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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１９回） 議事録

１．日 時： 平成２１年６月２日（火） １４：００～１６：００

２．場 所： 経済産業省経済産業政策局会議室（本館２階西４）

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）本年度のスケジュールについて

（２）平成２０年度の業務実績評価の進め方について

（３）平成２０年度の業務実績報告について

（４）新技術債務保証の廃止について

○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

会の第19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、お手元の議事次第の順番に沿いまして、今後のスケジュール、業務実績評価に

関する事項などをご審議いただくことになっております。よろしくお願いいたします。

なお、徳田委員は、きょうはご都合がつかないということで、ご欠席となっております。

それでは、議事に入ります前に、事務局より資料の確認をお願いしたいと思います。

○大木情報処理振興課課長補佐 それでは、資料の確認でございます。

お手元の上から、議事次第、委員名簿、座席表、資料１は平成21年度のスケジュール、

資料２は評価の基本方針、資料３は情報処理推進機構の業務実績の評価基準、資料４は情

報処理推進機構平成20年度業務実績ご説明資料、資料５はＩＰＡの新技術債務保証制度の

廃止についてでございます。

以下は参考資料でございまして、参考資料１は平成20年度業務実績評価（記載例）、参

考資料２はファイルで平成20年度業務実績、参考資料３はＩＰＡに関するテレビ報道一覧

でございます。

このほかに、お手元の横に書籍がございますので、こちらは適宜ごらんいただきまして、

会議終了後にはそのままにしていただければ、後日、送付させていただきたいと考えてい

ます。資料確認は以上ですが、よろしいでしょうか。不足などがありましたら、適宜、事

務局にお声かけください。

○松山分科会長 ありがとうございました。

それでは、早速でございますが、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。
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まず、議題１の平成21年度のスケジュールについて、事務局からご説明をお願いしたい

と思います。

○大木情報処理振興課課長補佐 資料１という１枚紙をごらんください。こちらは、平

成21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ＩＰＡ分科会などの

日程でございます。

本年度の分科会は、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２日と、次回は７月２日でございます。

６月２日のきょうの分科会では、ＩＰＡの平成20年度の業務実績の報告をお受けいただ

くということでございます。

その後、６月中旬ごろに、各委員のもとに評価表をお送りしますと同時に、経済省とＩ

ＰＡで各委員を個別に訪問させていただいて、補足説明を行わせていただきます。そうし

まして、時間がなくて恐縮ではございますが、６月24日までに評価表を事務局に提出いた

だきたいと思います。

それから、６月30日までにＩＰＡのほうから財務諸表並びに事業報告書が提出されます

ので、これを受けましてパブリックコメントにかけます。ここで何か意見がありますれば、

評価の参考にしていきたいと考えております。

その次に、７月２日、ちょうど１カ月後でございますが、またこちらにお集まりいただ

きまして、第20回ＩＰＡ分科会を開きまして、分科会としての評価を決定いたします。

さらに、7月中旬には、経済省独法評価委員会、いわゆる親委員会でございますが、こ

ちらで評価を決定してまいります。

このような運びになっております。スケジュールに関しては以上でございます。

○松山分科会長 ありがとうございました。今ご説明がございましたように、それぞれ

の委員の先生方に評価をしていただく時間が少なくなっておりますが、よろしくご協力の

ほどをお願いしたいと思います。

スケジュールに関しまして、ほかに何かご意見等はございますでしょうか。

よろしゅうございますか。

それでは、引き続きまして、議題２の平成20年度業務実績評価の進め方について、事務

局からまたご説明をお願いしたいと思います。

○大木情報処理振興課課長補佐 それでは、資料２、こちらは２枚紙になりますが、

「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」をごらんください。
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こちらは前回も配らせていただいておりますので、かいつまんで説明いたしますが、こ

ちらは親委員会の評価の基本方針でございます。要点を申し上げますと、１ページの１．

(3)評価方法の（イ）ですが、①～④までありますけれど、まず、評価項目はこの４つに

しましょうということでございます。①業務運営の効率化、②国民のサービス、③財務内

容、④その他があればその他を加える。これが評価項目の基本ということでございます。

（ロ）ですが、法人横断的な評価ということで、次のページですけれど、①～⑤までを

11法人横断的に横ぐし的にみましょうということでございまして、①契約に関すること、

②役職員給与、③資産の運用活動、④欠損金、剰余金の適正化、⑤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しましょうということでございます。

（ハ）でございますが、評価は、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で評価を行いましょう

ということが従前から決まっておりました。

加えて、（ニ）でございますが、こちらは昨年から決まったことでございまして、ウエ

イトづけをこのようにしましょうということです。以前は、ウエイトにつきましては各分

科会の裁量にゆだねられておりましたが、昨年から、業務運営は20％、国民のサービスは

50～60％、財務は20％、その他があれば０～10％を加えても結構と。こういうルールが決

まっております。

これが親委員会である経済産業省評価委員会の基本方針の概要でございます。

続きまして、資料３でございます。この親委員会の方針を受けまして、ＩＰＡの分科会

でどのように評価をしましょうかということでございます。

こちらも同じようなことが書いてございますが、若干変わったところは、２．評価項目

のところで、評価項目は基本的には変わってはいないのですが、第１期から第２期に期が

移りまして項目の名称が変わっております。第１期は「ソフトウェア開発」という項目で

ございましたが、⑤にございますように、「開放的な技術・技術標準の普及等」にかえて

ございます。また、その中期目標、中期計画に沿いまして並びもかえてございます。これ

が若干変わったところでございます。

それから、２ページの４．の (2)にウエイト表がございます。こちらも、ウエイトは前

回と変わってはおりませんが、名称と順番を入れかえております。

この２点が変わったところでございます。

次に、カラーページの参考資料１でございます。こちらは、この分科会で評価を決定し

まして、７～８月で親委員会に提出します評価表の最終的なイメージということでござい
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まして、今月の中旬にまた皆様に評価表をお送りするわけですが、これを少し加工しまし

て、コメントを書きやすいようにしてお送りしたいと考えております。

この表の見方ですが、３ページから、業務運営の効率化ということで始まりまして、そ

の後ずっと細かく分かれておりますけれど、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」というところには、中期計画の事項を並べさせてもらっておりま

す。それに対して、20年度の業務実績はどうだったかというのを右に書いていただきます。

ちなみに、赤で書いてありますのは、親委員会のほうから、このような視点で評価をし

てくださいという指示がございましたので、これを参考にコメントを埋めていただきたい

と思っております。

以上、簡単ですが、評価の基本方針等々の説明を終わらせていただきます。

○松山分科会長 ちょっと駆け足の説明になっておりますが、大枠の評価の方法という

ことでございますけれど、いかがでございますでしょうか。

○太田委員 今の最後の赤字で書いてあるところは、評価委員会の縛りのような、これ

は今までなかったですね。その中で、いっぱい書いてありますけれど、ポイントは何なの

ですか。

○大木情報処理振興課課長補佐 まず、独立行政法人は昨今国民目線でみられるという

立場に立っておりますので、評価表はいずれ評価を決定した後に公表されます。したがい

まして、国民目線でみてきちんと説明ができるような評価をしているかというところが、

まず１つのポイントかと思われます。

それから、国会などでは指摘はないのですが、総務省なり会計検査なりいろいろ指摘を

受けている場合には、それを踏まえて評価をしましょうということでございますので、こ

の場でご議論いただかなくても、後で皆さんからコメントを寄せていただいて、次回のと

きに議論をしたいと考えております。

○太田委員 特に、３ページの●の２つ目で、「……調査等において指摘等がなされた

事項について取組状況とその分析」とか、この下りは、国会でどういうことがあって、会

計検査でどういうことがあって、だからＩＰＡがどうだという、落とし込みですよね。そ

の辺をどう評価しろといっても、よくわからないですよね。

○八尋情報処理振興課長 きょうお配りしたものは、ＩＰＡに関してということではな

くて、経産省全体の独立行政法人に共通する事項を政評課のほうで書き込んだものを単に

お配りしているわけでございます。
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○太田委員 評価する側とすれば、るる書いてあって、「……取組、分析、それを踏ま

えて評価結果及び理由……を十分に記載する」といわれても、整理合理化計画が今どうな

っていてという意見があって、それに基づいて私たちはどういう評価をすればいいか。

○八尋情報処理振興課長 これはＩＰＡに関しての方針なので。

○西垣ＩＰＡ理事長 多少こちらの中で触れることは触れます。

○八尋情報処理振興課長 国全体のという意味ではないですので。ＩＰＡに関して既に

ご議論いただいて、松山先生が出ていただいている親委員会でＩＰＡについて決まった方

針が幾つかありますね。

○太田委員 それを踏まえて、ＩＰＡなり独法化全体の合理化計画の中で最低限これだ

けはやりなさいというのが、何かあるのかないのか。

○八尋情報処理振興課長 今までお伝えしてきた議論以上に何かこの間で起きているわ

けではなくて、随意契約はやめましょうとか、きちんと柱の集約をする、３本柱プラス１

つのような中に集約をしてくるということで今までご議論いただいて進めてきたので、そ

の中でちゃんと進んでいるのかどうかというような観点だけだと思います。

○太田委員 了解しました。

○松山分科会長 よろしゅうございますでしょうか。先ほど評価表のほうにございまし

たけれど、今回が新たな中期計画の最初の年度評価ということですよね。20年度から新し

い中期計画になっていますので。そういう意味では、委員の先生方は皆さんもう１つ前の

中期計画からずっと来ていただいていますが、今中期計画のところでご審議いただいた次

の中期計画に向けて、ＩＰＡはいかにあるべきかという議論をしていただいたわけですけ

れど、大分前になっていますが、そういう新たな中期計画の第一歩として今回の年度評価

をしていただきたいということが、実は前回までとは違ってくるとお考えいただきたい。

それは多分、後で理事長からご説明がございますけれども、そういうふうにＩＰＡさん

のほうも業務の展開を新たにされている部分もございますので、そういう新たな中期計画

の目標・計画に照らして、前年度の実績がどうなのかということは、少しご注意いただけ

ればありがたいと思います。

今、事務局からご説明がございましたが、表面的には、評価項目の文言が違う、並びが

違うというところで、ちょっと微妙な感じになっているだけにしかみえませんけれど、実

際問題としては、新たな中期計画であるということをリマインドさせていただければと思

います。
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配点ウエイト等々で、これもリマインドでございますが、思い起こせば２年ぐらい前だ

と思いますけれど、すったもんだもありまして、今の参考資料１の１ページの水色のとこ

ろをみていただきますと、最初の15年度のときは、普通にやっているのだからＢという感

じだったのですが、そこからずっとＡが続いているんです。というのが前の中期計画でし

た。

その中で、ＡとかＢとかというご議論は思い起こしていただければいいと思いますが、

そういう議論も含めて、今のような経産省全体として統一の評価基準がつくられてきて、

今回は特に配点の配分比率も基準配点比率という形を定めてきたので、前回までのように

ここでこれを何％にしましょうという議論はなくなっていると。そのようにご理解いただ

ければと思います。

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、どうもありがとうございました。

引き続きまして、議題３の平成20年度の業務実績報告について、ＩＰＡの西垣理事長か

らご説明をお願いしたいと思います。それで、いつものことでございますが、ご説明をで

きるだけコンパクトにしていただいて、後の質疑を充実したものにしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○西垣ＩＰＡ理事長 それでは、ただいまから、ＩＰＡの第２期中期計画期間の初年度

になりますが、今、委員長からお話がありましたように、平成20年度の業務実績について

説明をさせていただきます。

裏ページの目次をごらんになっていただきたいのですが、私どもの第２期中期計画では、

Ⅰとして国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上という項目をもってきてお

ります。したがって、Ⅰ～Ⅲという順序で説明をさせていただきますが、特に今期に関し

ては、これも中期計画にのっとって１～４に分けてご説明を申し上げます。

Ⅱは業務運営全般の効率化に関する項目です。

Ⅲは財務内容の改善でございますが、これは現在、決算作業中でございまして、まだ締

まっておりませんので、別途、ご説明をすることになります。

１ページに移っていただきたいと思います。これ以降、左側に説明がございまして、右

側に図表ないしは地図等の絵柄がございまして、ご理解を少しでもしやすくさせていただ

きたいということで、以下、ずっとそういう構成になっております。

最初は情報セキュリティでございますが、個別の説明に移ります前に、右上の表をごら
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んになっていただきたいと思います。これはＩＰＡのセキュリティセンターがどういう立

ち位置にいるかということを示すものでございまして、エンドユーザー、ベンダー、政府、

これを三位一体の対象として活動を展開しています。

それから、ＮＩＣＴとかＡＩＳＴとか、セキュリティ関係の政府諸機関がございますが、

これらはどちらかというと理論的、基礎的研究開発が多いのでございますけれど、ＩＰＡ

は応用技術開発と社会への展開を意識した活動を行っております。

(1)の①脆弱性関係でございます。これの届け出制度もおかげさまで定着期を迎えるこ

とができまして、平成20年度は 3,000件を超える届け出がございました。これをベンダー

及びサイトの運営者につなぎまして、対応を促しました。

さらに、これらの情報を蓄積したデータベース「ＪＶＮiPedia」には、１日 9,300件に

上るアクセスがあり、世界でほかに例をみない取り組みということで評価をされておりま

す。

また、②にございますように、利用者に自動的に脆弱性情報を通知するツール「ＭｙＪ

ＶＮ」、さらに攻撃の痕跡を解析できるツール 「iLogScanner」の提供を始めましたが、

これも数多く利用されております。

２ページに移ります。③でございますが、右上にございますように、これは「Ｗinny」

等のファイル交換ソフトの対策情報でございますが、これを流すことによって、わかりや

すくファイル交換ソフトによるトラブルに対して注意を喚起しております。

また、④にございますように、今度はウイルスそのものに対する情報収集ですが、これ

も着実に進めまして、平成20年度はウイルス及び不正アクセスに関する届け出が２万 1,2

00 件になりました。

それから、右の中段にございますように、「今月の呼びかけ」ということをセキュリテ

ィセンターで続けておりますが、これに対しては合計28万 9,000件ものアクセスがあった

わけでございます。不正プログラムを能動的にスキャンするツール「ＴＩＰＳ」を開始し

ました。「ＴＩＰＳ」でスキャンした不正プログラムは、これを迅速に解析するツール

「ＺＨＡ」で解析し、その結果を公開しています。

さらに、左下に書いてございますように、「サイバークリーンセンター（ＣＣＣ）」にも

参画をいたしておりまして、セキュリティベンダーに数多くの検体を提供いたしました。

これらの努力の結果、右下の地図にございますように、これはマイクロソフト社の地図

ですが、日本のＰＣは先進国の中では最も感染の低い状態が保たれているといわれており
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ます。

３ページに移っていただきまして、⑤にございますように、最近、標的型攻撃が激増し

てきております。これに対して、平成20年９月より、「不審メール 110番」を開設すると

ともに、警鐘を鳴らしまして、これも解析を支援するツールを開発しました。

重要インフラセキュリティ対策につきましても、平成20年６月より検討会を始め、報告

書をまとめました。

ということで、この１項目に関しては、中期計画の目標に対してオンタイムで順調に取

り組みが進んでいると考えております。

４ページでございます。 (2)ですが、セキュリティ関係の中小企業に対する情報セキュ

リティ対策でございます。

①として、平成20年度におきましては、19年度に引き続きまして、有識者・専門家の研

究会を年間４回、ワーキンググループの会を12回行いまして、３つのアウトプットを出し

ました。

１つ目は「５分でできる自社診断シート」──これは本日お配りしています。２つ目は

「中小企業における組織的な情報セキュリティガイドライン」、３つ目は、これは下請を

意識していますが、「委託関係における情報セキュリティ対策ガイドライン」を発表いた

しました。特に「５分でできる自社診断シート」は大変好評でございまして、経済産業省

を通じ30万部配布されました。

②として、地域の中小企業向けに全国36カ所、延べ 110回のセキュリティセミナーを、

右の日本地図にございますが、行いました。これもＩＰＡのリソースがフル稼働になって

おりまして、これ以上の対応は難しいということでございまして、初年度、わずか５名で

はございますが、地域の情報セキュリティ対策の専門家を育成をするということも行って

おります。今後、これを拡大させていくつもりでございます。

５ページでございます。 (3)は国際協力の推進でございます。これは引き続き、米国の

ＮＩＳＴと韓国のＫＩＳＡとの定期会合を行っておりますが、特にＫＩＳＡとは、小・中

・高校のセキュリティに関する標語、ポスターの相互表彰を私と先方の理事長の間で継続

して行っております。

また、私は新任ということで、昨年10月、英国のＣＰＮＩ、ＥＵのＥＮＩＳＡ、ドイツ

のフラウンホーファ、これらの諸機関を訪問して、セキュリティ関係に関する連携強化を

図っております。
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②、③ですが、情報セキュリティ技術の標準化への参画も進展しておりまして、特にア

ジア地域におきましては、セキュリティ政策の主導権をとるべく、ＥＲＩＡ構想の中で努

力をしております。

６ページ、情報セキュリティ技術と分析能力の強化でございます。暗号の世代交代、あ

るいは次世代暗号に関する周知活動、これらがちょうど始まってきておりまして、②に書

いてございますような調査を含めましてこれを進めております。

さらに、③にございますように、平成20年度より、「情報セキュリティ分析ラボラトリ

ー」を発足させまして、単に情報技術のみならず、社会心理学、あるいは経済心理学等、

幅広い知見により、社会とセキュリティ問題との接点を考え、分析することを始めたわけ

でございます。

７ページの④に書いてございますのは、科学技術振興調査費による研究が今年度は最後

を迎えまして、それにより幾つかのアウトプットを出したということを書いております。

このアイテムでは、暗号を初め、より広い知見を取り込んだ技術能力の強化を行っており

ます。

８ページでございますが、セキュリティ関係の最後でございます。 (5)セキュリティ評

価体制の整理でございます。

①ですが、従来、ＩＣカードの評価・認証体制がヨーロッパに独占されておりまして、

日本もこれに類似した、あるいはこれと同等のものを立ち上げていかないと、せっかく非

接触カード等、日本発のいいものが出てきても、なかなか国際標準になりにくいという問

題がございました。そこで、「コモンクライテリアタスクフォース」において議論を重ね、

これは相当長い間議論したのですが、右の図にあるように、「ＩＣシステムセキュリティ

協会」を本年３月18日に立ち上げまして、国際的に認証を得るための第一歩を踏み出した

ということでございます。

②ですが、通常の製品のコモンクライテリア認証は、平成20年度に59件でドイツに次い

で第２位ですが、直近の２年間では121件で第１位になっております。

③ですが、暗号モジュール試験・認証体制につきましても強化され、これも利用拡大に

取り組んでおります。

このように、セキュリティ全般につきまして、ＩＰＡの立ち位置を確認しながら、中期

計画目標以上の成果を上げたと考えております。

９ページでございます。ソフトウェアエンジニアリングセンター（ＳＥＣ）の活動でご
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ざいます。

まず、ＳＥＣの立ち位置でございますが、ここの重要課題は、ベンダーのみならず、最

終利用者を含めた一般国民が安心してＩＴシステムを利用して生活ができる、そういう環

境を整えること、そのための諸問題を解決することと定めております。単にソフト開発フ

ェーズだけではなく、ユーザー側におけるシステム構想・企画から始まりまして、運用・

保守に至るまで、総合的検討が必要でございまして、後ほど述べるように、ユーザー企業

を巻き込んだ検討を展開しました。

20年度の成果といたしましては、まず、①ですが、平成20年８月に、「重要インフラ情

報システム信頼性研究会」を立ち上げ、重要インフラに関するユーザー企業を中心に有識

者を集めまして、平成21年３月に報告書をまとめることができました。

これの主軸をなすものは、システムの重要性を定義いたしますシステムプロファイリン

グの考え方を提案するとともに、これに基づいてあるべき品質チェック基準を定量的に定

めたわけでございます。このベースになっているものは、組込み品質ガイドライン（ＥＳ

ＱＲ）をまとめるに際して分析した大変数多くのソフト品質データに基づくものでござい

ます。

この考え方は、経済産業省本省における「高度情報化社会における情報システム・ソフ

トウェアの信頼性及びセキュリティに関する研究会」でも採用をされまして、かねて松山

先生よりもご指摘を受けておりました重要インフラの信頼性問題への取り組みの第一歩を

踏み出せたのではないかと考えております。

②でございますが、組込み関係でも、ＥＴスキル標準をベースといたしまして、一連の

ガイドラインＥＳｘＲシリーズを作成、公表してきましたが、平成20年度にはＥＳＱＲを

公表いたしました。これは定量的に品質管理を実現するために、定量的な目標指標と管理

指標を設定して、客観的にプロセス及びプロダクトを評価していこうというものでござい

ます。組込み業界では大変好評裏に受け取られておりまして、我々としては、今後、すべ

てのソフトの実践的管理手法ということで活用していきたいと考えております。

10ページでございます。③でございますが、右の表に例示してございますけれど、もう

釈迦に説法でございますが、ソフト開発の上流工程の重要性はいうまでもないわけでござ

いまして、その上流工程で発注者と開発者が意思疎通ができないということは大問題でご

ざいます。このため、「発注者ビューガイドラインver.1.0 」及びその「活用と拡張」を

公開いたしました。公開以来、５万 2,000件超のアクセスをいただいております。
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④の実際のプロジェクトデータに基づく分析ですが、これもＳＥＣはこれまで開始以来

ずっと蓄積をしてきたものでございまして、平成21年３月、2,327件まで累積されました。

これらのデータに基づいて、右の表にございますように、この５年間でこういう計量的な

管理手法を取り入れている企業が倍増いたしまして、さらにそれを取り入れた企業ではプ

ロジェクトの成功率も倍になっているということで、「見える化、測る化」の推進の有効

性を実証いたしたものだと考えております。

このように、平成20年度は第１期中期計画中に収集・分析された定量データの活用とい

うフェーズに入ってきておりまして、その初年度として多くの成果を上げることができた

と考えております。

11ページ、 (2)ＳＥＣ成果の地域中小企業への展開でございます。

①ですが、地方では、ご案内のように、地域振興の起爆剤として組込みソフトに取り組

む機運が非常に高まっております。これら地方の要請を受けまして、右の地図にございま

すように、組込みソフトのセミナーを全国24カ所、62回、行ったわけでございます。それ

以外に、ＳＥＣ主催のエンタープライズ及び組込みのセミナーが29回、 1,495名の受講者

を得ております。

また、②ですが、地域ソフトウェアセンターと連携をいたしまして、各地の産業集積に

対応した独自の教材開発及び人材育成に努力をいたしました。

12ページでございます。ＳＥＣの最後の項目は (3)国際連携でございます。

①ですが、「ＩＴプロジェクト性能ベンチマーキング」の国際標準化、ＩＳＯ化の活動

に積極的に現在取り組んでおります。また、要求工学分野、ソフト、システムのライフサ

イクルプロセス等につきましても協議を継続しております。

さらに、②にございますように、独国のフラウンホーファ協会ＩＥＳＥとは引き続き緊

密な連携を保っておりまして、彼らが開発した諸手法の日本へのカスタマイズ、実証テス

ト等を次々と進めております。

また、米国のカーネギーメロン大学とも、ＣＭＭＩを中心に、そのバージョンアップに

ついて情報交換をいたしております。

ということで、13ページにまとめておりますが、これも中期計画実現に向けて着実に進

めておりますし、特にアジアにおいては、ソフトウェアエンジニアリングのアジアにおけ

るハブとなるように努力をしております。

14ページ、人材関係でございます。この分野における私どもの立ち位置は、産学官の結
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節点として、真に必要とされるＩＴ人材の質・量ともにこれを育成・推進することと考え

ておりまして、そのベースとしては、スキル標準の整備、そしてそれに基づく情報処理技

術者試験の推進にあると考えております。

平成20年度は、①にございますように、ＩＴスキル標準、ＥＴスキル標準、ＵＩスキル

標準、これをつなぐ共通キャリアフレームワークを公開いたしまして、全体の調整整合を

とりました。

さらに、②ですが、それに基づきまして、情報処理技術者試験を見直しをいたしまして、

これの周知徹底を図りました。

この結果、右のグラフにございますように、７年間減少し続けてきました応募者が、今

春の試験において29万 2,000名と、12.2％増に転じることができました。

15ページでございますが、新設されました「ＩＴパスポート試験」も新試験としては新

記録となります４万 6,000名を超える、しかも10代から80代という幅広い年齢層から応募

者を得まして、国民一般のＩＴリテラシーの向上というねらいどおりの順調なスタートを

切ることができました。

また、⑤、⑥にございますように、産学連携によるＩＴ人材育成推進のための体制とい

たしまして、ＩＰＡ内に「産学連携推進センター」を11月に新設いたしまして、右の図に

ございますように、「産学人材育成パートナーシップ情報処理分科会」のもとでこれの具

体的な活動を始めまして、早速、平成21年以降の具体的な事業計画を策定しました。

16ページ、⑦ですが、平成19年度の予備調査に引き続きまして、平成20年度も「ＩＴ人

材市場動向調査」を行いまして、今回初めて「人材白書」を発刊いたしました。人材ニー

ズの量から質への変化、あるいは学生がもつＩＴ業界へのイメージ等、いろいろ注目を集

めるアイテムがございまして、多くのマスコミにも取り上げられました。

学生は、この右上の図にございますように、ＩＴ産業のポジティブな面は評価しながら

も、必ずしも我々は真実ではないと思っているのですが、ネガティブなイメージをあわせ

もっているということで、その原因として、ここにデータがございますように、要するに、

仕事の内容がわかりにくいということに起因するところが大であろうと推測をいたしてお

ります。これの是正に向かって、関係者は努力することが必要であると考えております。

この領域におきましても、中期計画で期待した以上の成果を上げることができたと考え

ております。

17ページですが、人材関係の地域・中小企業への展開でございます。
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①ですが、ＩＴ経営の実践を促進するために、右上にありますような数多くの研修を行

い、参加者の増並びに有効性の評価を得たわけでございます。

②ですが、「中小企業ＩＴ経営力大賞」を通じまして、中小企業のＩＴ経営に対するベ

ストプラクティスの収集・普及を行い、これを選定・公表いたしております。

③にございますのは、ＩＴスキル標準は大企業向きであって、中小企業ではそのままで

は使いにくいという声を受けまして、中小企業におけるＩＴスキル標準の導入実証実験を

行いまして、実態の報告書を作成、ＩＴスキル標準の中小企業に対する活用の手引書作成

につなげております。

18ページですが、ということで、この項目も順調に進展をしておると考えております。

19ページですが、人材関係の３番目のグローバリゼーションへの人材面の対応でござい

ます。

①ですが、ＩＴスキル標準のアジア展開の先駆けとして、ＩＴスキル標準をベースとし

たＶＲＳをベトナムにおいて完成をいたしました。これからできてまいりますこのＩＴス

キル標準各国版とＩＴ技術者試験を車の両輪として、今後、国際化を推進してまいりたい

と考えております。

また、右下に地図がございますが、赤で表示されているＢグループ各国では、日本主導

で統一試験が既に行われておりますけれど、今後、日本が変化しましたので、新試験制度

への対応、あるいは「ＩＴパスポート試験」の導入等、順次、進めていきたいと考えてお

ります。

③ですが、プロジェクトマネジメント（ＰＭ）に関しましては、ＩＴスキル標準の考え

方を国際標準にしようということで活動を続けておりまして、作業原案への採用まで行き

まして、次は正式版に向けて行くということで、今週、国際会議が東京で行われておりま

して、この後、私も参加する予定でございます。

20ページですが、ということで、この項目に関しましても順調に進んでいることをご報

告申し上げます。

21ページですが、人材関係の４番目として、突出したＩＴ人材の発掘・育成ということ

でございます。

ご案内のように、ソフトウェアという性格上、非常に突出した天才的な人材の発掘とい

うことは大変重要なことだと考えておりますが、ＩＰＡは、第１期中期計画中に、「未踏

ソフトウェア創造事業」というものをもっておりました。これはソフト開発から人材育成
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へと事業目的を移すということでいうことで、第１期中期計画期間の終了時点で廃止をい

たしました。ただ、せっかくできました未踏のブランド力、そしてノウハウを生かすとい

うことで、平成20年度から、「未踏人材発掘・育成事業」ということで、特に若年層の人

材を中心としたプロジェクトにシフトをいたしまして、関係者が一生懸命ＰＲに努めまし

た結果、右の真ん中のグラフにございますように、応募者も今は非常に多くなってきてお

ります。各大学等へ行ってＰＲをさせていただいております。

22ページですが、産業界の連携の人材ネットワークの形成が推進されてきておりまして、

先般のＩＰＡＸ2009におきましても、ベンチャー関係の人が多数集まって、ネットワーク、

コミュニケーションができております。この写真は、スーパークリエーターの登さんとい

う筑波大学の大学院の学生ですが、技術とビジネスプランがすぐれているということで、

「Dream Gate Award」の最高賞を獲得したときの写真でございます。

また、例年どおり、「セキュリティ＆プログラミングキャンプ」も行われまして、好評

でした。

以上、おかげさまで、この項目も順調に進展しております。

23ページですが、地域ソフトウェアセンターへの出資事業でございます。これにつきま

しては中期計画ではこの「ＩＴ人材の戦略的推進」の項目ではないのですが、人材関連と

いうことで、ここで先に述べさせていただきたいと思います。

私の記憶では、昨年度分科会でいろいろ議論がございました。私がお約束いたしました

ように、本年２～３月にかけまして、私自身が全センターを回り実態を視察・調査をいた

しました。20年近くの歴史を経ておりますので、立地条件のいいところ悪いところが極端

にある、あるいは地方自治体のバックアップも大変大きな差がある中で、業務運営そのも

のが非常に多様化しているのは事実でございます。しかしながら、近ごろの雇用不安の中

で、本来の目的の研修事業も、右のグラフのように、増加傾向に転じてきております。

さらに、これは私の目でございますが、研修事業における調査・マーケティング等を強

化することによりまして、より拡大が見込まれると思っております。雇用問題に対する貢

献も考えられるため、当面はＩＰＡからの指導協力を強めて、このまま維持をしていきた

いと考えております。

ただ、平成20年度は予定どおり三重ソフトウェエアセンターは廃止をいたしました。

さらに、全体の損益状況は、まだ最終的に詰まっておりませんが、１億 7,500万円の黒

字を計上できるという予定でございまして、昨年、減資した２センターからは初めての配
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当を得ております。

24ページですが、平成20年度の赤字決算になるのは約５社と考えておりますが、うち２

社は次年度の減価償却費の減により黒字化が見込まれております。その他３社も、先ほど

申し上げたように、研修業務に対するマーケティング強化、あるいは地方自治体のＩＴ化

への協力等により、立ち直ることも可能と思われておりますので、引き続きウォッチをし

て支援をしていきたいと考えております。

25ページ、これは国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上の最後のアイテ

ムですが、開放的な技術及び技術標準の普及に関するものでございます。

ＩＰＡの立ち位置ですが、ソフトウェアが社会インフラになっていく中で、特に基盤的

なソフトは多様な開発者から生まれる豊かな選択肢を社会としてもつことが重要であると

考えております。オープンソースはまさにその有力な一部を形成するという観点から、こ

れの発展を推進するとともに、ＯＳＣの活動の枠をもう一段広げて、オープンソースを含

むオープンな標準にまで拡大するということが、ＩＰＡの立ち位置でございます。

まず、①のオープンソースの活用促進でございますが、平成20年度の最大の貢献は、Ｇ

ＰＬv３の策定に関して、原案に対してクレームをつけて、これの修正を引き出しました。

さらに、その修正を含むオフィシャルな解説書をGPLv3の起草者であるEben Moglen教授と

一緒に発行しました。

いろいろなアイテムがありますが、一例として、ご案内のように、ＧＰＬは Linuxに使

われているライセンスですが、日本におきましては Linuxは組込みソフトに使われており

ます。

今度のver.３で、これを利用したソフトは常に書きかえ・改変が可能であることという

条件が原案には入っておりましたが、これは Linuxを使っている組込みの使用者にとりま

してはほとんど守ることが不可能な条件であるということで、この状況をよく説明をし、

理解をしてもらいまして、ＲＯＭに実装された場合は例外とするという解釈を合意いたし

ました。これによりまして、組込みにおける Linuxの利用拡大を保証するものであり、大

きな混乱を防止し得たのではないかと考えております。

また、各自治体の人名取り扱いで問題となっております漢字のフォントの問題も、表示

のフォントとしてＩＰＡフォントを設定いたしまして、ＯＳＳ利用のネックの１つを取り

除いております。これらのＯＳＳ関連のデータベース、「ＯＳＳiPedia」は、コンテンツ

の充足と相まって１日当たり３万件に達するアクセスを得ているところでございます。
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26ページでございます。②ですが、ＯＳＳに係る人材育成に関しましては、モデルカリ

キュラムの公表、公開、実証事業の推進を行ってまいりました。このモデルカリキュラム

は非常に大部なもので、一部だけは持参しておりますが、もしご必要な方があればいつで

もご送付いたします。

③ですが、平成20年3月の大臣告示に基づきまして、「連携プログラム技術評価制度」が

始まりました。ＩＰＡの中に評価体制を確立いたしまして、20年度は47製品の評価を行い、

これを公表したところでございます。

それから、公的機関の情報システム調達を支援する「技術参照モデル（ＴＲＭ）」も引

き続き、平成20年度版を公表いたしました。

27ページですが、その他、政府調達ＴＲＭにおける日欧協力、あるいは日本発のオープ

ンソースのプログラミング言語「Ruby」の国際標準化作業を開始いたしております。

このようなことで、中期計画に掲げた諸施策について着実に実行いたしましたし、また、

ＧＰＬv３ 問題にみるように、日本の産業発展のために大きな貢献を成し得たと考えてお

ります。

28ページですが、 (2)中小企業経営の革新を実現するＩＴベンチャーへの支援というア

イテムでございます。

実は、平成21年度でこの支援事業を打ち切る予定にしております。これは先般来決まっ

ているところでございます。したがって、20年度はＳaaＳ活用基盤整備事業と連携をいた

しまして、開発テーマをＳaaＳ・ＡＳＰに絞りまして、それでも 146件の応募がございま

したが、そのうち４件を厳選して採択をいたしました。右にございます４つの事例がその

４件でございますが、いずれも20年度中にＳaaＳの上でサービスを開始いたしました。う

ち３件は売り上げが既に立っているという報告を受けております。

29ページですが、債務保証業務につきましては、新技術債務保証だけが残っておりまし

て、一般債務保証のほうは昨年で終わりました。残っているこの保証事業に対しまして、

ＰＲをし、また、審査期間の短縮等を達成しておるわけですが、残念ながら、申請件数は

45件、保証事項１件と、大幅に低下をいたしました。これは信用保証協会の業務との競合

──実は私どものほうが条件が悪いということ、あるいは民間との競合等により構造的に

この制度の活用がしにくくなっているということであると考えております。

なお、代位弁済率は1.53と、中期計画目標の８％以下を達成しております。

30ページですが、先ほどご説明がありましたように、この後の議題でこの新技術に関す
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る保証制度に関しては廃止についてご審議をいただくことになっております。

次に、31ページ、Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置で

ございます。

①は、ＰＤＣＡサイクルを回すということでございます。私どもは年間予算及び下期実

行予算を策定いたしまして、これに基づきまして、私自身、毎月執行状況をチェックいた

しております。

また、 100者ヒアリング──平成20年度は 109者だったわけですが、これも実施をいた

しまして、次期計画への反映をいたしております。

また、私の下に直轄の監査室がございますが、これによるチェック、そして監事と協力

した業務監査を着実に行っております。

32ページですが、特に私としては、民間から初めて理事長になったということでござい

ますので、過去の慣例にとらわれることなく、独法としての果たすべき役割をきちんと定

義した上で、多くの合理化──例えば、会議のあり方、情報発信のあり方等、新しい取り

組みを推進してまいったつもりでございます。

33ページですが、機動的・効率的な組織及び業務の運営についてでございます。

ＩＰＡは我が国唯一のソフトウェア・エンジニアのプロ集団ということで、右上の表に

ございますように、ＳＥＣの 282名、セキュリティセンターの 314名等々、外部人材の活

用を図ることによりまして、活動の質・量の向上を実現いたしております。

また、②にございますように、組織対応も柔軟に対応させていただいておりまして、組

織変更をいたしております。

③ですが、特に私が力を入れましたのが、組織の壁を破った業務運営に関するシナジー

効果を引き出すということでございますが、「ＩＴパスポート試験」を含む新試験制度普

及のために、組織を超えたプロジェクトチームをつくって取り組みまして、７年ぶりに応

募者の増という大きな成果を上げることができました。

その他、地域ソフトセンターの支援についても、組織を超えた協力を実現しつつありま

す。

34ページでございますが、④職員の能力開発に関する取り組み及びモチベーションアッ

プへの取り組みも積極的に推進をいたしました。

⑤情報処理技術者試験の市場化テストも定められているところでございますが、右のペ

ージにございますように、平成20年度は、広島の中国支部において情報処理技術者試験の
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市場化テストを実施し、51.9％のコスト削減を実現いたしました。

また、将来の全支部の市場化テスト実施に備えまして、東京の西地区、埼玉試験区、八

王子試験区におきましてもトライアルを行いまして、 1,800万円のコスト削減が実現でき

ました。

このように、中期計画期間中に全支部が民間競争入札に向けて順調に推移をしていると

いうことは申し上げられます。

35ページでございますが、戦略的な情報発信についてでございます。

まず、①海外機関との連携に基づくものですが、右の表にあるとおり、従来どおり進展

をいたしております。

さらに、ニューヨークを通じた米国のＩＴ業界動向調査の発信も引き続き行っておりま

す。

②国内に関しましては、ＩＴ関係の諸団体のトップと定期的に会合を行って、相互に情

報提供し、協力関係を深めております。ＪＩＳＡ、ＪＵＡＳ、ＪＡＳＡ等々でございます。

「ソフトウェア未来技術研究会」につきましては、20年度の米国調査報告書の作成を終

えました。引き続き、今年度、「クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究

会」を立ち上げて、現在、研究会で専らユーザ目線から見たセキュリティなどの課題の整理

に向けた検討を行っております。

36ページ、③ですが、ツール・データベース化による事業成果の利用促進につきまして

は、各業務成果のところで個別に申し上げたとおりでございます。

また、ＩＰＡのウェブページでございますが、画面構成を向上させたり、あるいは英語

版のコンテンツを充実させたりということで、年間１億 2,600万のアクセスがございまし

て、前年度比124.7％と、これもアップを達成いたしました。

プレスリリースも右の表のように着実に行っておりますが、私自身かねてより、ＩＰＡ

の業務成果に比べて国民一般の認知度が低いということを感じておりまして、私直轄の広

報会議を立ち上げて、引き続き、広報、ＰＲを強化していきたいと考えております。

37ページ、業務・システムの最適化でございます。

これは19年度に作成した計画に基づきまして、試験業務と財務業務の最適化に平成20年

度は取り組みました。特に将来のＣＢＴ、コンピュータ化されたＩＴパスポート試験、こ

れに関するシステム方式の検討等でございます。

それとは別に、一般のシステム調達──いろいろシステム調達をいたしますが、これに
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際しても、システム企画書の統一的作成ルールの制定を行いました。

内部セキュリティにつきましては、内部講習会等に力を入れてまいりましたが、残念な

がら、本年１月、ＩＰＡ職員の自宅私物ＰＣで、ファイル交換ソフトによる当該職員のプ

ライベート情報が流出したという事案が発生いたしました。直ちに私を長とする対策本部

を設置いたしまして、信頼性の回復及び再発防止策に取り組みました。私物ＰＣにおいて

も、ファイル交換ソフトを全面的に使用禁止するということで、全職員に周知徹底をした

ところでございます。

38ページですが、業務経費等の効率化及び総人件費改革への取り組みでございます。

交付金が毎年３％削減されていく中で、ＩＰＡに対する社会的要求は逆に増加傾向でご

ざいまして、右上の表にございますような工夫を積み重ねてこれに対応しておると考えて

おります。

人件費につきましては、平成17年度比で20年度は９％の削減が実現できております。中

期計画目標は23年度までに基準年度比６％でございますので、これは３％大きく削減を達

成しているということがいえると思います。

また、給与水準も、地域・学歴勘案のラスパイレス指標によりますと93.9となっており

まして、修正後、一般公務員より低いという数値を実現いたしております。

これらは引き続き、効率化の努力に取り組んでいきたいと考えております。

最後に、39ページ、調達の適正化でございます。随契削減というのも、先ほどございま

したように、一つの具体的な目標として上げられているわけでございますが、計画の目標

に対して、平成20年度は大幅にこれを削減することができました。特に随契に関しては、

私は全調査案件をチェックいたしまして、例えば、私どもの事務所の賃貸契約等、本当に

やむを得ないものだけに絞り込むということで、このような目標達成が可能になったわけ

でございます。

また、入札につきましても、これが形骸化し実質的に競争のない状態を極力避けるため

に、いろいろな管理工夫を行っておりまして、また、その入札審査体制にも必ず外部の第

三者を入れて公正を保つということで、最大限努力をいたしております。

当然、これらの取り組み状況の適切な公表も行っておるところでございます。

以上、大部にわたるものですから大変足早に説明をさせていただきましたが、おわかり

になりにくい点はこの後の質疑応答で補いたいと思います。どうもありがとうございまし

た。
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○松山分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、ご意見、ご質問等をよろしくお願いしたいと思います。

○太田委員 今の中期計画に沿ってのご説明でわかりましたけれど、いい機会なので経

済産業省のほうに聞きたいのですが、去年の秋からのこういった経済状況の中で、国民の

目線から見て、ＩＰＡを通じての緊急施策はありましたか。ですから、去年の９．１５以

降この情報施策の中で何かやられたのか、どうなのか。そして、ＩＰＡはその中でこうい

うことをやってほしいとかということがあったのか、ないのか。中期計画の中での評価と

いうのは我々の役割なのでそれはしますけれど、世の中と関係なく我々は動いているわけ

ではないので、その辺はどのようになっていますか。

最初なので、今回の評価とは大分ずれるかもしれませんけれど、社会とともに、経済と

ともに、産業界とともに我々は生きているので、その辺はどのように９・15以降やってい

らっしゃったのですか。

○八尋情報処理振興課長 リーマン・ショック以降の動きとしては、昨年末は、今の政

権の大きな動きの流れの中で、今まさに太田さんがおっしゃったようなところで、景気対

策を一体どの財源で行うのかということで、今、結果的には大幅な国債の中で補正が動い

たわけですが、一時期、昨年の年末にかけては、独立行政法人がまたいろいろとヒートア

ップしまして、独立行政法人にもいろいろなところがあるので、そこの中でまだまだ経営

がきちんと締まっていないところがあるのではないかということで、首相官邸でのヒアリ

ング等々も行いまして、幸い、ＩＰＡは非常に優等生で、非常にいい指導を受けてまいり

ましたので、首相官邸のヒアリングのリストにまでは上がったのですが、最終的にはヒア

リングは行っておりません。ほかにも大変なところがあったようで──名前はいえません

が、そういう法人がございました。

そういう意味で、独法に関しての世間の目というのは、どちらかというと、景気対策の

中での財源がまだまだ隠れているのではないかと、世の中でよくいわれているそちらのほ

うで入っておりましたね。ですから、経産省に限らず、多分、各省庁、今動いているのは

独立行政法人を緊急出動させるというよりは、例えば、債務保証、中小企業向けの緊急保

証をきちんと行うと。それから、日本政府、金融公庫等々の借り入れをきちんとバックア

ップするとか、最近ですと、産業活力活性化法の枠組みで、認定した会社に関しては速や

かにいろいろな事業認定を行って、支援バックアップ体制をとるとか、ほかの中で、「除

く独法」という言い方をしていいのかどうか難しいのですが、実際にはそれ以外のところ
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が総動員されて動いてきているのかなと思います。

ですから、補正予算の今の動きに関しましても、文科省側の基礎研究などのときに、今、

国力を上げようなどということを含めて、独法云々というよりは、完全に今の中で、例え

ばＩＴ戦略本部の今の動きの中でいきますと、健康情報スーパーハイウェイみたいなもの

を、60歳以上の方も安心・安全にというところにＩＴをどうやって使っていくのかと。日

本はせっかくシニア大国になるときに、ＩＴの活力をどう生かしていくのかと。そういう

ところでそれぞれ補正予算が組まれたりということは動いてはいますが、今後、これが締

まっていて、６月中にその実行計画ができていったときに、実際に予算が決まって、その

予算を執行するのはどこになるのかというときには、もう一回また議論があるのかなとは

思っておりますが、全体の流れとしては今のようなことだと思います。

○太田委員 独法化はどうなっているのかと、総点検のほうが見出し的に先に立ってい

るということですね。

○八尋情報処理振興課長 はい。今、自民党も民主党も、「ムダ撲滅委員会」と称する

ものがありまして、各公益法人、独法に限らずですけれど、むだはないだろうかと、それ

がものすごい勢いで進んでいまして、すべて横並びにチェックを受けるというところが今

は一番大きなところだと思います。

○太田委員 小渕内閣のときに、ＩＰＡがまだ独法化しないときでしたが、緊急に、と

もかくこれだけ使ってくださいと、何とか使わなきゃいけないのだとか。それが今度はい

きなり独法化になったらギューギューして。もうちょっとメリハリをつけて欲しいです。

○八尋情報処理振興課長 多分、メディアに対しての説明不足が各官庁もあるのかもし

れませんけれど、横並びの状況はまだ多分変わっていないんです。独法の中に何かあるか

もしれないと。的確という判断が、我々からすると、２年前から行革の中で闘ってきて、

いいものはぜひもっと頑張るべきだと。じゃあ、ここの法人は適格法人であるという、何

かお墨つきがもらえたのかなと実は思っていたのですが、そうではなくて、常に疑いの目

がまだかぶっていて、一緒くたになっているという状態だと思います。

○太田委員 ちょっと残念です。独法化で一緒に横並びになって。世の中は動いている

のだなと。

○松山分科会長 ほかに何かございますでしょうか。

○櫛木委員 まず、守り的な意味のチェックという意味において、るるご説明がござい

ましたけれど、地域ソフトウェアセンターを回られたと。それで、お金の面も改善してお
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ると。それから、外部委託を随分やっておられますよね。したがいまして、随契をなくし

ていくという方向できちっとやっておられるとは思いますが、最近、漢字検定協会の中で

みられたような問題は、相手先のガバナンスというのが、責任者をみただけでおかしいと

いう状況があったわけですけれど、そういう意味でのチェックということもなされておる

のか。

今までみられて、地域ソフトウェアセンター及び外部委託先という、割とこちらからは

みえにくい部分について、課題等がどういう状況であったのかというのは、いかがでござ

いますか。

○西垣ＩＰＡ理事長 これは外部委託の金額の大きさ、あるいはその性格によりまして、

相手企業なり団体の資格というものが公に決められている基準があります。まずはそれを

遵守いたしまして、例えば、今度、ITパスポート試験のCBT化に向けたソフトづくり並び

に運営のような非常に大きなものがあるのですが、これは国家基準でも一番シビアな条件

のＡの基準の企業でなくてはオファーできないと。そういうところにまず一つ公的な基準

を使っております。

それから、甚だ僣越ですが、私も長年この業界で生きてきたので、発注するもので、こ

れはやや競合が緩いなとか、毎年少しなれ合いだなというのは、ある程度勘が働くもので

すから、特にそういうものに関しては相当シビアにたたいておりまして、必ず競合をつく

り出すという方向に私としては大部分やれてきたのではないかと思っています。

ただ、非常に長い歴史がある組織でもございますし、ここしかできなというたぐいの調

査など、競争環境がないものについては、そういうのは来年からということではなくて、

少なくとも２～３年かけてライバルなり対抗者をつくり出して、それで競争裏にもってい

くようにと、そういうことは非常に強くいっております。

それから、私どもから関係会社である地域ソフトウェアセンターとかに出ているものと

いうのはほとんどございませんで、去年は３件でしたが、今年はどうだったか、ほとんど

なくなっておりまして、逆にそれが地域ソフトウェアセンターの経営を非常に困難なもの

にしているということにつながっております。したがって、そういう意味での甘いことは

一切いたしていないつもりでございます。

○櫛木委員 それから、きょうのお話を聞かせていただいて、中期計画の初頭年度とい

うことで、当初、計画を出していただいたものを全部覚えているわけでは決してないので

すが、あれ以降、新しく工夫されてやられている計画もありますね。その辺についてはま
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た次回いろいろご説明いただくときに、これとこれはあのときにはなかった項目であると

いうことも明確にお伝えいただいて、そういう目でまたみていきたいと思います。

○西垣ＩＰＡ理事長 かしこまりました。さっきのライセンスのバージョン問題なども

完全に突発対応でございますし、ＩＣシステムセキュリティ協会の設立などというのも前

の計画にはなかったもので、それほどエクスプリシットに記述がされていなかったわけで、

幾つかそういうものをテンタティブに対応しております。

○櫛木委員 できるだけ定量評価ができるように。計画とは違う部分の評価というのは、

この委員会で課せられたポイントだと思いますので。

○阿草委員 今回のサービスの質が50～60ということで、60％入っているかと思うので

すが、この数字はこの委員会で決めたわけですね。

○大木情報処理振興課課長補佐 昨年の６月４日の分科会で了承いただきました。

○阿草委員 それで、18の６というのはもう決まっていると。この前の中期計画もこん

な感じだったような気がするのですが、今度の中期計画画では、前の中期計画に比べて、

例えば、３本柱的なことはずっと３本柱的にいくというのは、それでよろしいのですか。

○八尋情報処理振興課長 それは独法改革事務局とのお約束でもあるので。

○阿草委員 それは中期計画ごとに、ちょうど18ずつのバランスというのが、いいのか

どうか──も決まっているというなら仕方ないのですが……。

○八尋情報処理振興課長 これは議論し得ます。

○阿草委員 これはＩＰＡも受けて、これがいいと思っているのか、こうせよといって

いるのかというのは、どちら側なのですか。

○西垣ＩＰＡ理事長 これは私どもはノーコメントの立場ではないかと思っております

（笑声）。

○阿草委員 さわれないものですか。

○松山分科会長 それは評価するほうの……。

○阿草委員 わかりますけれど、余りにもフラットなのも何となくと思ったということ

なのですが。

もう１つは、例えば、ＩＴ人材育成の戦略的推進というときに、中に書かれているのは、

スキル標準的なもの等のかなり試験のところに重点を置いているかと思うのですが、普通

の人がとらえたときに、試験で人材育成の戦略的というときに、余りみえないんじゃない

かと。だから、試験はちゃんとやられているとか、世界に広めているというのはわかりや



24 / 40

すいのですが、それをもって人材育成の戦略的というところに評価が外からみえやすいの

かなと。

例えば、中でいろいろなところの調査でも必ず、産業界の代表団体的なものはあるのだ

けれど、やはりプロフェッショナルコミュニティができなくても大丈夫かとか、そういう

もう少し戦略にみえる、この中期計画の中でこういう新しいスキームができたのだという

のが最後に訴えられるのかなというは、ちょっと心配だなと。

例えば、試験の人数がちょっとふえましたというと、目先を変えてふえたかなと思われ

ても仕方ないし、それがこう変わるのだというものがないと、試験の衰退をとめてふえた

からいいということが、イコール、人材育成したかというのは、ちょっとわかりにくいん

じゃないかなと思いますので。

○西垣ＩＰＡ理事長 わかりました。それは表現を少し考えます。ただ、15ページにご

ざいますように、私どもは試験にウエイトを置いたということではなく、むしろ産学人材

育成パートナーシップのこのプロジェクトが、実行ワーキンググループとして大きく動き

出したという感覚をもっております。これは大分前からの計画だったと思いますが、去年、

私どもにセンターをつくりまして、田中本部長にかわりまして、以来、非常に具体的な動

きがみえてきたと考えていまして、むしろ人材育成というのはそちらのほうが本流になっ

ていくのかなという気はします。

○阿草委員 この座長をやっている関係もあって、結局、これがうまく回ったかどうか

というのは、プロフェッショナルコミュニティがちゃんとできたかとか、そういうところ

で評価されるような気がするので、そこらを評価していただかないと、会社の評価もなか

なか難しいと思いますので。これもまだ企画段階なので、最後の５年目にどうなるかとい

うときの落としどころを最初からもっていないと、毎年やるのはちょっとつらいのかなと

いう気がします。

○西垣ＩＰＡ理事長 よくわかりますので。当然のことながら、試験をやるということ

は、そういうコミュニティとのつながりとか、あるいは企業の中における人材配置、それ

からどこに穴があるから育成していかなければいけないか、あるいは取り組むときにどう

いう勉強をするから、それが人材育成につながると。こういう少し間接的な関係になって

おりますので、そこをもう少しきちんと表現をさせていただくようにいたします。

○阿草委員 初年度はスタートが話題になっていたけれど、５年たったときに、「ここ

はこうですよね」というのは、ちょっとネタ振りをしておかないと、後から大変かなと思
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いました（笑声）。

○佐味ＩＰＡ参事 先ほど櫛木委員に対する理事長のご説明に若干補足でございますが、

関係法人との契約について、今ごらんいただいた説明資料の最後の39ページの右下の表の

中に関連法人との契約というのがございます。こちらは情報処理技術者試験の関係でやっ

ていただいたものではあるのですが、こちらも最終的にまだ民間でやれるところがという、

競争性のある契約方式の拡大ということで、平成20年度春試験まではこの随契でやったの

ですが、秋試験からは公募でということで、完全に関係法人との随契というのはなくす方

向に大きく動いているところでございます。

○太田委員 我々が評価しているのは評価のための評価ではなくて、評価して、経産省

とＩＰＡの間で対話しながら、国民の立場でＩＰＡをよりよき方向にもっていくべきです。

字面はこの数年ここでＩＰＡと経産省で練って、かなり選択と集中をやってきたというこ

とはすごく評価します。

ただ、提案ですけれど、ＩＰＡの方々に自己採点してもらう。そして、自己採点の理由、

課題を、ＯＳＳにしても、情報処理試験にしても、ＳＥＣにしても、第２ステージか第2.

5 ステージにもう来ていると思います。

結局、櫛木委員がおっしゃったように、前回も私はいいましたが、Ａ４・１枚ぐらいで、

どこに変化があるのか、どこを強調したいのかと同時に、むしろＩＰＡに自己評価しても

らって評価させていただく側もされる側も、そういうことで対話していくほうが生産的か

なと僕は思いますね。先ほど理事長が、回数がふえました、試験の受験者はふえましたと、

それは多とするけれども、そこはよりよく対話をして、そうはおっしゃるけれど、こうじ

ゃないかみたいなところが一つ出てくるのかなと思います。

アジア戦略についても、それは残念ながらまだみえていないけれど、自己点検していっ

て、それで評価していく。むしろそうしたほうがよりよき評価というか、次に向かえるた

めに生産性が上がるんじゃないかと思います。

○八尋情報処理振興課長 第１期に大分みていただいていますから、第２期にかけては、

メトリックスをどう設定するかみたいなことを自己採点するに当たって、独立行政法人側

もどのように考えているか、経産省はその指標でいいと思っているのかと、そういうこと

でございますね。

○太田委員 そうです。

○八尋情報処理振興課長 ですから、７月２日のときにそういう議論もしながら、実際
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に点数を決めていくということでもいいのかなと思いますが。

○太田委員 そうしたほうがより前向きに、じゃあ、次にこうじゃないかと……。私、

一評価委員とすれば、時々来て余り無責任なこともいえないし。この３つぐらいの業務に

したらどうですかと数年前から申し上げていたら、それも選択と集中をどんどんやってこ

られたので、それはとても評価するところではありますが、さらに上にステップアップす

るためには、経産省なりＩＰＡなりの自己採点があると、我々としては次へ、そうはそう

だけれど、こうじゃないかとかといえるのではないかと、私は、個人的にですけれど、提

案させていただきたいと思います。

○西垣ＩＰＡ理事長 例年どおり、これから財務のデータをもって個別にご説明に伺い

ますときに、できましたらそういう方向性についても少し議論をさせていただいて、その

まとめとして、７月２日にでもそういう議論にこの場を少しでもおかりできれば、私ども

としては幸いでございます。

○櫛木委員 ここのセンターの大きな役割として、ＩＴ関連産業の振興という立場での

人材育成なり、さまざまなことがあると思います。ですから、その参加している法人がこ

この活動をどう評価しているかというアンケートとか、また、望んでいることといったも

のがとられておれば、そういう要約があって、我々が評価のときに参照させていただくと

いうことで、ここと外側との間にある評価というものがあればなと。もしなければ、ぜひ

とっていただいて、率直に意見を聞いていただくのも一つかなと思います。

それから、消費者ですね。基本項目の２番目に、「国民に対して提供するサービスの質

の向上」というのがありますが、今度、消費者庁もできるというお話ですけれど、一般消

費者の方がＩＴに関連することでいろいろな不平不満やクレームが上がっていくと思うの

ですが、その切り口において、ここが担当する部分は一体何なのかという部分について、

我々もまだよくわからない部分があって、どういうことをここが担当するのだろうかとい

うことをぜひ聞かせていただけたらなと思います。基本項目の３つのうちの１つに入って

おりますので。

そうしたときに、法人であって、そこがソフトを売ったことがクレームになって、消費

者庁にクレームが行って、その会社に返ると。こういうことになって、法人からそれを聞

くということもあると思うのですが、ただ、一番問題なのは、一般消費者というのは、こ

この２者間で規定の枠組みであっても文句をいってもどうにもならない仕組みになってい

るというようなものを吸い上げる場がどこなのかというと、やはりこういうところになる
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のではないかと思うのです。

あるいは、たくさんのソフトがあるのだけれど、それがみんな共通してたくさん不満を

もっていて、業界ではそれがもう規定事実になってしまっているということは、こういう

団体が受けとめていくミッションになるのではないかと思うのですが、その中には、使い

勝手の問題、基本的な品質の問題や信頼性とか、いろいろなことがあると思うのですけれ

ど、消費者の立場をしっかり情報処理の技術という面でみていくスタンスというのは、こ

のセンターの中でどのようになっているのかというのがまだちょっとみえてきていないの

で、どうしても対企業寄りの、集まってくる人はほとんどが企業の専門家ばかりですから、

専門家集団の自己評価、自分たちでやっていることの整理という状況が強いので、利用者

の方々の状況との対比という面での立場のまとめと、その評価のまとめということについ

て、ぜひご検討いただけたらと思います。

○八尋情報処理振興課長 整理が要るのだとは思うのですけれど……。要するに、ＩＰ

Ａの役割というところが一般消費者とのある部分を担っているのは事実だと思うのですが、

そこは真剣に議論をすると、現在の財務省が認めている交付金の枠内では、できるのはあ

る範囲に限定はされるのだと思います。

今、セキュリティのところなどがいろいろな情報をいただくという部分については、そ

れをまた産業界に返すことによって、その辺は一緒になって一番情報を解析できるセンタ

ーにはなっているのですが、一般消費者にまで全部戻すところまでには、責務を負ってい

ない形でこの法律がつくられてきたというのも事実だと思います。

ただ、時代がそのように変化をしているので、第１期から第２期にソフトウェア産業の

振興だけを追っていく時代はもう遠いものとなり、情報化社会のある種のここが基盤とな

ってというふうには変えてきているのですが、財政基盤が到底足りているものではないと

思っておりまして、そこのきちんとした切り分けが多分要るかなと思います。

○西垣ＩＰＡ理事長 特にセキュリティで非常にクリアなのですが、私は立ち位置とい

うことを非常に気にしておりますのは、ＰＣその他に関してセキュリティベンダーという

のが厳然としてあるわけですね。これは 6,000億の規模の産業になっているわけです。そ

れじゃあ、ＩＰＡは要らないじゃないかというのですが、実はそうではないんですね。そ

こを漏れてくるラストセーフティネットとしていろいろなことをやらなければいけない。

けれど、それを余りやり過ぎると、今度はベンダーとのデマケの問題が出てくる。そうい

う関係がありますので、やはり立ち位置というのは非常に重要だと思いますので、その辺
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は特に気をつけてやっていきたいと思っております。

それから、自己評価という問題は、各運営体ごとに審査委員会というのがありまして、

審議委員会の外部の先生方には採点はしていただいてはおります。ただ、これは純粋な自

己というよりは、先生方に集まってもらってやっていただいているというものでございま

すので、ちょっとご趣旨とは違うかもしれません。

○太田委員 審査のときに資料としていただけるものでしたっけ？

○松山分科会長 いえ、それとは別です。

○西垣ＩＰＡ理事長 メンバは固定したというよりは、２～３人入れかわるぐらいの感

じで、５～10名ぐらいの体制です。ちなみに、セキュリティに関しましては、先週、その

審議委員会が行われまして、おかげさまでＡの評価をいただいております。

○太田委員 評価のときにいつも配られるものでしょう。

○八尋情報処理振興課長 いえ、それとは別に、ソフトウェアエンジニアリングセンタ

ーはＳＥＣの審議会があったり、人材も審議会がありますので、そのそれぞれのセンター

で有識者から成る会議体があります。

○太田委員 いつも評価のときに配ってくださるのは、違いましたか。

○西垣ＩＰＡ理事長 去年までは参考情報として配布しておりました。

○佐味ＩＰＡ参事 その形でおもちするというのは、ことしは予定しておりません。

○太田委員 あれは全般的に点数が高いですよね。非常に甘い。

○西垣ＩＰＡ理事長 そうなんです。そういう声もございまして、ことしはお配りしな

いということでございます。

○松山分科会長 それでは今、八尋課長がご説明いただいたと思いますが、第２期の中

期計画策定の議論も随分やっていただきまして、そのときの基本的なことは、業界団体で

はなくて、まさしく国民の社会生活に資する活動をする方向へ、徐々にでもいいけれど、

かじを切っていこうと。そういうことが実は第２期の大きなポリシーの変更でございます。

そういう意味では、徐々にですけれど、プロフェッショナル集団の育成ということではな

くて、より一般の国民の方々に対してどういうサービスを提供できるのかというところに

重点を置いていっていただきたいということが、第２期の大きな違いなんです。

ですから、それに関しまして、繰り返しませんけれど、そういう趣旨では、随分違う視

線になっていただきたいということでそもそも来ているという状態でございます。そうい

う意味で、今の審議会も、私もメンバーはよく存じませんが、専門家集団というのは実は
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困るんです。なぜかといいますと、これはいつもいっていますけれど、親委員会は一般の

方が委員でたくさんおられます。一般の方というのは、逆にいうと、私を除くと、すべて

の委員は情報分野ではございませんので、一般の方です。さらにもっと、技術系ではない

一般の方も当然入っておられます。

そこにおいてＩＰＡの活動が最終的に評価されているのだということが、国民に対する

サービスということの心であります。ですから、非常に限定的な業界が繁栄するためにお

金がどう使われたかというのは、そこではほとんど議論になりません。これは前の議事要

旨などにもそんなふうに書いてございますけれど、２年前だったか、何かいわれて、「い

や、セキュリティを頑張ってやっていますよ」と、理事さんたちは初めての方がおられる

かもしれませんが、そういうわけです。それで、我々としては、「ＡＡですよ」とかとい

ったわけです。そうすると、一般の方から反論が出るんです。「いや、一生懸命やってい

るといったって、ウイルスもセキュリティもなくなっていないじゃないか。なくしたらＡ

でもいいけれども、なくならないことに対してどうしてＡなんかつけるんですか」と。議

事録に載っていますから、みてください。そういう議論なんです。

それは説明のスタンスというのが全然違うんですね。そういうところは委員の先生方も

今回のご説明を踏まえて、第２期に向かってＩＰＡがどこへ行こうとしているのかという

ことに関しては、もう一回お考えいただければありがたいと思っています。もちろんこれ

はパッとスイッチできるわけではありませんので、徐々にやっているということです。で

すから、最初に事務局のほうからご説明がございましたけれど、ソフトウェアの開発とい

うことの項目は実は評価の対象からはもうなくなっているんです。あとちょっと残って６

％となっていますが、オープンソースという話のところもそのくらいの比率だという形で

来ているという流れになっているわけですね。

そういう意味では、国民に対して、あるいは国民目線からみたときに、ＩＰＡさんの活

動が本当にビジビリティが上がっているのかと、そういうことで基本的なスタンスでご検

討いただきたい。そして、ＩＰＡさんもそういう趣旨で中期計画を読み砕いていただいて

いると思いますので、それに沿っての話になってくるということは、もう一回再確認とい

うことでお願いしたいと思います。

そういう意味で、私からも、太田委員と同じなのですが、ＩＰＡさん自身が、じゃあ、

第１期から第２期にどう変わったと思っているのかということを、自己評価みたいな形で

認識をお示しいただきたいなと。どうしてもこの説明でやると、評価項目に対してこうい
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う実績がといった実績説明なので、ポリシーの説明というのはまたスタンスが違うかなと

いうことで、私自身からのお願いとしては、特に第２期に入ったとっぱなのところであり

ますので、そういう意識がＩＰＡの中でどうもたれているかということを中心に評価させ

ていただきたいと思っています。

といいますのは、皆さんおっしゃったように、この中身は選択と集中も含めてずっとや

ってきた項目なので、「下げどまりましたね。あそこのソフトウェアセンターはどうなり

ましたか」と、そういうレベルなわけですね。そこのコンテキストのところが随分変わっ

てきているということを踏まえて、少しご意見を聞かせていただくと、またコミュニケー

ションがやりやすいかなと思ったりしております。

○八尋情報処理振興課長 個別には結構頑張って変わりまして、私が余り発言してはい

けないのですが、ソフトウェアエンジニアリングセンターなどは、まさに最初に櫛木委員

がおっしゃったように、組込みソフトあたりが最初の業界を超えた問題だったわけですね。

それを第１期はすごく頑張りましたと。ＥＴスキル標準もいよいよ国際標準にしますと。

でも、ことしは第２期のところで、ちゃんと社会のいろいろなインフラ──そうするとや

はりエンタープライズ系のシステムをどうしようと。

これは皆さん非常に頑張られて、ＳＥＣの中にそういう動きができて、かつ、組込みと

いろいろな社会システムの間の融合領域もあるだろうということで、今、新体制のところ

で新所長のもとでおやりになっているということで、職員の意識というのは、今まではか

なり組込みに寄っていた感じがあるのですが、社会全体のインフラの問題としてソフトウ

ェアを考えようという意識変化はすさまじいものがありまして、それも職員の中でいろい

ろな議論がありながら変わってこられたと。

ただ、そちらに重点を置きますと、まだまだ職員数的にも全然足りていないことがあら

わになってくるので、いい効果をどこで出していこうかというところで、今、一生懸命悩

んでいるところではあります。

○阿草委員 今度、作業を二十何日までにやれとかという、我々の作業からみると、こ

の赤い字を幾つか読んでいて、１つは、例えば「法人に求められている政策目的と……」

と、これは目標を決めるときにマッピングして僕らも知っていることになっているはずな

のですが、これをみたときに、政策目標がないと、僕らがそこにのっとったと書かれると、

ポイントが戻れないとか。

それから、各項目のところに、「中期計画において取り組み時期が明記されていない事
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項についても」と、これは基本的に中期全体でやると書いてあって、中期計画は５年でし

たか、そうすると５分の１はどこに設定してこれをやっているのか、ことしやったことは

よくわかるのだけれど、これが５分の１なのかどうかというのは少しわかりにくくて、本

当は僕らは全部知っていないといけないのかもわかりませんけれど、これを今から作業を

やるとすると、この項目を読んで、「これはどれくらいやっているのかな」と。ことしは

よくやっていますと。でも、これは５分の１としてよくやっているのか、ひょっとしたら

５年間分全部終わってしまっているのかというのはみえないので、そういうことがわかる

ようなデータをいただけると……。いわゆる時間軸上のどこまでやったかというのがわか

るようになると……。

○西垣ＩＰＡ理事長 わかりました。内部では当然そういうものはございますので。

○阿草委員 そうしないと、単年度評価という形はできないので。中期目標において取

り組み時期がという、各項目のところをそれをみながら書きなさいというので書いている

と、ここの赤字をみながら、これは何もないなとかとちょっと思ったので、そこの部分を

少し資料をいただけるといいのですが。

特に一番最初の政策目的が中期目標にどう落とされてというのは、簡単なコメントでも

いただけるといいと思います。

○太田委員 そのときに、松山先生がおっしゃった国民的な視点をそこにどう盛り込ん

でいるの。松山先生が今度親委員会に行かれて、組込みは何ですかというところから始ま

ると思うので。その辺は非常に難しいですよね。それは形としてはわかるのですけれど。

ただ、もう一回引っ繰り返してしまいますけれど、これは独法化で、我々も国民のため、

世の中のためということで合意したのですけれど、こういう経済危機で、もうちょっと機

動的に、産業政策もたまにはやったらみたいな（笑声）。もちろんわかります、大事です

よ。僕は最初からそういう立場ですけれど、こういう時期に、日本政府としてもっと機動

的に、冒頭に申し上げたように、課長としても大変でしょうけれど、何かうまくこの一部

分だけでも、ＩＰＡというマシーンを使ってガッと、これで景気がよくなったとか、そう

いう明るい話がないかなと（笑声）。

○松山分科会長 景気ではないんですけれど、こういう不景気になったということで、

派遣切り等々、この半年ですよね。そういう中で、地域のソフトウェアセンターの位置づ

けで、そういういろいろな状況に置かれている方がちゃんと働くためのスキルをやるため

に、厚生労働省などはハローワーク系などでやられているから、ＩＰＡには回ってこない
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のかもしれないけれど、実はここなどはもっと重点施策的に緊急措置として雇用を……。

もう二度と終身雇用制度は戻らないだろうと思うのです。こう外れてしまったところで。

そうすると、そういうのが許容される、あるいは社会としてそういうところもどんどん再

教育プロセスが組み込まれているとすると、それがこの半年ですよね、すごく意識化され

て、グローバリゼーションというのはそういうことを引き起こしてしまう。

それを社会制度としてどうやって活用することができる制度、システムをつくるかとい

うときに、ＩＰＡはこれをやっていますと。これをもっと活用して、派遣等々で転がって

いる方にスキルをつけて、こういう認定も差し上げて、そして働いていただくことも紹介

してと、そういう意味でサイクルを回したについては50億くださいとかと、もっといって

もいいのになと思って（笑声）。そういうことでしょう。

○太田委員 そうです。去年の秋からそういう形で、先ほど理事長が地域ソフトウェア

センターの受講者がふえたとおっしゃったけれど、秋以降、ふえているでしょう。それで、

西垣さんがもうちょっとわかりやすいのをやれとか、いろいろプログラムを変えたんです

か。

○西垣ＩＰＡ理事長 マーケティングないしは営業的センスがある人間が１人入ると、

全然違うんです。今、一生懸命リコメンドしていますけれど。民需からみると、彼らは物

すごく恵まれた位置にいるんです。民需は一生懸命金を稼ぐために生徒を集めてきますか

ら（笑声）。だから、そういう意味では、やりようがたくさんあると思います。

○太田委員 だから、自己評価のときに、理事長もおっしゃったように、９・15以降、

こういったカリキュラムを変えてこうしましたといったら、「そうか。時代に即したＩＰ

Ａは迅速性があるね」ということで、経産省の指導を待つまでもなくやっているぞという

ことだったら、ここは二重丸かなと（笑声）。時代とともに我々は生きているし、働いて

いるしと思っていますので。

○斉藤ＩＰＡ理事 地域のソフトウェアセンターでは、既に厚生労働省の失業対策事業

に組み込んだものをやっています。

○松山分科会長 それはソフトウェアセンターの経営主体がいろいろあって、地方自治

体がかなりコミットされているので、そこは中央省庁はいろいろなところへお金をもって

これるというスキームになっているので、厚生労働省のそういう職業訓練何とかというの

は結構入っていると思うのです。

○斉藤ＩＰＡ理事 地域ソフトウェアセンターには厚生労働省の資金も出資されていま
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す。

○松山分科会長 そういうのを去年からの半年間で緊急的にそうやったのが効果があっ

たとか、そういうことをいうと、太田さんじゃないけれど、タイムリーな話で、さすがＩ

ＰＡはすごいなと。それをうまくナビゲートするようないろいろな方法論はおもちなわけ

ですよね。だから、そういうところをうまく活用されるようなマネジメントがあると、今

のようなことができるかなという気がしますね。

○阿草委員 今のはちょっと間違えると、ＩＴ人材の戦略的推進みたいな話が、これは

労働問題の解決策かと思われても（笑声）……。うまく使わないと、もろ刃の剣になるの

で。

○松山分科会長 多分、分けたほうがいいと思います。スーパークリエーター、トップ

というのと、産業界でコアとしてできる方のスキルアップをやるというので。そして、広

く一般にそういう雇用問題などを含めて、社会の中でマスとしてＩＴ技術をもった方を何

十万人という形をちゃんと育てていく、確保していく。そういうのをきれいに分けた方が

いいですね。

○阿草委員 でも、少なくともそれは戦略的推進の中には書かれていないですよね。今

の話の中ではここにほうり込めることはわかるのだけれど、中期計画にも入っていないの

で、そこの部分に緊急に何か立てて何か評価してくれないと、もともとの計画は５年だけ

れど、その年期ﾀﾞｲ 外にこういうことをやったというのは別途で、大きくみれば、人材育

成の中で評価してほしいと。そういうふうにうまくいかないと、戦略的といっても、そん

な程度が戦略かといわれたらちょっと困りますよね。

○八尋情報処理振興課長 先ほど来の景気の問題はちょっと難しいと思います。ヒスト

リーの流れの中で独立行政法人をきちんとみなければいけないと。長い間、そうではない

見方をしてきたという反省が永田町や霞が関にもあるのだと思うのです。国民からの厳し

い声で。

ですから、機動的に動きたいのは山々なのですが、そして、親委員会等々を含めて、

「この機構は本当にいいことをしている」という賛成票を集めやすくなるということだけ

は否定できないので、トピックス的には、先ほどの地域対策等々も、実際に今、地域イノ

ベーション・パートナーシップという本省側の施策に、その材料としてＩＴスキル標準だ

ったり、いろいろなことが今使われていまして、それは非常にありがたいと思っています

し、それから、ほかの省の予算で、今、各県、地方交付税でいろいろ休んでいらっしゃる
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方が勉強する、それに対してパスポート試験だったり、いろいろなＩＰＡの材料がいい参

考になっているというところまではいいのですが、仮にＩＰＡ自身の財源でそこまででき

てしまうというと、多分、財務省との関係では、今お渡ししている予算より少なくていい

ということになるのですが（笑声）、それは厚生労働省なり違う機構が担っているはずで、

どこの機構が何を担っていてというきちんとした区分けは、逆にいうと、こちら側の評価

委員会には任されていないことになってしまっているわけです。ですから、そこが変な問

題を起こすのではないかなと。

ですから、せっかくいいことをやっているので、情報発信をして、多くの人にわかって

いただくまではいいのですが、評価指標の中まで入れるかというと、微妙な感じがします。

○松山分科会長 ちょっと難しいですね。でも、親委員会で、経産省の方々はご存じだ

と思いますけれど、ほかの独法は何しているかというと、現場見学会キャンペーンをずら

っとやっているんです。委員対象ですよ。結局、何かというと、評価委員としては、こう

いうのはみないんですね。Ａ、Ｂ、Ｃが幾つ並んでいるという、それだけの話ししかみな

いでしょう。

そうすると、結局、よくわからないで、誤解に基づいた評価がされるのは困るというの

もあるんですね。それで、よりよく理解してもらおうということで、見学会とかといって

何かやっていますよね。案内が来ますよ。そういう意味で、評価の指標とかというのはな

かなか難しいのだけれど、ＩＰＡの活動を、いろいろな形でサポーターをもっとふやして

いただいて、そのときの説明としては、タイムリーにとか、そういうことをもっと積極的

にアピールされたほうがいいと思いますね。

○太田委員 じゃあ、やっぱりＩＰＡも見学会をして、ネットをモニターで監視すると

ころがあるじゃないですか、ああいうところをみせて、「こうやって国民を守っていま

す」と説明すればいい。

○松山分科会長 だけど、評価委員に対してそういう見学会はいいのかという話もある

し（笑声）。「そろそろ評価委員会だしね」とかといって（笑）。ただ、直接的に評価委員

にするのがいいのかどうかというのは、ちょっとダイレクト過ぎると思うのですが、今、

八尋課長がおっしゃったような形で、評価とはまた別なのだけれど、そういうＩＰＡの社

会的ステータスをどんどん上げるためのアピールはもっとしてほしいなと思います。

○西垣ＩＰＡ理事長 はい、かしこまりました。

○櫛木委員 ９ページの「情報システムに関わるマスメディア故障報道件数の推移」で
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すが、これは非常にわかりやすいですよね。これは大変なことです。それぐらいマスメデ

ィアもそうだし、確かにいろいろな話は聞くねと。

だから、今の議論で非常に重要なことは、お客様志向という話がこのセンターも随分進

んできた。だから、国民目線でもわかりやすいようにと。こういう非常にわかりやすい具

体的なデータが、そのほかの、例えば産学連携とか、高度人材育成とかということに対し

ても、何かそれを語ってくれるデータを一生懸命考えて、それはぜひとってみせていただ

きたい。一連の話のそのひもづけが非常に重要だということだと思います。

○阿草委員 これは、例えば右肩上がりですね。これは６年間で下がらないとまずいで

すよね。だから、これは非常に怖いデータだと思いますよ。「じゃあ、この前６年間やっ

て、あなたたち、何やってたの。ずっと上がってるじゃないですか」と。組込みには頑張

っていたので、今後、こちらに変えますという宣言をしたときのデータだとすると、この

上がとまらないと困るので、怖いなと思って。

○仲田ＩＰＡ理事 これは累積なので、下がることはないんです。寝ることはあるので

すけれど、下がることは絶対ありません。

○阿草委員 ああ、なるほど、確かに累積件数ですね。でも、ここ６年、そんなに……。

だから、この手の話を出すと、頑張ったから寝たとならないといけないですね。

○仲田ＩＰＡ理事 下の紺色のところが上に上がった年のところで累積がグッと上がっ

ているんですね。そして、ゼロに近づくと寝るんです。

○櫛木委員 しかし、これは難しいですよね。これは累積だけど、発生件数だとどうな

のかとか、その裏にあるのは、新しいサービスがどんどんふえてきたからやっぱり出てく

るとか、いろいろなことがあって、それは説明は恐らくつくと思うのですが、非常に大事

なことは、率直にそのデータをみて対策を打っているということがきちっとアピールでき

て、説明し続けないといけないと思いますし、いろいろなやり方があって、もしそれをや

らなかったらもっとふえたでしょうとか、いろいろなことがあるから、そこはぜひ知恵を

出していただいて。

○松山分科会長 累積でカウントして、どんどんふえているということの典型的な例が

新型インフルエンザなんです。今、370か380人でしょう。あれは現時点で380人もインフ

ルエンザになっていない。みんなもう治っているんですよ。そして、現在、新型インフル

エンザで治療を受けている人はそんなに多くないんですね。けれど、マスコミさんはあれ

を累積でやるので、まだまだ蔓延していっていると思ってしまうんですね。けれど、逆に、
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これをいうと怒られるけれど、三百何十人累積というだけでこれだけ社会が大騒ぎするん

ですね。そして、経済効果のダメージは大きいんですよね、生のウイルスは。そして、こ

っちのウイルスはけた違いですよね。だけど、余り社会的関心はないですよね。

ということは、国民からみたときの身近さというのが違うんですよね。そこのところは

まだまだリーチできていないという感じがする。インフルエンザになると生身の生活なの

で、日本で初めてというだけで、日本全国パニックになる。そして、どこかでウイルスの

新型が出ましたなんて、だれもそんなのは気にもかけないし、新聞にも載らないというこ

とですよね。そういうことの関心の持ち方が国民のほうでも随分違うし、そのインパクト

ファクターみたいなことに関してどういう認識をもつのかということも、改めてやらなけ

ればいけないと思いますね。

それから、私は、ずっと人材育成をしっかり頑張っていただいていいと思っているので

すが、人材育成だって、20年ぐらい前に経済産業省が「プログラマーが60万人足りない」

というキャンペーンをやられましたけれど、そういうのは最近全然聞かないんですね。

○西垣ＩＰＡ理事長 余っちゃうんです（笑声）。

○阿草委員 組込み人材はすぐ数字を出しましたよね。

○松山分科会長 そうすると、「本当に育成すべき分野なの？」ということもあるし、

どちらかというと、「あの人はパソコンを一生懸命やって、プログラムで、ほかの人と話

をしていませんよ」というコメントをしたら、一般の世間的認知としてはポジティブでは

ないような認識になっている。そういうことを人材育成に対してどうブレークしていこう

とするのかとかね。

○西垣ＩＰＡ理事長 ただ、私は、民と官の役割ということを考えると、今の経済情勢

に余り振られ過ぎてしまうと、今のソフト人材の問題じゃないですけれど、将来を見通し

たときに、「少し余りぎみだから、やめた」というのは絶対あり得ないですよね。やはり

やっていかなければいけないわけでございまして、そこのところの腹はやはりもつべきで

はないかなと感じますね。

それから、情報発信は私も実はイライラすることが多いのですが、ＩＰＡの情報発信と

いうのは、ユーザーサイドもすぐれてウェブなんですね。ＩＰＡから情報を引き出してい

る方々にとって、もう紙というのは二次的になっているんです。これは年代格差というと

失礼に当たるかもしれませんが、大きな文化の流れの中で非常に大きな変革が起こってい

るということも確かです。
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○太田委員 大筋のところというか、本流かどうか、６ページの一番下の「行動科学に

関する研究」、これはどういう心で始めたのですか。

○西垣ＩＰＡ理事長 これもまさにセキュリティでして、要するに、さっき申し上げた

ように、日本のＰＣは世界中で非常に感染度の少ない環境に置かれていると。にもかかわ

らず、我々がセキュリティ情報を流して、こういうパッチを当ててくださいといっても、

30％しか当てないという現実があるわけです。そうすると、残りの70の人は一体どういう

気持ちでそれに従わないのかと。それに従わないと、そこからスポットで感染してしまう

ケースもあるわけです。そういう行動を分析しようということなんです。ただ、これは経

済性とも絡みますし、人間の心理的な問題とも絡みますので、非常に難しい領域ではある

んです。

○太田委員 ちょっと興味があったんです。こういうことまでＩＰＡはやっていらっし

ゃるということで、いい切り口かなと僕は思いました。

○西垣ＩＰＡ理事長 多少はあります。この間、ヨーロッパに行ったときも、そういう

研究をしたいという話がありました。

○太田委員 ああ、ありますか。じゃあ、国民の特性みたいなことで、それだけ無防備

でも気にしない日本人とか、ちょっと気にしているなとか、やっぱりあるんですか。

○西垣ＩＰＡ理事長 ええ。日本で30ですから、アメリカなんかへ行ったら数％台かも

しれませんね。

○太田委員 それはどっちがいいのかというのはよくわからないですけれど……。

○西垣ＩＰＡ理事長 要するに、諸制度を含めて、これは社会全体がどう受けとめるか

という問題に大きくかかわってきますね。ですから、「絶対にいけない、全部つぶせ」と

いうのは恐らく達成し得ないことでありまして、もっとほかの手段でそれを補完していか

ないと、本当にディペンダブルな社会になっていくのかという、非常に大きな問題があり

ますね。

○松山分科会長 僕などは今のお話は、すごくいい方向でされているなと思っていまし

たけれど、社会の仕組み、メンタリティと、技術とのマッチングをどうやるかという、セ

キュリティなどは一番そうですよね。

○櫛木委員 それから、グローバルとの比較というのは非常にわかりやすいですから、

国民目線と同じように、グローバルとの比較もぜひこのように入れていただくとありがた

いです。
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○松山分科会長 ありがとうございました。

私も含めて、皆さんしゃべりたがりが多いので（笑声）、これをやり出すとエンドレスに

なってしまうので、また個別で財務諸表のご説明とともに、もう１ラウンドご議論いただ

けると思いますので、本日のところはこれで次の議題に移らせていただきたいと思います

が、よろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、最後の議題でございますが、議題４の新技術債務保証制度の廃止について、

事務局からご説明をお願いします。

○大木情報処理振興課課長補佐 最後の議題になりますが、資料５「ＩＰＡの新技術債

務保証制度の廃止について」でございます。

まず、１．ＩＰＡの債務保証業務の見直しの経緯でございます。

(1)としまして、ＩＰＡの債務保証業務につきましては、中期目標期間終了時の組織・

業務の見直しの結論を平成18年中に得る独立行政法人等の見直しについて」という長いタ

イトルでございますが、要は、行革本部の決定で、平成18年12月に、①一般債務保証の廃

止をすること、②新技術債務保証の見直しをすることが決まっております。

(2)としまして、上記決定を受けまして、ＩＰＡの債務保証業務でございますが、①一

般債務保証業務を平成20年３月末に廃止しております。

②でございますが、 (1)の②に戻っていただきたいのですけれど、保証の見直しという

ことで、下線をつけておりますが、業務実績等を踏まえつつ、次期中期目標期間の中で廃

止等の見直しを行うということが決定しましたものですから、この決定を踏まえて、 (2)

の②の新技術債務保証につきましては、保証割合の引き下げを実施するとともに、第２期

中期計画におきまして、今後の業務実績を踏まえつつ、第２期中に廃止の見直しを行うと

いうことを決定したところでございます。

２．でございます。第２期に見直しを行って、第２期中に廃止をするという、その第２

期の状況でございます。

(1)経済産業省におきましては、さっきの行革本部の決定を踏まえまして、制度のＰＲ、

またその審査期間の短縮等、その利便性の向上を図ってきたところでございます。そして、

その有用性につきましてＩＰＡと検討を重ねてまいったところでございます。

(2)しかしながら、実績のほうでございますが、平成20年度の申請件数は45件というこ

とで、18年度の89件、19年度の78件に比べまして大幅に低下しております。この要因とし
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ましては、メガバンクによります無担保無保証の商品や信用保証協会による緊急保証制度

の創設などが原因として上げられております。

裏側の２ページに表がございます。こちらをみていただきますと、その申請件数、保証

実績が大分減っているというのがおわかりになると思いますが、 (3)の説明で、さっきは

申請件数を説明しましたけれど、その保証実績──実際に申請して保証したものについて

は何件かということでございますが、平成20年度はたったの１件でございます。こちらも

18年度の31件、19年度の21件と比べて大幅に減少しているということです。

こういう状況でございまして、今後どうしていくことが妥当かということを経済省とＩ

ＰＡで協議した結果を３．今後の対応（案）と書かせていただいておりますが、平成20年

度の新技術債務保証残高は９億 6,000万円、平成19年度の残高の13億 3,000万円のピーク

から減っております。加えまして、昨今の経済情勢をみましても、今後伸びることは期待

できないということ。むしろ漸減傾向になるのではないかということが見込まれていると

いうことです。

さらに、債務保証の基金、国費でございますが、これは規模が56億円ありまして、その

規模から考えても、国費が有効に活用されていないということから、こういった状況を踏

まえて、この制度は廃止したいという結論に達した次第でございます。

そこで、よろしければ、この分科会でご了承願いたいと思っております。

事務局から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。

ただいまのご説明で、ご意見等はございますでしょうか。

○櫛木委員 よろしいんじゃないですか。もう余るもの、要らないものは本当にちゃん

とお返しするということをはっきりとやっていかれるのは、いいことだと思います。

○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、分科会としても了承させていただきたいと思っております。ありがとうござ

いました。

それでは、ちょうどお約束の時間になりましたので、議題は全部終了いたしたと思いま

すが、よろしゅうございますでしょうか。

本日ご議論いただきました平成20年度の業務実績評価につきましては、最初にスケジュ

ールでご案内しましたように、７月２日にこの分科会で最終的に評価をさせていただくと

いうことでございます。それを受けまして、７月中旬ぐらいに親委員会のほうで、経済産
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業省の評価委員会としての評価を決定するということになっております。

さらに、７月２日前に、財務状況の結果を踏まえて、先生方と個別にご説明ということ

を別途スケジュールさせていただいて、それを踏まえて、６月24日まででございますが、

評価結果を事務局のほうにお送りいただきたいと思います。そういう流れになっていると

思います。

ということで、事務局のほうから何かございますか。

○八尋情報処理振興課長 一元的な評価体制にいつなっていくのかという例の話ですが、

こういう国会の流れでございまして、ここに 169回国会に独立行政法人の評価のあり方を

変える通則法の一部改正（案）というのが、一応、１月５日に内閣から上がったのですが、

そのままになっていまして、衆議院では一切議論されておりません。ですから、このまま

行って、来期の通常国会にもう一回上げ直すのだと思いますので、来年度もお世話になり

たいなと思っておりますので（笑声）、よろしくお願いいたします。

○松山分科会長 それでは、以上で終わらせていただきます。どうもありがとうござい

ました。

──了──


