一されるため、今後政府の推進する国民本位の電子行政実現に貢献することと

なります。この電子行政の基本方針というのは、つい10日前の６月10日に内閣官房の高度
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情報通信ネットワーク社会推進戦略本部というところで決定されたものでございます。 

 もう一つはＲｕｂｙでございます。Ｒｕｂｙの標準化、23年３月にＪＩＳ化をしました

ということでございます。Ｒｕｂｙ言語は、近年、クラウド環境におけるサービス構築用

の標準言語として注目されているため、早期にＪＩＳ化ができたことは、クラウド環境の

相互運用性の確保のために極めて重要なことです。また、島根県とか福岡県などを中心に、

Ｒｕｂｙを活用して地域の拠点形成の動きを拡大しているところがございますけれども、

そういう地域振興という意味でも貢献したと思っております。 

 以上の２つの要素で、オープン化に対して我が国初であって、かつ将来の社会基盤構築

へ向けた重要な基礎となる業績を複数達成して、中期計画を大きく凌駕する成果を上げた

というふうに自負しております。これは、あくまで２件ともファーストステップなんです

ね。これからＩＰＡフォントをどうやって使っていただくか、パブリックだけではなくて

いろいろな局面で。もう一つ、Ｒｕｂｙの標準化なんていうのも、非常にライトウエート

でコーティングがやりやすいとかなんとかいろいろいわれていますけれども、これをいか

にグローバル展開していくかということが大事なんですね。ですから、そこは今後の政策

とか行政の中で大いに生かしていただきたいと思っておりますし、私自身からいえば、そ

の中でもＩＰＡが活躍する場というのは大いにあると思っております。 

 次にまいります。(2)の「債務保証事業等」ということでございまして、これも先ほど

来いろいろとご説明がございましたが、まず１つ前提条件として、①として、平成19年度

末に一般債務保証制度、平成21年度末には新技術債務保証制度の新規引き受けを終了した

ということで、ＩＰＡの債務保証事業というのは、新規引き受けは全くなくなったという

ことです。そのため、平成22年度においては残余の保証債務の管理の徹底に努めたという

ことでございます。 

 ②として、先ほど来お話がございました信用基金については、見直しの基本方針におい

て、政府出資基金分である90.5億円の平成22年度中の国庫返納というのが求められました

ので、３月29日に返納いたしました。なお、信用基金は一切毀損しておりませんでしたの

で、政府から受けた出資金金額を国庫に返納したことになります。これは余り特筆すべき

ことじゃないかもしれない。普通は、これに利子をつけて返さなきゃいけないというのが

世の中の常識だというふうに思いますので。でも、とにかく国庫にご迷惑はかけなかった

ということです。これにあわせて債務保証残高及び保証債務損失引当金計上額等を勘案し

た結果、債務保証事業の財務的基盤としての旧協会から承継した政府出資金2.3億円も国
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庫返納。これは３月中にやりました。それから、民間の出資金7.2億円も各出資企業に４

月28日にお返しをいたしました。 

 これでサービスのほうの関係は終わりまして、次に、業務運営の効率化ということにつ

いてご説明をさせていただきます。業務運営の効率化では、まず１つ、中期計画では「Ｐ

ＤＣＡサイクルに基づく継続的な業務運営の見直し」ということがうたわれておりまして、

①といたしましては、独法の環境というのはより厳しさを増しているわけですけれども、

何度も出てきておりますけれども、これまでの一連の独法改革の取りまとめとしての見直

しの基本方針が12月に閣議で決定されて、ＩＰＡにおいても真に国で取り組むべき業務以

外の民間移管を基本とした抜本的な業務見直しが求められています。こうした指摘を真摯

に受けとめ、経済産業省とも協議の上、見直しの具体的方向性を整理するとともに、目標

年度を前倒しして、対応可能なものはいち早く実行していくという姿勢で今取り組んでお

ります。 

 ②の「100者ヒアリング」、③の監査等を通じた業務運営の効率化、適正化の推進という

ようなことについても、独立行政法人であるＩＰＡが社会から求められる使命を果たすた

めに、継続的な業務運営の効率化、適正化に取り組んでおります。 

 次は19ページでございます。「機動的・効率的な組織及び業務の運営」ということでご

ざいまして、これは一連の独法の改革に対応した効率的でかつ効果的な組織体制の整備を

進めました。具体的には、市場化テスト等を行って、北海道、東北、九州の３支部を廃止

いたしました。残るは関東、中部、近畿ですけれども、これも23年度中には廃止して、こ

れで地方拠点はすべて全廃になります。逆にいうと、今度は安定的な試験実施を維持する

ための管理等を行う地域統括室を新設して、そこでコントロールをしております。最終的

に一番ＩＰＡが注力していく分野のこれまで以上の横断的とか機動的な取り組みが必要不

可欠になってまいりますので、先ほど来申し上げておりますように、従来の技術部門、セ

ンター、ＳＥＣ、ＯＳＣを統括する技術本部設置に向けた準備、これは７月１日に発令す

る予定でございます。これは19ページの右側の真ん中からやや下のところに、「現行:４部

門体制」から「新体制:２本部制」と。ここに吹き流しが出ておりますけれども、「技術部

門間の業務実施上のシナジー効果に加え、共通的事務作業の効率化や人材部門との連携強

化」も進めていきたいと。とにかくシナジーと連携ということは、非常に大事なＩＰＡの

これからの取り組むべき事業効率化の課題でございます。 

 20ページでございます。「戦略的な情報発信の推進」ということが３にうたわれており
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まして、これも先ほど来何度も申し上げております、メディアの掲載件数が前年度比54.0

％増の1,354件になったというようなことで、ＩＰＡのメディアへの露出が飛躍的に増加

したということでございますが、これはある意味では現場とバックオフィスとの連携がう

まくいき始めたなというふうに私自身は実感をしております。共通の問題意識をもたない

と話になりませんので。それと、職員とか研究員一人一人が広報マンたれということを、

仕分けでもあれだけ厳しいご指摘があったし、我々もそれを大いに心がけていかなければ

いけないということでございます。私を議長とする広報会議を主宰しておりまして、これ

を通して、ただ出すだけじゃだめよと、情報発信の質の向上というのを考えていかないと

ＩＰＡは相手にされなくなるよという話で、それに努めておるつもりでございます。 

 ②といたしましては、我々はこれを「くらし研」と呼んでいるのですが、「くらしと経

済の基盤としてのＩＴ」に着目した研究会、要するにシンクタンク機能を充実させていか

なきゃいけないということでこの研究会を発足させました。これは22年度スタートで、22

年度、23年度の２年間である意味の結果を出していきたいと思っております。その結果を

出して各事業に反映させるということが、何度も申し上げますけれども、国民のためのＩ

ＰＡとか、お役に立つＩＰＡということになりますし、安全安心なＩＴ利用に貢献してい

くということでもあると思っております。 

 21ページにまいります。４番目の評価項目としての「業務・システムの最適化」。①で

ございますけれども、この最適化というのは、情報処理の技術者試験業務とか財務関連の

業務については、ＩＴパスポート試験のＣＢＴシステムの開発が進んで、11月に正式に実

施することになっているということで着実に進展しているということと、業務マニュアル

等の整備等を通じて内部統制の強化及びさらなる効率化に努めてまいりますということで

す。 

 ５番目の「業務経費等の効率化」。業務経費とか一般管理費の効率化は、前年度から３

％以上予算を削り込んでおりますので、外部リソースの有効利用や普及業務の有料化によ

る自己収入の増加にも大いに取り組んでおりますということです。 

 もう一つ、「総人件費改革への取組み」というのが６番目に挙げられておりまして、こ

れは21.1％の削減が見込まれて、中期計画で掲げた目標を現時点で大幅に上回っていると。

これは21ページの右側の真ん中のグラフでございますけれども、12.1％ということで中期

計画に掲げた数字を大幅に上回っている。給与水準についても、ラスパイレスの指数でご

ざいますけれども、95.7ということで適正であることが検証されております。 
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 最後になります。７番の「調達の適正化」という評価項目でございますけれども、私と

か、そこにいらっしゃる監事、それに外部有識者も加え、調達についてはガバナンス体制

をしいております。そして契約の競争性、透明性の確保に徹底して取り組んでまいりまし

た。随意契約は真にやむを得ない案件のみとなっており、一般競争入札への移行や一者応

札、一者応募の改善も着実に進んでおります。こうした見直しや取り組み状況については、

契約監視委員会においても、他の独法と比べて見直しが進んでいるというふうな評価をい

ただいております。今後ともその姿勢を続けてまいりたいと思っております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○松山分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、ご意見、ご質問をお願いします。 

○阿草委員  これは23年度で終わる中期計画ですか。17年から…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  23年度ではなくて24年度です。 

○阿草委員  18年から始まった。違いましたでしょうか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  20年、21年、22年、23年、24年度ですから。だから、しつこいよ

うですけど23年は４年目に当たります。 

○阿草委員  19ページのところで技術本部にするといって、これは業務改善の方向から

いうと、僕は、よりコンパクトな組織というのはオーケーなのですが、３つの柱としてそ

れぞれがセキュリティセンター、ＳＥＣ、ＯＳＣというのは、サービスの柱というのが外

から今度みえなくなる。だから、やはり書き方に少し工夫が必要かと。…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  済みません、これは今の４部門体制を２本部制にしたというので

こういうわかりやすい図にしたのですが、この下には、当然ながら技術本部の中に各セン

ター長がそのままおります。 

○阿草委員  そうですね、ちょっとこのままいくと、何か柱がみえなくなるので、外か

らみえる部分と─だから、この本部でどの部分が改善されたのかきっちりしないと、何と

なくぐじゃぐじゃとしちゃったような感じにみえる。これは評価の対象じゃないですよね。

22年度だから、これは評価の対象外ですね。だから、来年度の評価の対象ですね。 

○佐味ＩＰＡ参事 23年度に向けた準備を22年度から前倒しでやっていますと。 

○阿草委員  22年度は何したかというのは、それはどこでみるのですか。７月１日発足

予定というと。 

○藤江ＩＰＡ理事長  一番のあれは仕分けですよね。仕分けでご質問される先生方は、
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仕分け人の方は、ＳＥＣだとかセキュリティだとか、そんな分け方はしてないわけですよ。

だから、非常にばくっとＩＰＡについてのご質問をされるわけですね。そのときに最低、

技術サイドと人材育成サイド、この２つには分けてないと。みんながそれぞれ勝手な方向

に動いていることはないのですけれども、例えば人材の場合ですと、本部長としてここに

おられる田中理事。そういう意味で今度、まだ発令もしてないのにこんなことをいっちゃ

怒られちゃうけれども、技術本部の本部長には仲田理事になっていただこうというふうに

思っておりまして、発端は、私はそういうところからありました。皆さんにはそれぞれの

思いがあると思うんですけどね。 

○阿草委員  僕は、そういう意味で３つがちゃんとみえるというか、埋没しないような

説明とかいうことに注意していただきたいということだけです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  わかりました。 

○太田委員  理事長も冒頭におっしゃったように、3.11のことなのですけれども、ここ

に寄与したという一文もありますけれども、3.11から月末まで具体的にどういう活動をな

さって、今のＩＰＡの４つの事業、つまりここに寄与したけれども、こういった大震災と

ＩＴが切っても切り離せない社会になっているので、3.11から月末までどういうアクショ

ンを起こして、23年度にどういうつなぎをするのか。これはすごく大事なところなので、

復興への貢献と同時に課題も出てきたと思うんですよ。そういったセキュリティだとか人

材育成だとかいろいろなことで出てきたと思うので、貢献というよりもむしろ課題ですよ

ね。どう抽出して、3.11から月末までの半月しかないからなかなかないでしょうけど、４

月以降いろいろやっていらっしゃると思うのですけれども、非常にこの辺は大事なところ

なので、寄与することはいろいろなことをおっしゃると思うけれども、課題は何だったの

か。それについても、ＳＥＣの４つのコアコンピタンスとどう絡ませて今年度以降やろう

としているのか。それは非常に大事なことなので、ちょっと教えていただければと。 

○藤江ＩＰＡ理事長  細かくはまたそれぞれから説明いたしますが、ＩＰＡらしい対策

ということ、ＩＰＡができること、できないことということで、3.11からすぐ取り組んだ

わけですよね。そうすると、試験だなんだというのは、そんなものはまず延期ですよね。

春試験は、延期というか中止ですよ。手数料を返せというのも、これも当然ですよね。そ

ういうことはすぐアクションできました。 

 課題という意味では、確かにＩＰＡの職員とか研究員とか未踏のＯＢとか、そのネット

ワークというのは大変なものがあるわけですね、東北地方に対しても。それはそれである
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のですけれども、そのネットワークをなかなかＩＰＡがすぐに把握できなかったというこ

と。これは、私は非常に残念な思いをしました。聞けば、例えばあそこにおります羽鳥な

んていうのは、震災の次の日ぐらいから、震災のときのすぐぐらいから大いに活躍してい

るのですけど、そういう話を私自身が聞くまでにタイムラグがあったということ。だから、

ＩＰＡって何やっているのというようなもので、僕自身は勝手にいらいらしていたという

ところは、正直いってございました。ですから、そういう意味のネットワーク、これは何

も震災ということではなくて、いざというときのためのネットワーク。ＩＰＡの中のネッ

トワークは当然あるんですよ、危機管理上からも。だけれども、それをきちっとそれぞれ

のセンター長が把握をして、少なくとも役職員が共通の情報を得るというようなことにす

るにはちょっと時間がかかったかなというふうに思っております。 

○太田委員  震災の対策本部などはすぐつくられたのですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  対策本部というほど大げさなものではございませんけど、私ども

と戦略企画の部長、役員とそれはつくりました。 

○太田委員  ＩＰＡの組織としての情報の共有だとかスピードある情報伝達とか、それ

はちょっと置いておきますね。もっと国民に資する情報社会システムをつくろう、それに

資するというのがここの役割だとすると、ＩＰＡの中のことはもちろんなのだけれども、

この４つの事業で、これからどういうふうにしてそういったことに貢献できるのか。次の

課題ですよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  だから、例えばこの中にも、ご報告の中にも書いてございますけ

れども、現地の被災地の皆さんに対してはブログの立ち上げでは貢献したと思っています。

これはＩＴＳジャパンが一番やったのですけど、通れるマップといって─震災のときに物

資の輸送をやりますよね。ところが、みんな道がこうなっているわけですよ。そこでＧＰ

Ｓを使ったブログ情報をもらって、きちっとこの道は通れる、通れないというのが、今カ

ーナビの航跡からすぐ追えますので、そういうシステムを通れるマップということで国土

交通省などともリンクしてやったんです。これは非常に好評を博したというか、高い評価

をいただいています。 

 そういう中で、例えば我々のほうは通れるマップの中の─また羽鳥さんの話をして申し

わけないのだけど、彼などは現地に行っちゃっているわけですよね。行っていると、そこ

は自転車で動いているわけですね。自転車で動いていると、通れる道と通れない道。だか

ら、一番最後の被災地に行くところの道の情報なども結構彼らはつかめたわけですよね。
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それもそういう中にどんどん反映をしていったというような形で、僕は、それは非常にね。

たまたまそういうことの一端、一翼を担ったということかもしれませんけれども、それな

りにあったなというふうには思っております。 

○太田委員  非常に抽象的な質問で済みません。ちょっと勘どころがまだ私もつかめて

ない。つまり、震災があってクラウドが大事であると。いわゆる住民の個人のカードが必

要だと。それで、クラウドの業者たちが一生懸命今セミナーを毎日やって、クラウドだ、

クラウドだと、わーっとはやし立てているのだけれども、ＩＰＡとして、今の個別のこと

はあるけれども、23年度、24年度にかけて、こういったものに対してこの４つの業務がど

う絡まっていくかという整理をしていらっしゃるのか。だから、ちょっと厳しい質問かも

しれないけど、そこはすごく大事なところで、民間企業はクラウドだ、クラウドだとわー

わー、うちのサーバを何とか使ってねとか。それはそれでいいとしても、ＩＰＡはその辺

の整理整頓をなさって、ちょっと評価と直接関係ないけれども、3.11から月末までどうい

うレッスンがあって、ＩＰＡの４つの事業とどう絡ませていくのかというのを、まさに民

間ができないところを整理していただくと、すごく発信というか…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  それは太田委員のおっしゃるとおりでして、クラウドは予算では

認められてないよと、オープン・クラウドという意味では。だけど、さっき僕が説明の中

でも申し上げたと思うのですけれども、少なくとも開放的な技術という意味でのフォント

とかＲｕｂｙとかいうものは、きちっと予定どおりというか予定よりも早いぐらいに開発

させていただいたし、それを世間様に認知していただくようなこともちゃんとやりました

よと。だけど、あのときも申し上げたけど、それをこれからどうやって生かしていくか。

それの中にはほかの情報システム、制御システム、いろいろなものもありますけれども、

オープン・クラウドという中でもこれは物すごくいろいろ使えるわけですよね。それにつ

いては民間に委ねろというのが仕分けの結果でございますから、私どもはいかに民間の方

をサポートするか。そして民間の方に、こういうこともやったらいいんじゃないのと。た

だ、民間の方は非常にそういう意味ではセンサーが働いておりますから、商売になるとい

うことは黙っていても、おっしゃるようにセミナーを開いてがんがんやっていますよね。

しかし、それで抜けているところというのは当然あるわけでございまして、特に我々のや

ってきた技術のＳＥＣだとかセキュリティだとか人材だとかいうところのはざまみたいな

ところ、これは我々自身だって見落とす場合が物すごくあって、ご指摘を受けるわけです。

ですから、そこのところをＩＰＡというのはしっかりやっていかなきゃいけない。それの
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ためには、技術本部が１つになったほうがいいだろうということもございました。それは

太田委員のおっしゃるとおりでして、大事なことなんです。これをやらないと、ＩＰＡの

次のネタというのが出てこないわけです。それこそみんな民間に任せたらどうという話に

なってしまうと思います。ありがとうございます。 

○仲田ＩＰＡ理事  追加してよろしいですか。１つは、資料４の３ページの一番下です

けれども、「中小企業によるクラウドコンピューティングの安全利活用を促進」というこ

とで、震災に関係なしというか震災の前に利用手引を出しました。これは一般的にクラウ

ドを使うときは、中小企業はセキュリティとか安全に使わなくちゃいけないということで

出しているのですけれども、これを震災対応というか、さらに導入のベストプラクティス

をうちで集めてやろうとしています。ただ、残念なことにまだ現地でそこまでいってない

ので、なかなかベストプラクティスを集めるのがうまくいっておりませんけれども、震災

対応にはこういうことができるんじゃないかというので、まずバージョンをつくりまして、

それから実際の活用事例、あるいはこういうところを注意しなくちゃいけないとか、ある

いはモデル契約書とか、そういうものを順次付加して、こういったクラウドに関してはセ

キュリティの観点からの対応をしていきたいと思っております。 

 それから、阿草先生からご指摘ありましたけれども、もちろん中のセンターはそのまま

維持されますけれども、技術本部ができまして、センター、技術本部の中のタスクフォー

ス、要するにセキュリティだけじゃなくてソフトエンジニアリングも相互運用性も扱うよ

うなタスクフォースを立てますが、その中に震災に強い情報システムというか、これはど

うあるべきかというタスクフォースを立てることを検討しています。今回わかったのは、

クラウドというのはかなり震災に対して強い面がある。特に電源とかどこにデータセンタ

ーがあるかとかいった面もあるので、そういった技術的な面もやります。 

 もう一つは震災対応ですけれども、田代センター長が、自治体に対してこういったオー

プンなソフトウェアの導入というのはもともとやっていたのですけれども、こういったと

きの震災復興に特に自治体クラウドみたいな議論があります。先ほど理事長からあった文

字基盤ですけれども、これは既に総務省のほうから、自治体クラウドにＩＰＡの成果を活

用したいという申し入れがありました。これが日本の多分文字の基盤になると思うのです

けれども、それも含めて、こういった自治体におけるシステムの復興等とか、そういった

点についてもＩＰＡから情報提供したいと思っています。もし田代センター長のほうから

何か追加することがあれば。 
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○田代ＩＰＡオープンソフトウェア・センター長  実際、被災した自治体を回ってくる

ようなこともしたのですけれども、文字基盤は自治体などで使われることを非常に強く想

定しているので、そういった方からいろいろなご協力をいただいたんですね。相当いろい

ろな会話をいろいろな自治体ともっていまして、そういった中でやられちゃったところと

いうのがありまして、そこを訪ねたりして、今後どうしましょうというような話をしてき

たのですけど、被災の状況によってまだいろいろ千差万別でして、個々の対応というのは

もちろんあるのですけれども、いかに効率よく相互依存性なども保った形でそういうもの

を再構築していくということは非常に大事だということとか、あるいは逆に向こうから、

震災の3.11の直後にいろいろなことがあって、やれたこと、やれなかったこといろいろあ

ったのですけどデータとして残したらいいでしょう、協力しますよ、みたいな話もいただ

きまして、記録を残すということは非常に大事だと思いまして、ぜひそういうことはやっ

ていきたいと思います。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

○櫛木委員  私、前からいろいろいわせていただいている中で、いろいろいいことをお

やりになっている。この中に、情報処理が日本に資することは一体何なのかという課題、

意識は物すごくたくさんあるのですけれども、それをできたら１枚に要約して、「ＩＰＡ

が目指すもの」というようなものをパチっとつけていただきたい。こういうものですね。

それが今ない状態の中で読まれちゃうので。これはトップマネジメントの一番重大な責任

だと思うんですよね。 

 これでいけば20ページの右上の中期計画の達成状況、「国民のためのＩＰＡ」というの

が箱の中の一番最後の行にあるのですけど、「国民のためのＩＰＡ」というのを定量的に、

かつそれを産業と国民の２つの分野に分けてぜひあらわしていただきたい。例えば産業と

いったときに、これは絞り込みが必要ですね。だから、もっと絞り込んだ具体的な数値表

現と、この中でもぜひ具体的なトピックスを、この課題を解決したというのをぽんと挙げ

ていただきたい。それは２つ３つで良く、そんなたくさん要らない。２つ３つに絞り込む

という作業がマネジメントの基本にある。それがみえないから、これを形成している課題

認識というのがＩＰＡの重要性というところを非常にわかりにくくしている。例えば産業

でいえば、日本を今牽引しているのは自動車、次は、やはり電機ですよ。それをつくる工

作機械です。これでＧＤＰの３分の１ぐらいカバーされています。海外輸出は３割以上で

す。これが回らないと、冒頭の議論にあったように日本の産業は回らない。 
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 それに対して何で苦労しているかというと、グローバル展開と、情報の関係でいえばさ

らに情報セキュリティですよね。ソニーさんの案件がありましたよね。それだけの産業の

ＧＤＰという比率の中で、情報の占める重要性というのがどのぐらいなのかという定量表

記があって、それでトピックスがこうあって、ソニーさんの課題にはこういう提案をして、

こういう関係をアメリカのどこかのセキュリティ機関と一緒に議論してバックアップした

と、こういうものが出てきたときに、本当にＩＰＡの価値が決まってくる。これが今一番

欲しいＩＰＡに対する我々の期待でもあるんですよね。日本全体もそれを非常に期待して

いるんですよね。 

 かつ国民ということになれば、セキュリティの問題というのは、今爆発的に課題は増強

していますし、国民一人一人にセキュリティの課題が足元に忍び寄っていて、実際に被害

を受けている人が随分ふえている。数値的にもこう来ていますから。そういう中に対して

ＩＰＡが、民間に任せるとはいえ、４ページとか３ページにあったようにグローバルな視

点ですよね。「．ｊｐ」は非常にセキュリティが高い。ところが今、中国はむちゃくちゃ、

ロシアもむちゃくちゃでしょう、あの数値をみたら。そうなると、個人も海外から足元を

揺さぶられているわけですよ。それはわからぬですからね。中小企業になるともっとわか

らぬから、そういうことを強化するのだということはＩＰＡさんがやらないといけない。

だから、むしろ仕分けがあったら、わーっとそのことをいってもらわないと。日本はこう

だけど、中国はこれが来ているから。これは国民には無理ですよ。やはり中小企業では無

理ですよ。大企業も苦戦していますよ。だからやるんだ、だから海外とも手を組んでそれ

を下支えするんだという論理構造、これは全部つながっているんですよね。製造業の話も、

ソフトウェアの管理の問題も、品質管理の管理制度のあり方も全部つながっている。そう

いう意味では、今物すごく重要な情報処理技術の日本自身の礎が問われていると思うんで

すよ。申しわけないですけど、経産省の課長さんはどんどんおかわりになる。やはりその

ときに、こうやるんだというずっしりとした仕組みをもつ、こういうところがそういう論

点をもっていて、それが具体トピックスでだーんと出てきているというようなことで挙げ

られてくるというのがあるべき姿ではないか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  今、櫛木委員のおっしゃったことは、本当にＩＰＡが今後生き残

っていくために一番大事なことだと思います。ご指摘のとおりだと思います。 

 それから、今、会議の前に松山会長ともちょっとお話をしていたのですけれども、いろ

いろ教えていただいていたのですけれども、例えば今、節電計画とかなんとかいったって、
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結局、節電の具体的な数字というのが全然示されてないじゃないかと。ガスが臭いからお

ばさんがガスを締めるのと同じようなやり方しかしてないじゃないかと。要するに情報シ

ステムとしてのマネジメント、電力供給なら電力供給についてのマネジメント、これのシ

ステムというのが全然できてないじゃないかと。これは本当におっしゃるとおりだと思う

んですね。それは今すぐにでも欲しい話なんですね。 

 それから、スマートシティだとかスマートグリッドだとかいうお話の中でも、まず情報

システムありきという考え方がないと。ただ、どっちかというと利便性だとかそういうの

が先に立っちゃって、最初のマネジメントをどうするのか。それは櫛木委員がおっしゃる

とおりなんですよ。だから、そこをやっていくのがＩＰＡだよということを、憲法じゃな

いけどＩＰＡ憲章みたいなものにうたっていく。それをずっと20年、30年やっていたら、

ばかかといわれますから、やはりイノベーションの話ですから５年ぐらいで見直していく。

やはりＩＰＡ憲章というのは僕は必要だというふうに思っていまして、これは赴任したば

かりのときに、このＩＰＡというのは何をもとにしてみんな動いているのといった。民間

ってあるじゃないですか、正しいか正しくないかは別にして、やはりそういう憲章なるも

のが必要だと思っています。 

○太田委員  櫛木さんもおっしゃったように、今さらながらＩＰＡの理念とビジョンと

それに基づく中期計画、もちろん国の施策というのは当然そこに通ってなきゃいけないの

だけれども、２つアプローチがあると思います。さっきの「100者アンケート」とかあり

ますけど、3.11以降、世の中変わっていますので、もう一度虚心坦懐にマーケットに聞く

ということがすごく僕は大事だと思います。それは国民のレベル、中小企業のレベル、大

企業のレベル、当然ステークホルダー、いろいろあると思うのですけど、僕ら評価委員の

ほうもちょっとなれちゃっている部分があって、我々もひょっとしたら国民の目と全然関

係ない議論をしているかもしれない。それはわからないですよ。それはもう一回マーケッ

トに聞くということ。 

 ２つ目は、さっき震災ということを申し上げましたけれども、もちろん理念もビジョン

も事業計画もすごく大事だけれども、ジャーナリストというかメディア出身なのですぐ思

うのですけれども、まず具体的に何に貢献したかということ、理事長の問題意識と同じな

のですけれども。もちろんマスコミ54％増はいいですけれども、もっと具体的に。別にそ

れが30％になっても、そういうふわっとした言い方じゃいけないのですけれども、そうい

うことを具体的に、一つのビッグニュースを出したほうがいいと僕は思います。 
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 ですから、マーケットに聞くことと、さっきからしつこく聞いているのですけど、震災

でＩＰＡはこういうことだぞ、今、課題はこうだということであれば、それを発信してい

くことが、事業計画と同時に僕は大事だと思っています。ということで、事業計画、新し

いビッグニュース。そういうふわっとしたジャーナリズムの言い方でいっちゃいけないの

ですけれども、それがいろいろなものを、ＩＰＡの組織の求心力、また社会から「あー、

そうか」というところ、腑に落ちるような感じがすごくすると思って、そこをもう一回。

僕らも、ひょっとしたらマーケットに聞いてないかもしれない。有料化のアンケートも、

別にいいですよ、それはそれで。もう一回虚心坦懐にマーケットに聞くということも、僕

は3.11以後とりわけ大事かなと思います。そういう中からどういう形でやっていくか。 

○松山分科会長  あと経産省のほうからお話があるようなので、また、財務諸表等の説

明だと思いますが、これから実際に評価の締め切りまでに各委員のところでお話をする機

会があると思いますので、また、もう少し突っ込んだ話はその場でしていただけるかなと

思いますので、本日のところは、一応今のところで質疑というのを終わらせていただきた

いのですが、よろしいでしょうか。 

 では、どうもありがとうございました。 

 今申しましたように、７月５日に本委員会、分科会でございますが開催させていただい

て、そこで例年のごとく、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤをＡＡも含めて決めさせていただくということ

になりまして、14日に親委員会でご審議いただくということのようです。よろしいお願い

いたします。 

 それでは、事務局から連絡事項がありましたらお願いします。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  簡単にご説明します。次回の７月５日の分科会におい

て、ＩＰＡ22年度の事業実績評価のとりまとめのほか、23年度事業実績から適用されるＩ

ＰＡの業務実績の評価の基準の改定についてご審議をいただきたいと思います。 

 第二次中期計画上、開放的な技術・技術標準の普及等のうち、平成22年度をもってオー

プンソフトウェアの利用促進事業が終了いたします。これにつきまして、平成23年度交付

金予算プロセスにおいて、先ほども議論がいろいろございましたが、オープンソフトウェ

アの利用促進を廃止しまして、オープン・クラウド環境整備ということで新規事業を要求

いたしましたが、参考資料１にございますとおり、先ほどの見直しの観点でこの事業の実

施というのが認められておりません。また、オープンソフトウェアの利用促進事業以外の

事業としまして、中小企業経営の革新を実現するＩＴベンチャーへの支援、債務保証事業
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が整備されておりますが、債務保証事業の既契約に係る業務を除き、それぞれ平成21年度

をもって終了しております。このため、来年度に行います平成23年度以降の事業評価にお

きまして、現行の開放的な技術・技術標準の普及というところで６％の比重を置いてござ

いますが、これをそのまま継続するというところが不適当ではないかと思っております。

こちらの６％の配分の仕方については今後ご相談をさせていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。その改正案については、また事務局のほうで作成次第

送付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。 

 その他の連絡事項といたしましては、既にご都合をいただいておりますが、訪問の説明

の日時について不都合等ございましたら、当課までご連絡をお願いいたします。 

 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、以上で本分科会を終了させていただきます。 

 


