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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２５回） 議事録

１．日 時： 平成２３年７月５日（火） １７：００～１９：２５

２．場 所： 経済産業省 別館１０３８号会議室（別館１０階１０３８号室）

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、太田委員、櫛木委員、徳田委員

４．議 題： （１）平成２２年度の財務内容について

（２）監事監査報告について

（３）平成２２年度の業務実績評価について

（４）独立行政法人情報処理推進機構の業務実績の評価基準の改正につい

て

○松山分科会長 それでは、定刻ちょっと前でございますけれども、ただいまより独立

行政法人評価委員会、第 25 回になりますけれども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、お手元に配布されております議事次第の順番に従いまして、まず平成 22 年度

の財務内容に関する事項を審議していただきまして、続きまして監事監査の報告、そして

最後に、毎年お願いしておりますけれども、22 年度の業務実績評価に関する事項の御審議

をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

まず議事に入ります前に、資料の確認を事務局のほうからお願いしたいと思います。

○田辺情報処理振興課長補佐 お忙しい中、ＩＰＡ分科会に御出席いただきましてあり

がとうございます。

情報処理振興課の田辺でございます。

それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。

まず表紙、議事次第でございます。

続いて名簿がございます。

その次は座席表でございまして、その次、資料１といたしまして横長の資料でございま

す。平成 22 年度財務内容について。

それから、資料２といたしまして冊子になってございます財務諸表でございます。
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それから、その別冊としまして、平成 22 年度業務実績報告書。

続きまして、その下でございますが、資料３といたしまして独立行政法人情報処理推進

機構の監事監査報告書。

それから、最後に資料４といたしまして、独立行政法人情報処理推進機構の業務実績の

評価基準（案）でございます。

それ以降は参考データを付属してございます。

以上でございますが、不足等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

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

思いますが、よろしゅうございましょうか。

まず議題１でございますけれども、平成 22 年度財務内容についてでございますけれど

も、独立行政法人の財務諸表等につきましては、通則法第 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になっておりまして、主務大臣は、承認の前に

あらかじめ評価委員会の意見を聞くことになっております。

これにつきましては、先月の６月 24 日から 28 日にかけまして、経済産業省とＩＰＡが

各委員のところ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いると思います

けれども、改めてこの場で正式にお諮りをさせていただきたいと思っております。

それでは、内容につきまして、ＩＰＡの藤江理事長のほうから御説明を簡単にお願いし

ます。

○藤江ＩＰＡ理事長 お暑いところ、どうもありがとうございます。

まず今、委員長からもお話がございましたように、詳細については各委員のところへお

邪魔いたしまして御説明を申し上げておりますので、ここでは１ページから４ページで概

略御説明をさせていただきたいと思います。

それでは、早速１枚めくっていただいて１ページでございます。

ここではいずれにしても財務内容の改善、まずは（１）で中期目標に掲げる財務内容の

改善等に関する事項ということで、中期計画的な評価アイテムとしては、自己収入の確保

をしなさい。これは①で、ＩＰＡの自己収入というのは、右の上段の表を見ていただくと

おわかりのように、総額は 39 億 6000 万円でございます。

その大部分が情報処理試験の試験手数料 31 億 8000 万ですけれども、先だっての独立行

政法人の事務・事業の見直し基本方針で指摘された適切な受益者負担の観点も踏まえてと

いうことで、21 年度から成果普及業務の成果物等の有料化をやっておりますけれども、22
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年度からはセミナーの有料化をスタートして自己収入の拡大に努めさせていただきました。

それから、②といたしまして決算情報・セグメント情報の公表の充実ということでござ

いますけれども、ＩＰＡのセグメントというのは、御案内のように一般勘定のプログラム

開発業務経理、それから、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

セグメントと、それに試験勘定と事業化勘定、それから、地域事業出資業務勘定の３セグ

メントで計７セグメント、これは右の表の中段に示されているもので、ちょっと細かくて

恐縮でございます。

セグメントごとの損益とか総資産及び財源構造並びに行政サービス実施コストなどの主

要財務データ等の５カ年経年の比較を財務諸表に掲載して透明性の確保に努めております。

それから、３番目の人事に関する件、これは表でいくと一番下のところに記されており

ますが、御案内のように、総事業費に対する管理業務に関する支出額、人件費の割合を抑

制するため、中間管理決算の実施により、決算作業の効率化を図るなど徹底した管理業務

の合理化に取り組みました。

この表を見ていただきまして、21年度と 22年度で人件費の割合が 6.4％から 7.8％まで

上がっておりますのは、これは退職金の関係でございまして、ここに入っております退職

金というのは、試験センターを除く役員とか職員すべてでございます。そうしますと 21

年度はそれが 300万だったのですが、22年度は 5200万ということで、ここで急激な、6.4

から 7.8というパーセンテージになったということでございます。

次に２ページ目でございます。

２ページ目は地域ソフトウェアセンターの関係、ＳＣといわせていただきますけれども、

まずは地域ＳＣの経営の改善に向けて、私をはじめＩＰＡの幹部が現地訪問をしたり、そ

れから、中間仮決算とか、決算ヒアリング等による経営状況を把握して適宜経営指導や助

言を行うとともに、地元自治体との関係機関に対して地域ＳＣの取り組みを紹介して、地

域ＳＣの積極的な活用を要請しましたということでございます。

私自身も熊本、青森、岩手、宮城とこの機関にお伺いをさせていただきました。

それから、②といたしまして、基準に基づく地域ＳＣの整理、これも今年度はさいたま

ソフトウェアセンターが 23 年３月 30 日に臨時株主総会で解散の決議がなされて、３月

31日に清算会社となったということで、今度は清算会社としての残余財産の処分を行って

会社の清算を目指すということで、23年度からは管理対象が 14社になる。いずれにして

も出資金の適正な管理というのを行っていかなければいけないわけでございまして、そう
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いう意味では、今度はそれが 14社になるということでございます。

それから、整理の基準に該当する地域ＳＣというのが北海道と山口、整理の基準に該当

するというのは、３年連続赤字というのが１つの目安でございますけれども、これについ

ては、ただ、私どもが一番のトップの株主ではございませんので、40％は私どもが出資し

ているということなんですけれども、ですから、引き続き経営状況を注視するとともに、

地元の自治体との意見交換を行って、地元の意向の把握に務めるということで進んでいき

たいと思っております。

③が地域ＳＣの状況把握でございまして、これは右の表に、上段の表が地域ソフトウェ

アセンター15社の財務状況が上、それから、決算状況が下の表でございます。

いずれにしましても地域ＳＣ15社全体の平成 22年度の損益は、営業収益で 56億 6900

万、経常利益で１億 9800万、税引き後当期利益はマイナスの３億 8900万の見込みでござ

います。

だいぶ震災の被害を栃木とか仙台で受けておりまして、それも決算に影響を及ぼしてお

ります。

それでは、３ページ目をめくっていただきたいと思います。

３ページ目は（２）のその他の財務内容に関する事項ということでございまして、まず

欠損金、剰余金の適正化。

22年度は、先ほど申し上げましたように４億 6300万円の当期総利益を計上することが

できました。これは右の表にも出ておりますが、内訳は一般勘定の４億 8300 万、それか

ら、試験勘定の１億 5200 万のプラスに対して、地域事業ＳＣに対しての出資、マイナス

の総損失１億 7200万です。

それぞれの発生原因ですけれども、一般勘定は、資金の効率的な運用等の成果である財

務収益であり、試験勘定は、平成 21年度の春試験から導入されて、22年度、２年目を迎

えました新試験制度における応募者の大幅な増加により利益を確保したということでござ

います。

その一方で、地域事業出資業務勘定は、先ほど来、申し上げておりますように、関係会

社の評価損により、総損失１億 7200万を計上しましたということでございます。

４ページ目をめくってください。

４ページ目は②のリスク管理債権の適正化でございます。

これも右の表を見ながらお聞きをいただきたいと思うのですが、リスク管理債権は、平
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成 15 年以来適正な管理と回収に取り組んでおり、平成 22 年度は債務者情報のデータベー

ス化や実地調査の徹底など常にその状態を把握するように努めました。当該データベース

をもとに、年度末には債権を個別に見直して、評価替えを行うとともに、貸借対照表の資

産を適正なものとするために償却処理を実施いたしました。

上段が 15 年以来の表でございます。

それから、もう１つ、リスク管理債権及び償却済の債権の回収、これは債務者の状況に

見合った返済額を提示して、少額でも月々確実に返済することを基本として地道な回収を

継続した結果、償却済の債権を 3400 万も回収することができた。

これは１ページ目にも償却済債権取立益ということで、これは丸々取り立てればそのま

ま益になりますので、こういうことをチームをつくって地道な努力をいたしておりますと

いうことでございます。

以上でございます。

○松山分科会長 ありがとうございます。

今の御説明に関しまして何か御意見、御質問ございますでしょうか。

１つ私から質問があるのですけれども、最後の４ページのリスク管理債権の回収とか、

あるいは地域ソフトウェアセンターの財務的な話とかいうのが経年的に見るとかなりいろ

いろ大変な状態になってきているかなという感じがあるのですが、そういうことでもない

のですか。

○藤江ＩＰＡ理事長 それは確かに。

○松山分科会長 だんだん難しいところが残ってきているという感じですか。

○藤江ＩＰＡ理事長 はい。そういう意味で、15 社のうちから、さいたまについては地

元との合意もできましたということで、３月に清算に踏み切ったわけです。同じような該

当が先ほど来、申し上げておりますように、あと北海道と山口とあるわけです。

そういう意味で、この２社についても、先ほど申し上げましたけれども、私どもだけの

意向ではいかんともしがたいところもございまして、やはり地元のきちんとしたコンセン

サスを得なければいかんということもあって、その辺を今、地元の方々との協議を進めて

おるところでございます。

○松山分科会長 それで４ページの表でも、やはりリスク債権が対前年度増減で見てい

ただくと、ずっと減ってきていたのです、15 年からずっと、22 年度は増えたのですね。

そう見るのではないですか。対前年度増減という黄色のところ。リスク債権が減ってきて
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いたのが 22 年度は増えましたよというような感じに思ったのですが、それは間違いです

か。

○藤江ＩＰＡ理事長 これは減っているのではないですか、減っているのではないかと

思いますけれども。

○高槗情報処理振興課長 改めて見ると、去年が間違えているのですね。去年が増えて

いて、去年から今年を見ると減っているということで、去年の符号が間違えているのです

かね、そもそも。

○松山分科会長 この増減のところでマイナスになっているのは、増減と書いてあるか

ら、債権は減ってきていたのかなという理解もある。

○高槗情報処理振興課長 たぶんずっと減ってきていて、平成 21 年度のところのマイ

ナスだけが間違っているのではないですか。上と照らし合わせてみると。ということでい

いのですね。

○小林ＩＰＡ財務部長 そうです。

○高槗情報処理振興課長 ですから、これがプラスで、これがマイナスになるというこ

とでよろしいのですか。

○藤江ＩＰＡ理事長 財務部長、それでよろしいのですね。

○小林ＩＰＡ財務部長 そうです。

○藤江ＩＰＡ理事長 完全に符号の間違えだね、すみません。

○松山分科会長 わかりました。

だから 22 年度に関して見ますと、リスク債権自身は対前年度比でいくと減っています

よというふうな見方をしたらいい。

ちょっとこの辺、親委員会のほうで、ずっとＩＰＡの財務状態のところをいろいろ御指

摘いただいているところもあるので、資料は正確にということで、また教えてください。

○藤江ＩＰＡ理事長 はい、わかりました。すみません。ここを訂正させていただきま

す。

○松山分科会長 他はよろしゅうございますでしょうか。

○櫛木委員 今の段階で全部清算したとしたらどんな感じになるのですか。

それができるような、90 億返して、いろいろおやりになっていて、でも負債がある。

○田中ＩＰＡ理事 今の時点では、全部清算したときに、今の帳簿上であればプラスで

す。ただし、建物がありますので、清算時点で建物が簿価で売れる保証はないのです。そ



- 7 -

れで建物の簿価と売ったときの差額がどうなるかによってプラスになるかマイナスになる

かはわからない。

ただ、今、地域ソフトウェアセンター全体を通しては、キャッシュフローは黒なので続

けていれば資産はどんどん増えていくのです。そういう状況の中で無理やり閉じて、要す

るに売却損を出すことが妥当だとは余り思えないのです。

実は北海道、山口も、決算上は赤なんですけれども、キャッシュフローは黒で、持って

いる手元資産はどんどん増えているのです。そういう面では、経営の指標を何で見るかに

よるのですけれども、キャッシュフローで見ていくということであれば、手元資金はどん

どん増えていっているので、それをあわてて閉じることが妥当なのかというと、それは見

方によりますけれども、私自身は違うのではないかと思っています。ずっと続けてキャッ

シュ、資産を増やしていった方が正しい選択なんではないかとは思っています。

○藤江ＩＰＡ理事長 これは申し上げたかもしれませんけれども、櫛木委員のところで、

例えば山口ですね。山口はキャッシュリッチなんですね。今、田中理事が申し上げたよう

に、キャッシュ、どんどん預貯金が増えています。それで今年、22 年度の決算のマイナス

がたしか 800 万円だと思いました。これは意図的に 800 万を出したのではないかと思うく

らいなんですね。

ですから、結局どちらかというと、先ほどの分科会長の御質問にも通じる話なんですけ

れども、地元と話していますと、キャッシュが回っている。それから、キャッシュフロー

が回っていて、それで預貯金もそれなりに増えている。それで何でおたくのような３年で

というルールがあるのというような根本的なところを聞かれるのです。ですから、それは

もう考え方の相違もあるのですけれども、確かに一面、そういうところはあるので、なか

なか地元の方と、ではこれで清算しようではないかという話になかなかならないというと

ころの一例でございます。

○太田委員 課題は、キャッシュフローを稼ぐこの地域ソフトウェアセンターのミッシ

ョンと合っているかどうかというのがポイントで、いわゆる家賃収入だとか、そういった

ところでキャッシュを稼いでいるという、そこをもう１回見なければ。財務的にはそうい

うお答えかもしれないけれども、本来は、私企業だったらそれでもいいかもしれないけれ

ども、やはりキャッシュをどこから生み出しているのか、三セクですから、何で生み出し

ているのかというのをやはりよくよく考えないと、私企業ではないので、この辺、ずっと

言い続けているのですが。
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○藤江ＩＰＡ理事長 でも太田先生、申し上げますと、例えばまず企業というのは最後

には結局彼らが一つひとつ、私、この間も太田委員にも申し上げましたけれども、15 社あ

ったらみんな性格が違うわけです。だから当初は確かに第三セクターとしてのミッション

があったと思います。しかし、それが延々と続いてきており、それぞれのミッションがま

ず生き残らなければいけないというところにきたわけです。我々もそういうことの投資と

いうのを、では国としてやるかといったならば、それはなかなか時代的にもちょっと無理

だろうというようなことになって投資ができない。例えばソフトウェアの開発とか、そう

いう事態になって、彼らは生き残っていかなくてはいけない。そこで場所のいいところは

やはりテナントに走ったとか、それから、セミナー屋に走ったとかいろいろあるわけです。

それが回れば回るほど 15 社みんな性格が違うのです。

ですから、一慨に、この方法で、それから、Ｂという方法で、これでということをなか

なか申し上げられないというのが今の現実だということもぜひ御理解をいただきたいと思

います。

○田中ＩＰＡ理事 センターごとに、建物があれば、その場所も違いますし、周りの環

境も違うので、基本はその地域特性に合わせてまずきちんと生き残って利益を出していく

ということが一番重要な課題で、あとそれは利益が出ていても、ミッションと違うから閉

じていくかどうかというのは判断が必要だと思いますけれども、まずは、基本は債務超過

にならないようにきちんと資産が増えていくかどうか。そこをきちんと見ていくというこ

とが大事だと思っています。

そういう面で赤字を出している山口も 800 万の今期赤なんですけれども、キャッシュフ

ローは逆に 500 万以上プラスになっていまして、現預金も 20 数億持っています。

○櫛木委員 ですから、以前は地域センター別のデータが出ていたのでわかりやすかっ

たのですけれども、そういう処理の仕方をしていただきたいというのと、それから、閉め

るときのルールというのは決めていた方がいいですね。それを決めておかないと、いざと

いったときに、そこからあわてて考えだしたようでは手が打てませんから、こういうとき

に閉めますと決めておいていただいて。

○藤江ＩＰＡ理事長 今は、閉めるときのルールというのは、３期連続赤字だったらと

いう、これが１つのルールなんです。それからいったら山口と北海道は閉めなければいけ

ない。

○櫛木委員 でしょう。とすればどういうルールにするのですかということなんです。
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それがなくて経営というのは成り立たんですから。

○藤江ＩＰＡ理事長 地元それぞれの事情があって。

○櫛木委員 それが一番危ないですね、経営的には。それぞれというのは一番危ないで

すから、それはやはり財務的にはルールがいりますね。

○松山分科会長 ありがとうございました。

制度とか、その辺のところの根幹に関わる議論はちょっとまた別途機会があればと思っ

ておりまして、本日のところは 22 年度の財務諸表ということでよろしゅうございますで

しょうか。

それでは、先ほど修正点がありましたから、またきちんと委員の先生には修正箇所を明

示してということで、その上で御了承ということでさせていただきたい。

それでは、次でございますけれども、議題２の監事監査報告に移らせていただきたいと

思います。

これは経済産業省所轄の独立行政法人の業務実績評価の基本方針、いわゆる親委員会の

方針に基づきまして、評価にあ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

うとなっておりますので、ＩＰＡの下村監事から御報告をいただきたいと思っております。

よろしくお願いします。

○下村ＩＰＡ監事 常勤監事の下村でございます。

今、委員長からありましたように、通則法の定めに基づきまして、平成 22 年度ＩＰＡ

の監事監査結果を報告いたします。

報告書の構成は目次のとおりでございまして、Ⅰとしまして監査結果総括、Ⅱとしまし

て個別事項１項から８項という構成になっております。

監査は、重要会議の出席、それから、出席してない会議につきましては結果の聴取、そ

れから、関係部門ヒアリング、文書監査、実査、応査の手段を講じまして実施しておりま

す。この場では時間も限られておりますので、報告書の総括部分につきまして御報告いた

します。

ページをめくっていただきまして１項が財務状況と会計処理でございます。

①としまして、先ほどの財務報告がありましたように、機構独自の中間仮決算制度、そ

れから、月毎の理事長への予算執行状況報告、これはきちんと行われておりまして、それ

に基づく下期実行計画策定や予算の再配分等のアクション指示がなされております。した

がいまして、予算面からのチェックとしてＰＤＣＡが回っていると考えております。
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②は、外部の会計監査人、これは３大監査法人のあずさが行っております。これにつき

ましても適正な会計監査が行われまして、22 年度の結果は無限定適正という報告を受けて

おります。

③は、監事につきましても、財務部ヒアリング、財務諸表チェック、それから、契約監

視委員会による支出の監視、常勤監事におきましては、期末の現金実査、それから、一部

地域ＳＣのヒアリング等を行った結果、特に問題はないと考えております。

２項は人件費管理でございます。

先ほど説明がありましたとおりでございますけれども、ＩＰＡの役職員の給与水準は、

常に国家公務員との比較がなされて、それを念頭に置いて管理がされておりまして、昨年

８月 10 日の人事院勧告に基づきまして速やかな減額措置がとられております。

指数はラスパイレス指数でございますけれども、地域、学歴勘案でもって 95.7 という低

い数字に抑制されております。

それから、総人件費につきましても、先ほどちょっと数値の説明がございましたけれど

も、これは中期計画目標平成 17 年度比で６パーセント減、それが 22 年度末におきまして

既に 12.1 パーセントの減ということで大幅に上回って達成しております。

したがいまして、この辺につきましては、他の独法と比較しましても相当いい状況に管

理されているのではないかと思っております。

３項は契約の適正化でございます。

ＩＰＡは従前より競争性のある調達への移行ということを積極的に取り組んできており

ます。特に随意契約と一者応札というのが注目されているわけでありますけれども、随意

契約につきましては、22 年度 20 件、もうこれ以上減らしようがないぐらい減らしてきて

おります。

それから、一者応札等につきましても、平成 22 年度からさらに減っているという状況

でございます。

これには契約監視委員会の監視、それから、理事会の十分な審議、それから、財務部に

おきましても、２名のチェッカーを専任に置いてチェックしております。

この辺の数字につきましても、他の独法と比較しまして相当によい状況にあると考えて

おります。

次の２ページ、②項としまして、外部調達につきまして、特に 22 年度はより競争性の

高い形態ということで、特に価格競争をなくして一般競争入札化をかなり頑張ったと思っ
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ております。

また、自分のところでできるところは内製化の取り組みをしましたし、まとめて発注す

るとか、そういった費用効率の低減にも取り組んでおります。

それから、外部に誤解を与えるような相手先との契約は一切行っておりません。

関係監査人からも非効率な取引はないとの監査結果を受けております。

常勤監事におきましても、少額案件、500 万以下のものを除きまして全案件、入札説明

書、以下、入札結果調査として文書監査を行いました。また、調達部門への案件ヒアリン

グも行っております。それから、入札説明会の立ち会いも行いました。

こうした中で適正化取り組みの問題はないと考えております。

４項は内部統制でございます。

結論から言いますと、特に問題はないと考えておりますが、４．１項は統制環境、統制

活動、監視モニタリングでございます。

①としまして毎週の理事会、それから予算モニタリング、それから、年度の事業計画・

下期実行計画の検討会、それから、月次の広報会議、こうしたものはちゃんと定例的に開

催されております。

理事長のリーダーシップのもとで合理的な意思決定がなされたと思っております。

このため、理事及び幹部職員につきましては適切なサポートがなされております。

それから、監事２名におきましては、理事会にほぼ毎回出席しておりまして、客観的な

観点から意見表明、助言を行っております。

このように統制は有効に機能していると考えております。

それから、理事長、理事による定常的な業務把握に加えまして、独立視点モニタリング

としまして、理事長直轄の監査室が監事とも連携しまして、監査計画に従って効果的な内

部監査とフォローアップを実施して理事長等への報告がなされております。

４．２項は、法人ミッションの役職員への周知徹底でございます。

幹部連絡会、全体朝礼に加えまして、新たな試みとしまして、理事長と一般職員による

懇談会、これもよく実施されていました。

それから、年度事業計画の職員向けの説明会が企画されました。実際の実施は４月の上

旬に行っております。

特に事業計画の職員向け説明会、これは事業目標の共有化、それから、一体感の形成、

こういった面から有効だと思っております。
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これにつきましては、今回はセミナー形式で行われたのですが、できましたら全員出席

の義務づけ等さらなる充実化を望みたいと思っております。

４．３項は、全体で取り組むべきリスクの把握と対応ということでございます。

（１）としまして、これまでの中でＩＰＡの活動の認知度が低い。こういった認識のも

と、理事長の方針で広報活動の強化が行われております。

方策としましては、広報会議、これは理事長主催で行いまして、主要な案件の決定、方

向づけ、それから、マスコミへの積極的な発表、広報セミナー、それから、動画導入とか

マスコミ関係者との交流、これが実施されております。報道件数は前の年に比べまして約

1.8倍にふえていると報告が来ております。

３ページ目が（２）としまして、これは特に言いたかったのは、機構職員のモチベーシ

ョンの向上、これは特に機構のプロパー職員を想定しております。常勤職員は約 180 名、

そのうちプロパーが約 100名おります。人数比率でも、それから、ある意味、出向の方は

何年かたつと戻られますので、業務の継続性の観点からも、プロパーの方のモチベーショ

ンの向上というのが重要だと思っております。

22年度は目標管理と、それに基づく業績評価制度の見直しというのがなされまして、こ

れにつきましては、総務部を中心に民間ＩＴ企業の制度も調査した上で、一層公平性、透

明性を高める見直しの改定がされております。

モチベーション向上につきましては、業績評価だけではなく、ほかにも施策があろうか

と思いますので、引き続いての取り組みを望みたいと思っております。

（３）は組織見直しについてでありますが、部門の縦割り感とか、国際標準化とか、数

部門をまたがる事案等、多少シナジー不足を感じておりました。これにつきましては 22

年度に組織見直しの検討が着手されまして、この７月１日付けでもって新組織による運営

が開始されたところでございます。

次の４．４項は内部統制の現状把握と課題対応計画の作成でございます。

（１）としまして現状把握につきましては、ＩＰＡの役職員は全般としてとにかくコン

プライアンスを念頭にしまして、まじめな業務取り組みであります。業務ルール、セキュ

リティに関する職員講習も定期的に行われておりまして、不正や誤謬が生じるリスクは低

いと認識しております。外部の会計監査人からも重大な問題がないとの監査結果を受けて

おります。

（２）は課題対応計画、その一例として基盤情報システムの更新というようなことでし



- 13 -

た。

内部統制における重要な要素としてＩＴシステムということ、これは構想報告に基づく

Ｊ－ＳＯＸとか、総務省の行政評価局の報告書にも載っております。

ＩＰＡの基盤情報システムが老朽化を迎えておりまして、突発的な故障が業務支障を招

くリスクという認識のもと、更新に際してセキュリティ強化や利便性の向上が当然図られ

なければいけませんが、これにつきまして、理事長指示で、この２月にマスタースケジュ

ールを含むシステム企画が策定されまして、今期中の更新が行われております。

ここでは内部統制に係るものとしてＩＴシステムをあげましたけれども、業務全般につ

きましては 100社ヒアリング、実際は 128社、この結果を分析しまして事業計画に反映し

ているというのはＩＰＡの特徴的なやり方かなと思っております。

さらには昨年 12 月から暮らしと経済の基盤としてのＩＴを考える研究会というのが発

足しておりまして、ＩＰＡで取り組むべき課題の抽出というのが現在行われているところ

でございます。

次の５項は独法の事務事業の見直しの基本方針への対応でございます。

これはこれまでの報告の中でなされておりますとおり、債務保証事業廃止に伴う国庫へ

の不要資産の返却、それから、民間出資金の返却というのがなされました。監事としまし

て、資本金変更の変更登記手続の実施まで確認いたしました。

最後に４ページでございますが、②の取引関係の見直しにつきましては先ほど説明した

とおりでございます。

③としまして、受益者負担を進めなさい。特に印刷製本物の配布、セミナーの有料化と

いうことでございます。これにつきましては、22年度に新たに印刷製本費、セミナー参加

料、これの受領金額の算定基準、これもばらばらなところがありまして、なかなか公平な

決め方としてなかった点もあろうかなと思います。この規程、基準に基づいて適切な有料

化を３月から実施したところでございます。

金額的には平成 21 年度で有料化した金額は 420万に対して、平成 22年度は 760 万と

いう形で終えております。23年度以降の見直し方針の実施分につきましても、計画的な実

施を図っていると認められると思います。

最後の６項は、３・11の震災への初期対応、３月に実施した分でございます。

組織的及び職員の個人ベースにおきましても、被災者の置かれた状況を勘案した臨機で

機動的な対応がなされたと思っております。
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ここでは①から⑤項まであげました。特に全く過去に経験のなかった②項、情報処理試

験の延期でございます。これにつきましては、払込み受験料の返却、それから、延期日に

おける約 30 万人の試験会場の確保、これは非常に大変な困難を伴うというのが見込まれ

る中で、理事長リーダーシップで迅速に決断がなされたと思っております。

試験場確保につきましては、担当の試験センターだけでなく、理事長みずからも大学の

トップに要請を行いまして試験場確保ができているということをまさに申し上げたいと思

います。

私からの報告は以上でございますが、櫻井監事のほうから補足、追加の御意見がありま

したらお願いいたします。

○櫻井ＩＰＡ監事 監事監査報告につきましては、全く常勤監事と意見が同じですので

特に申し上げることはありません。

ただ、１点だけ申し上げておきたいと思います。

それは恐らく皆さんも関心があろうかと思うのですが、私は最初の４年間は経済産業省

出身の理事長に仕えました。その後、ほぼ４年間ぐらいが民間出身の理事長、最近は理事、

それから、監事が民間になっています。

最初の４年間と比較すると、随分大きな変化、急激な変化です。それがどういう結果を

もたらしているかということなんですが、私自身は週１回、役員会に来ているだけですの

で、全体までは見ることはできないのですが、非常にはっきりした変化があらわれている

ので、それだけは申し上げたいと思います。

１つは、やはりこの４年間は従来、余りそれほど強調されなかった効率性という、業務

効率の向上というのが非常に大きく取り上げられた。

例えば事務所の移転だとか、目標管理の点だとか、こういうところを見ると、特に無理

をしないでぱっと民間にいた方はすぐ目につくということがあろうかと思います。これは

非常に大きな変化ですので、評価をするときには十分そこら辺が表面には出ないのですが、

評価されていただいてよろしいかと思います。

また、モチベーションという点から見ると、やはり随分変わりました。

これは個人的な資質とも関係すると思うのですが、非常にみんなの意見を聞いて意思決

定をするという形に変わりましたので、恐らく皆さん、個々の職員に聞いていただければ

よくわかると思うのですが、非常にやりやすくなったということがあろうかと思います。

もう１つ、実は現在の理事長はもともと営業担当ですので、正直言って、私は当初、ち
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ょっと心配なところがなくはありませんでした。が、いざやってみとると、今、ＩＰＡは

どんどん昔やっていた債務保証とか、あるいはソフト開発とか、主だった仕事がどんどん

減っていて存在感が非常に低くなっています。負の遺産、地域ソフトウェアセンターとい

うのがまだ残っていますし、そういった意味では、いかにＩＰＡをＰＲして初期の目標、

ミッションを達成するかということにあると思うのですが、そのＰＲという意味で非常に

適材を得たというように感じております。大体恐らく悪い点もあろうかと思うのですが、

少なくとも現時点では私の目には特に悪いというところは見えてないということだけ申し

上げておきます。

○松山分科会長 ありがとうございます。

それでは御意見、御質問をどうぞ。

○太田委員 内部統制のことで、去年でしたか、ファイル交換ソフトで事故があったと

思うのですけれども、通常の場合ですと、こういう更新ももちろんなんですけれども、普

通、リスクをマトリックスで全部やって、事故を踏まえてどう取り組んでいるのか具体的

に書かないとダメだと思います。ＩＰＡの主要事業である情報セキュリティの防止対策を、

もっときちんと踏み込んで、講習だけではない対策が必要です。普通の企業ではリスク表

を全部チェックさせて、改善点を見出して、今は改善している。今は改善中である、とい

うやり方です。そういうメリハリのきいた内部統制の監査は必要ではないかと思います。

○下村ＩＰＡ監事 実際に行ったのは去年から２年半前で、これは仲田監事がＣＩＯと

してなされたわけでございますけれども、私もちょっと１年後に来て確認しましたが、職

員全員から、名前は変えておりますけれども、実際には念書といいますか、個人のパソコ

ンからの流出だったものですから、個人のパソコンについてもそういったファイル交換ソ

フト、そういうものは入れないという確認書というのを取っております。

これにつきましては、その後、新しく中途入社の方、あるいは新人についても同様でご

ざいます。

それから、セキュリティ教育につきましても、ｅラーニングが去年から行われておりま

して、これは全員が受講した。もちろん私も含めて行っております。

それから、定期的な業務マニュアル、規程類、これにつきましても、そういったルール

づけはきちんと行われていると思っております。

したがって、かなりそれにつきましては、十分な対策がとられたのではないかな。それ

を維持していると思っております。
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○太田委員 そこの対応はいいのですけれども、これは毎年必ずやるものでありまして、

新鮮な気持ちでやっていかないと、とりわけ主たる業務がそこなんで、これはそういった

意味で、そこの表現が、もちろん２年前だろうが、１年前だろうが、この辺はきちんとメ

リハリある監査をしていただければと私は希望したいと思います。

○櫛木委員 監査という言葉の意味なんですけれども、私も経験してきた監査で、監査

という立場でやりとげましたけれども、経営監査という言い方で私どもはやってきました。

経営の目標、目的が今の世の中に合致しているのか、お客様に合致しているのかという視

点の監査が随分割合を占めた経験をしておりますが、きちんとＰＤＣＡで回っている。こ

れは当然だとして、時代の変化はものすごく、先ほどおっしゃったように、存在感が非常

に薄れてきているというのは、恐らく時代の変化に適応できてない。そこは原因が何なの

かという意味の監査がものすごく重要だと思うのですけれども、そういう意味の視点がや

はりこれには余り見られていないような気がいたしまして、率直に言って。ぜひその視点

は本当に真剣にやっていかないと、存在感というのこそがこの事業体の存立の意味ですか

ら、その監査的な視点を厳しくやはりやらないといけないのではないかなと思っておりま

す。

○下村ＩＰＡ監事 先ほど口頭説明いたしましたけれども、今、暮らしと経済の基盤と

してのＩＴを考える研究会というのがなされておりまして、そこでＩＰＡ全体で取り組む

べき課題の抽出、こういったものがかなり有識者の委員の方々に入っていただいてなされ

ております。それには私も一応傍聴という形ではございますが、出席させていただきまし

て、そういったところについても見ていこうと思っている次第でございます。

○松山分科会長 よろしゅうございますでしょうか。

それでは、御了承いただいたということにさせていただいて、次の議題に移らさせてい

ただきます。

御案内のとおり、次の議題が平成 22 年度の業務実績評価ということでございまして、

被評価者でありますＩＰＡの方々には申しわけございませんけれども、別室のほうで一時

待機ということにさせていただきます。

それでは、資料が手元にいったと思いますので始めさせていただきたい。

まず、事務局の方から資料の確認をお願いします。

○田辺情報処理振興課長補佐 ただいま配布させていただきましたカラーの資料でござ

います。
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まず一番上の評価用資料１として皆様からいただきました評価の一覧表でございます。

それから評価用資料２といたしまして、同じく各委員の皆様からいただいた評価の理由

の部分も含めて記載をとりまとめさせていただいたものでございます。

それから、評価用資料３といたしまして、平成 22 年度の業務実績評価のとりまとめ案

ということで、こちらは基本的には皆様からいただいた意見を集約しながら記載をさせて

いただいたものでございますが、そちらを配布させていただいておりますが、不足等ござ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。

以上でございます。

○松山分科会長 それでは、進め方なんですが、いつも多分こうさせていただいている

と思うのですが、全体的な業務運営の効率、１番、それと６番の財務関係は多岐にわたり

ますので、なかなか個別的な評価をしにくいというのもございますし、パーセントからい

いまして、20・20 ということで、まあまあ決まっておりますので、国民に対するサービス

という２番から５番の順番でやらさせていただきたいと思っておりますが、よろしゅうご

ざいますでしょうか。大体そんな感じでテクニカルな話が結構わかりやすいという話でさ

せていただきたいと思います。

ではまず２番目でございますが、情報セキュリティの対策強化ということで見ていただ

きますが、今回は全体的に非常に明快に太田委員が主張されている。太田委員がどういう

視点か、いつも委員長が割とトーンをそろえているのだけれども、委員長、ちょっとトー

ンが変わっているのかと言われそうな気もするのですが、全体的にはそういう話になって

います。まずは、個別にきちんと御意見等をということなんですが、資料のほうの個別意

見を書いていただいております３ページ目ということでございます。各委員それぞれつけ

ていただいて、太田委員もＢプラスという形をいただいておりましてという感じでござい

ますが、特に何かこの辺で強調しておきたいとか何かございましたら。

○太田委員 私がＢプラスですけれども、ずっと前回の会合でも申し上げたのですけれ

ども、どうしてもこの会合に入っているとインナーみたいになって、もう１回虚心坦懐に、

とりわけ契約の、随意契約でなくて競争入札が増えたということなんですけれども、その

中身について洗ってみたのです。セキュリティで、それでその中で一番最後のところに書

いてあります情報セキュリティ産業の構造と活性化に関する調査。これが約 1300 万円外

に出ているのです。我々の議論からいうと、むしろ国民に資するというところで、いわゆ

る産業の活性化に関する調査というのはいかがものか。それは今回、やはりどうしてもず
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っと議論していて隔靴掻痒の感があって、正直ベースＩＰＡの皆さんは当事者意識という

のですか、大変失礼な言い方かと思うのですけれども、自分で本当に企画を考えて、本当

にこういうねらいでいくのだぞとかの思いがあるのか。例えば、自動車の安全性について

の役員会の資料を見させていただきましたけれども、啓発事業をこうするとか、活動する

とか文言はうたっているのですけれども、では具体的にどういう啓蒙活動をしているのか。

そこまで踏み込んで発注してないと僕は思う。何か本当に自分のものとして企画を外に出

しているのか。僕は入札の形でなくて中身が大事だと思います。やはり一つひとつ大事な

お金ですので、それからいうと、そういった産業の高度化とか、いろいろいつも委員長が

おっしゃっている業界団体でない。こういったものを発注する必要ないと思うのです。

それとそれをこの間、理事長といろいろありました。２年前までは企画まるまるでした。

この２年間で相当改善したとおっしゃるのだけれども、ちょっとそういうやはり細部に宿

るのですね、こういうのは。

つまりゴールが見えないまま発注しているような気がする。技術的にどうだこうだとい

うのはもちろん大事です。その上でどうするのだというところがないまま、ではそれを受

けて企画を立てますというのだけれども、やはりゴールイメージがなくてお金を出してい

るという感じがすごくしました。

ということで、全体的にメリハリがついているけれども、ともかく中計のところでの優

れたというところは僕は残念ながらちょっとないなということで、Ｂプラスにしています。

○松山分科会長 ほかに御意見は。

○阿草委員 僕は全部甘くつけたのは、ＩＰＡはそれなりに頑張っているということで、

ほかの独法が、必ずしもよく知らないのですけれども、いろんな問題が聞こえてくる割に

は厳しくはつけられないなという感じがしてＡをつけています。情報セキュリティ対策を

中期計画で決まったからやればいいというのではなくて、やはり中期計画を見直すという

か、やはりいろんなことが起ったときに、どこまで本当は対応しないといけないかという

ようなことが中期計画に書かれてないので、中期計画に載っていることを粛々というか、

それにプラスアルファをやっているからＡかなと思いました。

本当にＡかと言われると、本当はこういうことをやってもらいたいというのはいっぱい

あります。でも一応はやっているという感じのＡです。

○櫛木委員 今のお話にもありましたけれども、ほかの独法の評価もずっと見ていまし

て、それとの比較が非常に気になりました。何でこのＩＰＡのやるべきこと、あるいは今
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やっていることというのを評価したときに、やはりその全体バランスの中で見るべきだ。

僕は太田委員の評価には極めて賛成なんですけれども、ただ、私のＡもぎりぎりすれすれ

のＡですけれども、そのバランスから見て、やはりやるべきことはやっています。それは

さっきから口で言っていますけれども、変化に本当に対応してくれ、はなから言ってくれ、

もっと闘ってくれというのをずっと言い続けているのですけれども、やはりそれが本当に

そうかというと、まだまだ上滑りだな。これは細かく書いていますけれども、状況はもの

すごく大きく変わっていますね、ソニー問題にしても、今度の問題にしても、これが国際

問題になっている中で、やはりまだまだやってもらわないと。

○松山分科会長 太田委員のおっしゃることもよくわかって、これを私が歴代理事長に

ずっとずっと言っていて、業界協会はやめろとかいう話のところに関して、どこまで徹底

してきているのかということなわけですね。

先ほど櫻井監事さんが随分変わりましたよということを言われているのもわかるのです

が、我々サイドから見たときに、その変わり方が十分だとは思えないというのは太田委員

のおっしゃるとおりで、それは多分委員の皆さん、共有だと思うのです。

ただ、そうは言いながら、このセキュリティのところに関してみると、やはりＩＰＡの

存在というのは社会に対して大きな価値になっていて、これは多分データから見させてい

ただいて、ウェブサイトのつくり方とか、ダウンロード数 100 万件超えましたとかいう話

が実数で上がってきたりとかいうので、やはりそういうところに関して、国民全体に対す

るサービスレベル、セキュリティ向上に対するサービスレベルに関しては、やはりかなり

大きな実績をあげられているのではないかなというような気がいたします。

ただ、大きな問題は、それだけでいいのか。ここは研究開発組織ではないので、なかな

かそういう次の一手を打ちにくいところも出てきたりしていて、何かやはりどうしても太

田委員、僕はそこまで詳しく見てないのですが、いろいろ洗い出すと、協会がやるべき調

査マニュアルとかいうことが、やはりへその緒がつながっているような形になっているか

なという危惧はずっと持っております。

そこらのところは体質改善の話なので、業務評価の話とはちょっと切ったほうがいいか

なというような感じで思っていて、たぶん情報処理振興課さんの方でもちょっとスケジュ

ールがうまくできていませんけれども、今後のＩＰＡのあり方についての懇談会とかいう

ことを考えていただいて意見交換でやらせていただく。むしろそっち側のマターとして、

僕はもうちょっとちゃんと今後の体質改善とか、新しいビジョンというのをやったほうが
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いいのかなという気がしております。

○徳田委員 私もＡをつけたのですけれども、太田委員の細かなチェックの部分は正直、

私のほうは気がついてなかったのですけれども、私が書いたように、日本における安全性

向上に向けた施策として信頼あるサービスをＩＰＡがやってきているというのは定着して

いて、それだけだったら通常Ｂなんですけれども、一応今回の報告書に書いてあるような

スマートフォンへの安全対策であったり、クラウドへの対策であったり、本省よりもやは

り本当は一歩も二歩も先んじて世の中でこれから起きてくる問題に対する提言であったり、

委員会を置くということを配慮しているので、そのスピーディーさを少し私は評価をして、

Ｂよりは上で、ＡとＢの境目ぐらいなんですけれども、実際、先ほどお話があったような

100 万件ダウンロードとか、フィージビリティがたぶん一番高い部分だと思っておりまし

てＡをつけさせていただきました。

○松山分科会長 ありがとうございます。

ちょっとそれと契約のことをセキュリティで考えるかというのは、ちょっとどうかなと

いう感じもするところもありますので、太田委員がよろしければ、ここのところはＡとい

うことでさせていただきたい。業務自身に対する評価ということで、ちょっと限らさせて

いただきたいと思います。

たぶん太田委員の御指摘のところは、実はいろいろ見ると、過去のムードがただよって

いるところは他のところにもいっぱい実はあるとは思うのですが、それはそれとしてまた

業務とか、改善とか、そういうところの話の中でというふうにさせていただければと思っ

ております。

それでは、ひととおり先へ進ませていただきたいと思います。

次に関しましては、ソフトウェア・エンジニアリングの推進。

ここはいつものことながら私がどうしても今、太田委員が言われたような意味で、これ

をＩＰＡとして本当にどこまでやる必要があるのという話のところにどうしても納得でき

ないところがあって、業界団体連合会的ではないかというような思いがあるとことなんで

すが、ほかに何か、特にＡだというあとの３人の先生は。

○阿草委員 今さっき甘くつけている理由と同じ意味でＡです。着実にやっているとい

うのがＢだというと、僕もここはＢでいいと思います。本当にちゃんとやっていれば、例

えばみずほの話でも、全然 IPA にコメントが尋ねられないというのも本当は情けない。だ

からといって、そういう事件に対してコメントすることが目標にもなってないので、情け
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ないとは思うのだけれども、まあやっているかという程度のＡです。

ですから、僕は着実にやっていて、そこにプラスアルファがほんのちょっとでもプラス

を意識してでもＡをつけているという意味ですので、ＢとＡとの差があるかというと、そ

んなにはないです。やはり毎年同じような問題がまだ出てくるというのは、ソフトウェア・

エンジニアリングセンターが何をやっているのだという気はやはり少しします。

○松山分科会長 あとの御２人はどうでしょうか。

○櫛木委員 私のＡは、ソフトウェアの基本そのものをやるのは必ずしも本質ではない

と思うのですが、やはり今回のトヨタの事件にしても、ソフトの品質問題というのは、や

はりいってみれば国と国との争いになっているので、米国Ｎ１ＳＴとか、フランスＲＩＳ

Ｔというあたりと専門家同士が話し合いをして、そういうときに１つの提言がぱっと発表

できるぐらいにならないといけない。それがここの役割だと思います。

その予兆は見えてきた。しかし、具体的にやられたわけではないというところで、ちょ

っとあれなんですけれども、その部分をＡという評価にした。標準化も１つのその中の流

れですので。

○徳田委員 私もＢというよりは少し前向きにＡで評価させていただいたのですけれど

も、１つはどれだけ実質動いているかわかりませんけれども、先ほど来のお話の組込みシ

ステム系の問題を対処するためにソフトウェア品質監査制度（仮称）こういう枠組みをち

ゃんとタイムリーにつくっていったという点と、それから、スキルスタンダードの導入の

制度、この枠組みを一応作ったあと、一般社団法人の組込みスキルマネジメント協会に移

管してというふうに、シーズも、卵を作ったら、それを外に出していくということをやり

始めたので、全部抱えるのではなくて、ＩＰＡとしては適材適所にどんどんパスしていく

という流れが今年は明確に書かれていたので、これは非常にいい流れなので、種をまいた

ら、どんどん適切なところへ出していくという、そういう動きが私としては認識できたの

で、Ｂよりは上ということでＡとさせていただきました。

○松山分科会長 御承知のように、親委員会、来週でしたか。

○高槗情報処理振興課長 来週の金曜日です。

○松山分科会長 そこでいろいろとどういう理由でＡとかになったと言うわけです。そ

の理由を何か教えていただけますか。

前も言いましたけれども、なかなか情報関係ではない方が多いので、かなり明快に根拠

を言わないと、Ａというのは僕としては非常に言いにくいというところで、申しわけない
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けれども、Ａの３名の方に、Ａと言うときの、理由をどう言ったらいいものでしょうか。

○太田委員 僕はＢですけれども、ここに書いているのですが、東電の株主総会で、土

木学会の基準に添って土手を作りましたとか、国の基準によってやりましたとか、原賠法

のなんとかでやりましたと同じように、ソフトウェア品質監査を本当にこれから充実させ

るのだ。極めて逆説的な言い方なんですけれども、そのとおりやったら原発がああなった

のですけれども、むしろそこまでソフトウェア品質監査を権威づけないとこれは意味ない

と思うのです。

今、これは 22 年度できたけれども、それを本当に内実を進めるようにするのがこれか

らすごく問われていると思う。

○松山分科会長 だけど御承知のように、みずほの問題もそうだし、ソニーの個人情報

データ漏洩の話、要するにセキュリティのところの話があって、社会的インパクトが非常

に大きな話が出てきているまっただ中で、やはりＩＰＡの存在は確立してないよね、これ

まで言ってきているのにという思いは、僕はすごくある。

やはり例えば金融庁から要請を受けてみずほのシステム監査にＳＥＣでも何でもいいの

だけれども、そういうところの人たちが技術支援としてあたりましたよとか、それが言え

ると実績としてやはりそれに向けて着実に、もちろん霞が関の中かもしれないけれども、

ただ、霞が関の中にしたって、金融のところというか、あるいは経産省のほかのところ、

消費者庁なのかどうか知らないけれども、そういうのも含めてＩＰＡに監査、状況調査に

同席してくださいとか。

○櫛木委員 例えば日銀とアメリカの連邦のあれとか、あるいはＩＡＥＡと日本の原子

力委員会とか、つまりミラー組織、あるいはミラー委員会、これが日本としてしっかりし

ているかという評価をしないといけないと思うのです。

だから今まではちょっとそれは乏しかったのだけれども、やはりその比較評価で対等に

わたりあって、何か事件が起きたときに、日本としての見解がきちんと申し述べられるか。

発表できるか。やはりそうならないといけないのですね。そこは、私は一番キーポイント

だと思いますが。

○松山分科会長 例えば逆に言うと、欧米でそういうふうな社会インフラ系の情報シス

テムに対する監査、検査とかいう組織があるのかというと、僕はあんまり知らないのです

が、何があるのですか。あんまりないですね。
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だから逆に日本で立ち上げにくくなっているというのは、普通欧米にあるから、それに

ミラーつくりましょうというような感じが割と日本は受け入れやすいのだけれども、なか

なかそこにきてないという感じ。

○高槗情報処理振興課長 アメリカではそういう限定でなさった、そういう用途とかと

いうソフトウェアのところで見る機関はあるのです。結局プリウスの話もＮＡＳＡがチェ

ックをしたということで、ＮＡＳＡに洗いざらいトヨタが出さなければいけなくなったと

いうような問題があって、日本としてもそういう機能を持たないといけないねというのが

この品質監査の趣旨ではあるので、御指摘のとおり、そこはやはり権威づけというところ

をしていかないと、だれかよくわからない人が評価していると言われてもあんまり意味が

ないので、そういったところはちょっと我々ＭＥＴＩとしてもそういう取り組みをする必

要があると思います。

○阿草委員 ソフトエンジニアリンクセンターをもしこの評価の対象というか、この推

進イコールＳＥＣだとすると、ＳＥＣは必ずしも認証機関を目指しているわけではないと

いうことではちょっと難しいですね。今までやってないのは見える化だということで、デ

ータの業界全体としての平均値が見えるような見える化と、それから、幾つかのツール群

というのが SEC の仕事のほとんどでしたので、いわゆる認証評価に耐えるような基準づ

くりというところに努力はしていなかった。

○松山分科会長 でも社会基盤システムのあり方とか、あるいはそういうことに関して

は着手しますよというのはずっとやってきているので、もちろん今期の中期計画の中期目

標の前文の中にはそれを書かせていただいているわけです。やはりそれはずっと言い続け

てきていて、ＳＥＣがそういうふうな形で展開してくださいねという話はたえず言ってき

ている。メッセージはずっと出してきているつもりなんだけれども、それに向けてはいろ

いろ努力はされているところはあるのですが、だからＡだよという、だからというところ

をどう言えばいいのかなというのがちょっと思いつかないなという感じがしたりするとこ

ろがあるのです。

やはりエンタープライズ・組込み系、統合系と最近いわれていますけれども、粛々とや

られていますよねという感じで、何かやったとか、できたとかいうところがなかなかよく

わからないな。

○櫛木委員 まだまだ不十分なんですけれども、そういう方向へ向かっているという中

で、国内で比較評価したときに、ではＪＡＳＡなのかどこなのかといったときに、どこそ
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こＣＭＵみたいな大学なのかといったときに、やはりＩＰＡしか見えないというのも事実

なんです。

だから至ってはいないけれども、目指しているそこの監査制度もやっているというあた

りのところまで来た。もっとやってくれという意味では、そこかな。

○高槗情報処理振興課長 私があんまり言ってはいけないのかもしれませんけれども、

ソフトエンジニアリンクのところについても、恐らくまさに従来の業界的なソフトウェア、

ＳＥＣの小さい世界というのから、もう今はそれでもすまないということは舵を切りかえ

ていて、おっしゃるとおり、まず品質監査みたいなものをちゃんと国際標準につなげてい

って、ちょっと今の瞬間、太田委員がおっしゃるところまではいけないけれども、将来的

にはこれぐらいのことを言えなければいけないという意識はもちろん持っていて、要する

にアメリカの議会に呼ばれたときに、やっと日本で持っているこの基準に沿った我々のプ

ログラムのどこに問題があるのだ。おまえら逆に言ってみろというぐらいのときに使って

もらうと、トヨタの人が。ということを目指してつくっているものなんですね。

なので、そういう意味ではベクトルはそっちへちゃんと向いていますが、今の段階で、

まず十分そこを、オンザベイトするということと、もう１つは、まず組込みから始めてい

ますので、大きな統合系みたいなところまでそこがざっとできているかというと、まだそ

こまでの広がりは残念ながら持ててないということはあるのです。

ただ、ベクトルはそっちだということは割とくっきりと出していて、従来の何となく業

界の生産性を上げればそれでいいんだというところとは一線を画しているということはい

えると思います。

○阿草委員 今の例では国際連携で引っ張っていけるかという議論になりますね。国際

連携するといいながら、結局は海外の有名どころと組んでいるだけで、日本にその匹敵す

る技術があるのか。ＩＰＡは研究組織でもないし、業界からのデータを集めただけでそう

なり得るとだれが判断しているのか僕は非常に心配なんです。やはりＣＭＵがあるとかは

すごい研究機関で、そこの中での知見を現場にどう反映させようとしているのかあります。

ではＩＰＡの中に何か知見を持てるかというと、外から借りてきた知識だけで、それを整

理したからといって、本当に世界標準で引っ張れるのかというのはすごく心配は心配です。

○徳田委員 それはちょっと各論になるのですけれども、経産省の中で関西でやってい

る木下チームとか、いろいろエンジニアリングプロセスの標準化で一応切ったはったを国

際的レベルでやる人たちもいるので、ＩＰＡがプロジェクトマネジメントではないですけ
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れども、コーディネーションして、ＮＩＳＴやなんかから見れば、日本のＩＰＡと対抗し

てやっているのだという、そのヘッドの部分はできるハズなんですね。同じ経産の下でや

っているのだから。

○高槗情報処理振興課長 一応ＩＰＡだけにこの事業は投げているのではなくて、別途

国が金を出して、そういうのを検証のためのプラットホームを作るとかなんとかいう事業

と並行的にやっていますので、全体像ということでいえば。

○阿草委員 だからその中でＩＰＡに何を期待されているかというのがはっきりしない

と、少し難しい。

○徳田委員 長期的にはやはりＮＩＳＴやなにかと対抗する頭としてないとなかなかよ

くない。それは松山先生から見れば、いつまでたってもなかなか頭が見えないんだという

ところだと思うのですけれども、流れは、僕は１回目の会議に出られなかったから、この

資料だけしか読んでないのですけれども、一応ソフトウェア品質監査制度が動きだしたよ

というようなことは、前向きに私は取ったのですけれども、だから業界団体のちまちまし

た効率化をやっていた時代から少し踏み出して、我が国全体への意識を持ってなしたので

はないかなとは読み取ったのですけれども。

○太田委員 ちょっとすみません、横道に。

これは私も書きましたけれども、いわゆる経産省にある原子力保安院のレッスンからい

うと、いわゆる経産省の傘下にあるＩＰＡは本当にやるべきなのかどうか、その辺の議論

は余りない。なかなかほかにやる能力がないからということなんですね。今度はそこでの

結局原発もそうだったし、ソフトウェア・エンジニアリングなんかを推進するためで、で

も結局そのところが監査をしているというのは、原発のあれと同じようになっちゃう。た

だ、それはできるかできないかは別として、一応国民の目から見たら、今回のレッスンを

活かすべきです。

○高槗情報処理振興課長 と言われると痛いのです。基準認証なんかでいえば、例えば

日本のものづくりのところは基本的に製造業という全部を持っていますけれども、ＪＩＳ

も一応うちが持っているわけですね。だからそこについていうと、今の日本のアズイズと

させていただければ、基本的には経産省の傘の下に、ものを作っているものと、そのもの

が本当に機能しているかどうかをチェックしているものというのは一応あって、それのア

ナロジーでソフトウェアも動いている。

ただ、原発のときに、本当にそれがうまくいってないではないかというお叱りはあるか
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もしれないですけれども。

○太田委員 お叱りでなくて、国民にそれのレッスンを今回すごく与えたので、その辺

はどうしていくのかというのは課題だし、実際、そういうことが消費者庁に移っても全然

何もそういう監査能力もないだろうし、なかなか難しいと思いますけれども。

○高槗情報処理振興課長 本当にやるとしたら、まさに基準庁みたいなものを経産省か

ら外出しして作るかという議論が、もし本気でやるならそうかもしれませんが……。

○櫛木委員 監査するという執行機関は民間団体でいいと思うのですね。統一できると

か、ＩＳＯなんかも民間団体ですから、そこが事業としてやっている。それを束ねて調整

して、そこにプロフェッショナルを連れてきて、その仕組みを作りあげるというのは、や

はりＩＰＡみたいなところがやらないと、業界団体でやったら、今度はまた手前みそにな

りますから。やはりそういう意味では、そういう方向には向かっているのかな。しかし、

まだまだひ弱いなという部分がありますね。

○松山分科会長 どういたしましょう。なかなか悩ましいところなんですが、だから今

の御意見ですと、いわゆる社会基盤システムのディペンダビリティの担保を視野に入れた

基準とか監査の方式というのを着手した。

○徳田委員 あんまり言っちゃいけないのかもしれないですけれども、一応内閣府の下

の情報セキュリティセンターの中でセクターカウンセルというのがあって、電力とか、交

通とか、情報通信の重要インフラの人たちが集まって話し合う機会というのはあるのです。

それは民で、あんまり官が主導するよりは、民が自主的に話し合って失敗例やなんかをシ

ェアできたほうがいいということで、２カ月に１回ぐらい会ってお話をするというのが２

年ぐらい動いていて、３年目にたしか入ったのだと思いますけれども、そういうレベルで

しかやられてないのです。非常にシステマティックには我が国の重要インフラの本当の信

頼性向上のための枠組みというのは、まだ本当によちよち歩きですから、こういうガイド

ラインやなんかをきちんと、どこまで本当に国の重要インフラとしていったら良いか相当

な分野いろいろあって、損保も生保もあれば、いろんな銀行系から、勘定系からあらゆる

ものが入っていて、それをやろうという方向で書かれているというのをどう評価するかと

いうところかなという気はしますけれども。

○松山分科会長 一応ＢではなくてＡでという言い方をするときには、質的に優れてい

ることをやりましたという言い方でいえるかどうか。

○徳田委員 そうですね。通常で粛々やっているよりは、もともとこれは入っていたの
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ですか、重要インフラというキーワードは。３・11 以降、彼らが考えたというわけではな

くて。

○松山分科会長 ある意味で言うと、22 年度ぐらいのときに、１つこういう形を見せて

きたということは 22 年度の新しいことだとは思うのですけれども、それがなんぼのもの

やという話のところが、これからに期待するというしかいいようがないのでということも

あるのですが、そういう意味では、そういう方向性をエンカレッジするという意味では、

ちょっと甘いかもしれないけれどもＡにしておくというのはありかなという気持ちも私か

らはあるのですけれども。

ということで、太田委員、よろしいですか。私も何か心変わりしたので。

○太田委員 課長の言葉で、アメリカへ行って、何が悪いと言えるような制度をつくり

ましたということで。

○松山分科会長 課長の言葉を信じて。

○太田委員 そういう処理をしますとおっしゃったので、つまりここは魂だから、一番

のポイントはそこなんです、そこは本当に意思表明があったので。

○松山分科会長 多分ＩＴの将来を考えるときには、そういうことがないと、その程度

でと思います。それをエンカレッジするというのに向けて一歩大きく踏み出したという実

績があるということでＡということにさせていただきたいと思います。

それでは、次はＩＴ人材育成なんですが、これに関しましては、太田委員からコメント

いただいていて、まだまだという感じだと思うのですが、何か。

○阿草委員 何となく人材育成の最後の姿が見えずに、こういうこともある、こういう

こともあるというのを１個ずつやっている感じがするのが本当は残念ですが、個々の項目

についてはちゃんとやっていますね。イコールＢだと言われると……。

○徳田委員 我々が文科省でやっているＩＴスペシャリストと比べれば、ＩＰＡのほう

がちゃんと幅広く考えていて、まさにこの言葉である戦略的な意図がちゃんと読みとれる。

○松山分科会長 僕は実はＩＴパスポート試験というのは実は非常にいいかなと思って

いまして、というのは、もちろんあとスーパークリエータの話や突出した話はやっていた

だいても、それはそれでいいのだけれども、やはり大きなのは、国民全体に対して情報、

ＩＴに関する底上げを、やはりここはＩＰＡさんがちゃんとやらないと。大学教育ででき

る範囲とかそういう問題ではないので、やさし過ぎるという話もいろいろあると思うので

すが、マスを抱え込んでやっていただいて、少なくとも漢検には負けないとずっと言って
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いるのですが、国民生活の中にＩＴを定着させるためにこういうのをやったというふうに

僕は思っていて、それが多分数字的にはＩＴパスポート試験はかなり大きく伸びている。

試験全体からいくと 1.3 ぐらいの増だったと思うのですが、要するに底辺拡大のところに

その戦略に関しては実績をかなり上げてはるなというのは、私はこの試験制度のあり方、

１つのボトムアップというのを成果としてはあげてもいいのかな。

トップのほうに関しては、スーパークリエータの話は、これはずっとやってきていただ

いていてというふうな感じだと思うのですけれども。

○徳田委員 僕も書いてあるのですけれども、ちょっと応募件数が減って、スーパーク

リエータのほうも２度を１回に減らしたからという言い訳が書いてあったのですけれども、

一応原因は、53 パーセントも落ちるというのはちょっと異例の数なので、精査されたほう

がいいのではないかとは書かさせていただきました。

○太田委員 ＩＴパスポートのいわゆる社会化みたいな、それの広がりはすごく感じる

のですけれども、やはり人材白書をせっかく作っているのに、質的不足とか、ＩＴＳ普及

を見直した。そことＩＴパスポートとか、そういうのはいいと思うのですけれども、そこ

とここをうまくつなぎ合っているのかというのがもう１つ明確でないのです。いろんなこ

とをやっているねということなんだけれども、これは結局高度ＩＴ人材は何ですかと数年

前にここで解説していただきましたけれども、何かそれもちょっと明確であるようでない

ようで、せっかく白書をつくっているのに、それをもとにして事業に活かすというところ

がつながっているのかなというのが、その辺がまだ僕は理解できない。まだ理解できない

というのはまずいのですけれども、

それとあとＩＰＡの人に聞けばよかったのですけれども、情報処理試験そのものは応募

者数はふえているのだけれども、実際に受験する人は乖離があるのですね、応募はいっぱ

いいるのだけれども、実際に当日になって欠席するという意味ですか。ただ収入には影響

ないわけだ。それって本当はよくないですね。応募は多いのだけれども、実際試験を受け

てない。金を払って。

○熊野情報処理振興課長補佐 今回、震災の部分は返していますので、毎年、平年にお

いても、当然のことながら応募者数と実際の受験者数というのはかなり開きがあるという

のが現状です。

○太田委員 それが増えているのではないの、たしか。

○阿草委員 会社が受けろといって受けさせられて、やはりだめだとあきらめているか
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な。

○熊野情報処理振興課長補佐 ただ、受験者のほうで社会人が結構多いというのがあっ

て、当日どうしても受けられないという理由もどうもあるみたいです。

○阿草委員 単純に増えるのはおかしいな。

○松山分科会長 学校教育の一環で受けておられるところも結構あるのです。それはま

あまあ放っておいていいわけです。問題は一遍社会に出ている人、特に仕事上、必要だか

らではない人たちがやはり社会で暮らすためにこういうのが必要だよというところへうま

く浸透していけたらいいと思うのですが。全体数しか出ていないのでちょっと浸透ぐあい

が良くわからないのですけれども。

○櫛木委員 人材育成というのは、やはりピークと、それから育成基盤だと思うのです。

ピークはスーパークリエータで、マルビみたいなものが出てきた。やはりこれがたまに出

てこないとリィスペクトされない。基盤というのは、グローバルに対してＩＴの人材育成

の影響力を及ぼしているかというのがキーだと思うのです。国際競争力の中での日本の立

ち位置を見たときに。そうするとアジアに対して出ていっているというのはここしかない

わけで、ここしかできないので、企業もできないし、大学もなかなかできない、大学も各

地に造りだしましたけれども、こういう試験制度みたいなものはできないので、やはりこ

こが評価のポイントだ。

ただ、国内の地域への浸透という意味では、もうばらばらになったから、あれはＢ以下

かもしれませんね。そういう総合的に見てそれでＡというふうにさせてもらいましたけれ

ども。

○松山分科会長 おっしゃるとおりで、人材育成の戦略性みたいなのがどこまで明快に

なっているかという話があって、あれもこれもやっているということもあるのですが、私

は今、櫛木委員がおっしゃったように、地域企業のＩＴ、これだけはようわからん。皆さ

ん、多分そんな感じだと思うのですが、ほかのところに関しては、それぞれの施策自身が

ちゃんと明快な方向性とターゲットの人材というのがちゃんと定められているのではない

かなという気はするのですけれども。

○阿草委員 極端に言うと、何年これをやっていますか。それで何か変わりましたかの

不満は少しありますね。

ここのＩＰＡがやる教育によってこんなのができていましたとか、こういう芽が伸びて

きましたと書いて欲しい。例えばもうスーパークリエータ 100 人出たら、最初の目標を軽
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く超えて、世の中変わったのという期待が僕らにはあるわけですね。それがスーパークリ

エータがこういうことをやったので、こういうところに波及効果が見えてきたとか、その

次の絵がちゃんとかけないと、何年間も同じことをやっていて、確かに粛々とやっていて、

それで世の中が変わらないのなら、やってもしようがないのではないとも言えます。

○櫛木委員 １つだけフォローしますが、震災対応でサイトをつくってやったでしょう。

これが地域貢献なのか何なのかという分類はわかりませんけれども、この活動は非常にい

いことだと思うのですね。瞬間的に立ち上げて、ここしかできないことをやっていく。こ

れは地域にはものすごい影響を及ぼすし、人材育成にも影響を及ぼすし、基盤活動として

これはちょっとフォローしておかんといかんなと思いました。

○阿草委員 人材育成の結果としてすぐ立ち上がったというのならいいけれども、人材

育成にも貢献できるというのはちょっと言い過ぎでしょう。また、今までの教育でそうい

うのがすぐ立ち上がったという証左があればいいのですが。

○松山分科会長 実際に東日本経由でどこまで人のネットワークが地図上ではりつけら

れていたかわからないのですが、100 人を超えてとかいうような感じでマスになって全国

に広がっている。彼らは彼らでネットワークをつくってやっているという、そのソサエテ

ィーと言わないけれども、やはりその集団というのは結構カバーリングできてきたのでは

ないかというような感じを持ちました。

○阿草委員 その成果は書いてほしい。

○松山分科会長 書いてもらわないといけない。でも櫛木委員がおっしゃったように、

東日本の震災対応のところでというのは、そこに書いていたので、もうちょっと具体性を

やったらいいのに、何となくまだいつものようにプレゼン能力が限定的なので。

ちょっと太田委員の御指摘もよくわかるのですが、全体的なところとしては、それぞれ

具体的な話として震災という非常にエポックメーキングな話もありますし、数量的なバッ

クグラウンドもあるのでＡがいいかなと思っておりますけれども。

それでは、次、ＯＳＳでございますが、今回は珍しく私がＡをつけさせていただきまし

たが、今回、見させていただいて、前から言っていますように、ＲＵＢＹをやってどうの、

やはり企画をつくった、僕はＩＰＡフォントとか、ああいうのは、電子政府とかあんなの

は基盤中の基盤なので、どこかが汗をかいてきちんとやっていると、それがＩＰＡでない

といけないかということもよくわからないところもあるのですが、いろんな経緯もあって、

そういうところで成果としては言ってもいいのではないでしょうかというような気がして
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います。電子政府関係のところがどう動くかよくわからないのですが、そういうところに

関するＩＰＡの貢献というのは、先ほどの監査だけでなくて、情報系の基盤中の基盤をち

ゃんと監査基準であっても、そういう国際基準であっても、データ自身であってもという

のは、僕はいいのではないかなと思って今回はＡをつけさせていただいた。

○阿草委員 松山先生がＡをつけるというのは、僕にとってはＡＡなのかわからないの

ですが、ＯＳＳというと、やはり今までのＬＩＮＵＸ等のフリーのソフトのＯＳＳとは別

に、外字の整理をしたことは意義がある。使われている漢字のコード体系をきっちりしな

いと、みんながいろんなところで独自の外字でやっていることを，きっちり整理してやっ

てくれたというのは、IPA しかできないので、これは非常に大事なことをちゃんとやった

といえます。僕はそこで評価しました。ほかは何となくＲＵＢＹが人気が出ているので、

ＩＳＯ化を手伝いましたというのは、ＲＵＢＹをずっと支援してきた訳でないので、フォ

ントよりも高く評価できません。フォントに関してはずっとやっていて、ＩＰＡがそれを

きっちりまとめる形で、今後、外字問題が９割以上片づくとすれば非常に効果が高いと思

ってＡＡにしました。他の委員だったらＡかもわかりませんけれども、僕の評価はちょっ

と一段階シフトしていますので。

○松山分科会長 気持ちを込めて。

○徳田委員 でも私がＢ。

僕もコメントでももちろんＲＵＢＹのＩＳＯ標準化作業とか、ＩＰＡフォントは今後の

電子書籍の拡大に向けて重要な役割というのはよくわかっておるのですが、ちょっと僕の

フラストレーションがたまっていてＢにしたのかもしれない。その理由は、ＯＳＳのオー

プンラボとかいろんな新しい展開に向けて動かなければいけないフェーズに入ってきてい

ると思っているのですが、少し昔のＳＥＣとか、ほかのセンターと比べるとオープンソフ

トウェアのほうが少し我が国におけるオープンソフトウェアの認知というのはやはりだん

だん下がっている傾向にあって、中国とかとやり合うときに、やはりちょっと勢いが足り

てないかなと思っていまして、もうちょっと、いや、阿草先生がおっしゃるように、フォ

ントができたのは本当にみんなうれしくて、１個１個の成果物はソリットなものがあるの

ですけれども、もうちょっとＩＰＡがさっきのソフトエンジニアリンクやなんかのあれと

同じように、オープンソースに関しては、戦略的に地方自治体での使い方やなんかも含め

て、もうちょっと工夫をしていただいたほうがよかったかな。


