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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２０回）議事録

１．日 時：平成２１年７月２日（木） １５：００～１７：３０

２．場 所：経済産業省商務情報政策局 第２会議室（本館２階東４）

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２０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２０年度の業務実績評価について

（４）業務方法書の改訂について

○松山分科会長 それでは、これより独立行政法人評価委員会第 20回情報処理推進機構分

科会を開催させていただきたいと思います。

本日はお手元に配付されております議事次第の順番に沿いまして、平成 20 年度の財務内

容に関する事項をまず御審議いただき、引き続き監事監査報告、それから平成 20 年度業務

実績評価、そして最後に業務方法書の改訂に関する事項を御審議いただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

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。

○安田課長補佐 資料確認。

○松山分科会長 よろしゅうございますか。

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。

まず議題の（１）、「平成 20年度財務内容について」でございます。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す。主務大臣は承認の前に予め評価委員会の意見を聞くこ

とになっておりまして、本日、意見、御審議をいただくということになっています。

これにつきましては、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、

説明及び質疑応答をさせていただいたと思っております。そういう事前説明を踏まえてお

りますので、本日、この場で正式にお諮りしたいということでございます。

それでは、内容につきましてＩＰＡの西垣理事長から御説明をお願いいたします。

○西垣理事長 資料１に基づき説明。

○松山分科会長 ありがとうございました。

それでは、御意見、御質問をよろしくお願いしたいと思います。

○徳田委員 地域ＳＣの状況のところで初めて配当金が出て黒字が出たというお話でした。

せっかく西垣さんが一つ一つ回られたというふうにおっしゃっていたので、どういう傾向

にあって、改善するところはうんと改善しているのか、だめなところはまたさらに下がる

のか、全体の流れはいかがだったのでしょうか。

○西垣ＩＰＡ理事長 これも制度ができて 20 年近くたっておりまして、実際に人材育成以



2

外に、よって立つ収益基盤が非常に多様化しています。一つは、非常に立地条件がいいの

で、部屋を貸したりする収入で十分そういう教育が賄える、例えば岩手ソフトウェアセン

ターとか仙台ソフトウェアセンターはそういうところに相当すると思います。もう一つは、

立地条件はあまりよくないのですが、地方の自治体が非常に協力的で、自分のところの人

材育成を含めて、いろいろな協力をして盛り上げている、こういうところがあります。さ

いたまソフトウェアセンター等が相当するかと思います。

それ以外のところは大変苦しい状況の中で赤字のところがあるわけでございますが、こ

れに関しましては、私が民間でやっていたころの感覚と目で見て、事業改善の余地が非常

にある。一つは、教育ということに関しても非常に恵まれた立場におりまして、事業内容

をＰＲしたり、いい先生をうまくアレンジしたりすると、まだまだ教育事業は伸びる。特

に私どもＩＰＡが先生の派遣とか教材に関しては十分協力をするつもりですから、それを

やることによって黒字転換することができると考えております。

もう一つ、山口県ソフトウェアセンターは場所も悪いということで非常に不利なのです

が、ここは５つの市が出資いたしておりまして、社長も一つの市の市長さんが兼務されて

おりますので、私もよくよく話し込みまして、例えば各市でコンピュータに使っているお

金を改善方向にコンサルできるようなことができれば、お互いに利益になるのではないか、

それによってセンターもよって立つ基盤ができるのではないかということで、そういう意

味の人員増強をリコメンドしておりまして、早速実行していただいているようでございま

す。

そのほか非常に例外的なのは、ソフトアカデミーあおもりは自治体のアウトソーシング

を受けているものですから、そういう意味では財務内容もほかと桁違いに利益が上がって

いるということがございます。

大体そんな傾向で、確かに苦しいところはありますが、やりようはあるし、我々もバッ

クアップしていけると、このように考えております。

○徳田委員 わかりました。ありがとうございました。

○櫛木委員 地域ソフトウェアセンターの経営の数字は 20年度までの推移ですので、つい

去年の９月から起こった経済の大混乱の中、地域のそれぞれの状況がどうなっているのか。

大激変になっているのではないかと予測されるんですが、そこら辺はどうでしょうか。21

年度の予測という意味において。

○西垣ＩＰＡ理事長 先ほど申し上げたように人材育成という意味では需要がむしろ上が

ってくるため、こういうところの教室を使ったり、あるいは人材育成ということで、むし

ろ数字は上がるのではないかと思います。やはりソフトの人材育成というものがどれだけ

地域の役に立ち、それが収益につながるかというところが本筋でございますので、これは

必ず私どももよく指導し、監督をしていきたいと考えます。

○櫛木委員 今回、次はどう切りかわっていくかということが大事なことではないかと思

うんですが。
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○西垣ＩＰＡ理事長 おっしゃるとおりだと思います。ただ、申し上げましたように、雇

用状況の悪化の中で、従来はみんなこっちに集まって何かやっていたのが、地方で人材を

育成したい、手近なところでやりたいと、こういう要請も出てきております。そういう社

会的使命を果たしている以上、基準に触れるような赤字になったりマイナスの資産になっ

たりすることはいけませんけれども、そうでない限りは、できるだけ役立てていこうとい

うふうに私どもは考えております。

○太田委員 今までは社会的使命みたいなものがあったと思うんですが、改めて問われて

いるのは出資の意味ですね。何のために出資しているんですかということです。

○西垣ＩＰＡ理事長 とはいっても、そういう研修事業を全然やっていないかと言うと、

そういうことはございません。ですから、非常に小さい部分ですけれども、そういうこと

をやっている限り、それを捨てるのかどうかということも一つのポイントでございます。

特にソフトアカデミーあおもりのように、地域も頼りにしているようなところはあります。

それから、熊本ソフトウェアは身体障害者の方を随分お雇いになられて、地図情報のイ

ンプットをさせて、それを収入につなげているとか、あるいはＩＣタグを農産物につけて

農業振興に役立たせているとか、冒頭に申し上げましたように非常に多様化した、いろい

ろな工夫を皆さんがやっていることは確かでございます。したがって、今の資本関係に関

して今後どう持っていくかということについては、もちろん私どもも意見はございますが、

やはり本省のほうで一緒になって議論をしていただかないといけないなという感じでござ

います。

○松山分科会長 ほかにはよろしゅうございますか。

それでは、特に御意見がないということでございますので、ＩＰＡの平成 20年度の財務

諸表につきましては御了承いただいたということにさせていただきたいと思いますが、よ

ろしゅうございますか。

〔「はい」の声あり〕

○松山分科会長 ありがとうございます。

それでは、次の議題に移らせていただきたいと思います。続きまして議題（２）ですが、

監事監査報告に移りたいと思います。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、いわゆる親委員会の方針に基づきまして、評価に当たっては監事から監査結果の報

告を聴取した上で評価を行うということでございますので、ＩＰＡの櫻井監事から御報告

をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○櫻井ＩＰＡ監事 資料２に基づき説明。

○松山分科会長 ありがとうございました。

今の御報告に関しまして何か御意見等はございますか。

○徳田委員 我々大学でも頭を悩ませていまして、多分どこの組織も同じだと思うんです

けれども、１月の事件を境にかなり大幅な改善がされたのでしょうか。

○櫻井ＩＰＡ監事 その件につきましては、先ほど理事長からは財務だけしか報告がなか
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ったので、まず理事長のほうから報告をお願いいたします。

○西垣ＩＰＡ理事長 いわゆる「Winny」や「Share」等のＰ２Ｐのファイル共有ソフトは、

それ以降、私物パソコンであろうと、職員である限り、家でも一切使ってはいけないと、

こういうことを徹底いたしました。これについては、個人の自由とか、いろいろなところ

に触れるのかどうか、法律の先生方とも随分相談をいたしまして、その結果、ＩＰＡの職

員であればいいだろうということで踏み切りまして、現在では 97％ぐらいは誓約書的なも

のをちょうだいしています。あとの３％ぐらいは、休職中とか、入り立てでまだ手続が済

んでいない人たちで、実質上 100％、ファイル交換ソフトはプライベートにも使いませんと

いうことをお約束いただいているところでございます。

○松山分科会長 ＩＰＡの職員については常勤・非常勤を問わず、広い意味での情報セキ

ュリティ教育というのは日常的にどの程度行われているのでしょうか。

○西垣ＩＰＡ理事長 当然定期的に職員教育を行っておりますし、加えて、セキュリティ

だけに関しては、毎月と言っていいのですが、外部の講師を呼んでのセキュリティ勉強会

を行っております。にもかかわらずそういうことがあったので、緊急に、特にファイル交

換ソフトに関しては全職員に必ず出席を求めて、何回かに分けて教育をいたしております

し、当然、それ以降も折に触れて教育は行っているわけでございます。

御案内のように攻撃がどんどん新しくなっていくものですから、それを注意喚起するの

がＩＰＡの役割であり、そのための情報も毎日ウエブで出しているわけでございまして、

何としてもこれをまず内部の者にきちんと消化させなければいかんということで取り組み

を強めているというふうに考えております。

毎日ＩＰＡとして日報を出しているのですが、その日報のうち、分量で半分ぐらいはセ

キュリティ関係です。頭のほうからずっとセキュリティ関係で、こういうことが起こった

から、ここを参照してくださいとか、そういうものが半分ぐらい続きます。これは日報で

すから毎日です。したがって、通常の職員であれば、それを見て自らただしていくという

ことで、これだけできている組織はあまりないのではないか。毎日でございますので、そ

う思いますが、それの有効なことをもっとＰＲするとか、あるいはケースデータでフォロ

ーすることがこれから必要なことかと思います。

○櫻井ＩＰＡ監事 私は内部統制も自分の専門の一つだから特にそう思うのですが、特に

内部統制、特にコンプライアンス教育はしっかりやってほしいと考えまして、先ほど来る

前に内部監査の室長にそんなことはお願いいたしました。

○西垣ＩＰＡ理事長 先生から大変強いリコメンドがありましたが、一言敷衍させていた

だきますと、それまで監査室長は兼務していたのですが、５月時点から兼務をやめまして、

新しい人間が専門で監査に当たるという体制を敷いております。

○太田委員 ＩＰＡには情報セキュリティ規程とか個人情報保護規程はあるんですか。

○仲田ＩＰＡ理事 ございます。

○太田委員 さっきのファイル交換ソフトについては今回そこに盛り込んだんですか。



5

○仲田ＩＰＡ理事 盛り込みました。

○松山分科会長 ほかによろしゅうございますか。

〔「はい」の声あり〕

○松山分科会長 ありがとうございました。それでは、次の議題に移らせていただきたい

と思います。

次は平成 20年度の業務実績評価でございまして、ＩＰＡの方々は別途控え室のほうへと

いうことになっておりますので、一時退室をよろしくお願いします。審議が終了いたしま

したら、お呼びいたしますので、よろしくお願いいたします。

（ＩＰＡ関係者退室）

○松山分科会長 お手元に評価用の資料が配られたと思いますので、事務局のほうから資

料の確認と御説明をよろしくお願いしたいと思います。

○安田課長補佐 資料確認。

○松山分科会長 資料に関しまして特に確認することはありますか。

カラー刷りの紙が評価用資料１、そして評価用資料２に項目ごとにコメントをつけさせ

ていただいたものがあります。

それで、評価用資料１を見ていただきますと、最後は総合評価になるわけですが、個別

評価として１番から６番までございます。私の記憶では、国民に対するサービスの２番、

３番、４番、５番を先にやらせていただいて、その後で業務の話と財務の話をするといい

かなということでやってきておりますが、そんな順番でよろしゅうございますか。

それでは、最初に２番の「情報セキュリティ対策の強化」という項目ですが、これに関

しましては、１人の委員を除いて、あとは皆さんがＡという形になっている。

○櫛木委員 私の場合の問題は、一言で言えば、「Winny」の事件もありましたので、ちょ

っと差し控えました。それでなければ、Ａです。

○松山分科会長 「Winny」の件は、コンプライアンスの問題、組織運営のほうでそういう

ことはあるかなというふうに思っているのですが。

○阿草委員 「業務運営の効率化」の議論ですか。

○松山分科会長 「業務運営の効率化」の中にいろいろな項目がございまして、内部統制

というのがあるので、そこかなという感じがしていて、ここのセキュリティのところは情

報セキュリティの業務の話をしているということでいいのかなと思っています。

○櫛木委員 わかりました。

○八尋情報処理振興課長 セキュリティセンターのほうでどういう影響を受けたかとい

うことでいえば、我々が調べた感じでは、相談受付件数は実は１月から２月、３月とどん

どん増えておりまして、セキュリティセンターの機能がこれによって大きな影響があった

かと言うと、そうでもない。

○松山分科会長 それはどこの相談件数ですか。

○八尋情報処理振興課長 セキュリティセンターです。
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○松山分科会長 ＩＰＡの業務情報が流出したということではないんです。

○櫛木委員 そうすると、内部統制の問題かもしれませんね。

○松山分科会長 「Winny」の件は、ＩＰＡの業務にかかわる情報が漏洩したということで

はなくて、個人のパソコンの上で、個人の趣味といいますか、そういう中の範囲でやって

いたことが出てしまって、社会をお騒がせすることになったというまとめかなと思ってい

るんですが、そういうことですね。

○太田委員 今は「情報セキュリティ対策の強化」の評価ですね。ただ、そういう話にな

ってしまったので。

○松山分科会長 だから、ここは私はちょっと違うと思っています。

それでは、その件は「情報セキュリティ対策の強化」の中ではないということで、御意

見があれば内部統制のところでまた御議論いただければと思います。

そういうことで、セキュリティに関してはいろいろ頑張ってやっていただいていること

は事実でございますので、これに関しましては、とりあえずＡということにさせていただ

きたい。

次は「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」ですが、ここはＢが３人、Ａが２人と

いうことで意見が二つに分かれています。ＳＥＣの位置づけ、あるいは先ほどありました

ように社会的重要インフラの活動を今期になりましてから新たに立ち上げていただいて、

行政府全体にわたってそういう話として出てきていて、先ほどの報告書等々で出してきて

いただいている。こういう点は大きな新しい試みかなという感じで思っております。

もともと根本的に私はＳＥＣとかそういうものに関してはどっちを向いてやっているの

かという思いがすごくあって、これを言わせていただくと、「アンドロイド」はどうしてＩ

ＰＡから出ないのかという話になるんです。これはオープンソフトのほうの話で言うべき

なのかもしれない。ただ、オールジャパン的に組込みソフトをいろいろやってきていると

言うけれども、社会に対するインパクトが見えないというのがやはり気にかかる。そうい

うことがありまして、私個人的には、社会的重要インフラは、かねてから申し上げていま

すし、随分しっかりした体制でやっていただいていることを高く評価しているんですが、

ＡかＢか、今までの流れもあるからＢにしようかなという感じで、ちょっとＡＢ型みたい

な感じになっているというのが正直なところでございます。

ほかはいかがでしょうか。

○阿草委員 僕もＡかＢか迷ったのです。例えば中小企業のことはもうそろそろ、これは

できたね、あれはできたねと、一つずつつぶしてほしい感じがします。ちょっと待ち切れ

なくなったかなと。期待が大きいところですが、その成果として何が見えたのか。大きい

ことを言い過ぎていて、なかなか下におりてこないなという感じがちょっとする。

○櫛木委員 総合的に中期計画の中身を確実にやったらＢということから言えば、やはり

Ｂの範疇だろう。ではＡとは何なんだと言うと、ソフトウェア・エンジニアリングの範囲

で、これからの時代要請にあるような何かを先行して取り上げて、世の中の人も「いいな」
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と言ってくれるような着眼点に対してきちっと手を打ったと。さっきＩＣセキュリティの

話もあったし、ＯＳＳなんかはいいと思うんですが、そういう新しい着眼点を仕事の中に

反映させていくことこれは非常に重要な点ですけれども、３割はそうしなさいとかいうよ

うな、その枠組みが絶対に必要だと思います。そういう状況だと、今回のように経済の大

変動があったときに何か光るものがパッと出ないんですよ。常に種を仕込んでおかないと。

だから、そこら辺が非常に弱いかなと。これは全体の問題だと思うんです。地味になって

しまう。

○阿草委員 セキュリティでも何でも、いわゆる広報といいますか、集めてみんなに知ら

しめていくことでレベルアップしているじゃないですか。ＳＥＣも直接自分でとめている

わけではなくて、それを集めて広報してレベルアップという意味のところに突っ込んだほ

うがいいのかなという感じもします。だから、なかなか見えない。次のことをやろうと思

っても、そんなにまともな解はないので、それよりも、集めて、使えそうなものをそこに

配ってという作業にして、日本のレベルアップをするほうへ注力したほうがいいのではな

いかなと思います。

○櫛木委員 おっしゃるとおりです。次に皆さんが求めている何か新しいもの、みんなが

いろいろ思っているけれども、うまくまとめたらこうですねというものが半歩先に行って

いる。その半歩かどうかという問題か、まだ 0.1 歩ぐらいかもしれないし、0.2 歩かもしれ

ない。0.5 歩出るかというあたりの感覚がＡかＢかの分かれ目ではないか。

○太田委員 重要インフラは私も評価したい。ただ、これはいいからということで周知徹

底しているのか。作ったはいいけれども、使わなければ意味がないんです。どうしている

んでしょう。

○八尋情報処理振興課長 ベンダーさんも含めての勉強会が続いていますことと、この発

表を行ったときはＮＨＫも含めて報道していただいたので、そういう意味では極めていい

インパクトが出ていると思いますし、今年はさらに進めていくと思います。

○太田委員 それから、ＳＥＣの最初の志は、産官学の場を提供して、そこから何を生み

出すかという理解で、ともかく今までのコンピュータ・メーカーが閉ざしていたものを、

鶴保前所長が胸襟を開かせて、全部集めて、ソフトの生産性ということで一つの成果物に

なったわけですね。それは第１期でそれなりの評価をさせていただいたと思うんですけれ

ども、その後、個別にこういうものが生まれてきた。これはこれで評価しますけれども、

もう一回原点に立ち戻って、産官学という梁山泊かなんか、ともかくそういう場を提供す

るところですということで、これはおもしろいねと。そこで今まで縦型だったものを平た

いラウンドテーブルにして、みんな知恵を出せということで、そこまではいいけれども、

では、もう一回、ＳＥＣとは何なのというところを再定義すると、何でしょうね。

○八尋情報処理振興課長 １年後には我々も少し言えるかなと思っているんですが、こう

いう場があったからこそできたのが自動車の JasPar 事業で、今、年明けをめどに、ホンダ

も日産もトヨタも同じエンジニアリング手法でつくった共通ソフトの実験をすることにな
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っています。ようやくこの３年でつくれたのですが、それは JasPar コンソーシアムとＩＰ

Ａがないとできなかったというふうに、自動車業界の皆さんがおっしゃっています。

○松山分科会長 そのときに、さっき「アンドロイド」というキーワードを出したけれど

も、一般社会に対するインパクト・デザイン、それがないんです。

○八尋情報処理振興課長 サービス・ロボット、家庭に入ってくるロボットのエンジニア

リングには、自動車での経験を踏まえてということなので経産省の中で産業機械課などと

も連携して、そこまでやったのだったら使ってみましょうということになりましたし、人

の育て方に関するＥＴＳＳも今年から国際標準化しようということで、ＩＳＯの人たちも

関心を持ってくれたりした。それは自動車の実用領域があったからではあるんです。

○櫛木委員 私は半歩おくれているという気がしてしようがない。もう半歩早いほうがい

い。やはりドスンと入り過ぎている。今までやったことにしがみつき過ぎている。もっと

もっと厳しい現実は随分ある。例えばスマート・グリッドも、アメリカともっと一緒にや

ったらいいじゃないかと。例えばそんな話もそうだし、車の話もむしろ電気自動車等のソ

フトはどうするかとか、ロボットでも今見えているというぐらいのスピード感が要るなと。

○松山分科会長 そうです。ロボットでもいいんですけれども、では JasPar の話をやった

ときに、それがあるから日本はこれからのＥＶとか、そういうことに関しても、こうやっ

て展開して、これをやるんですよと。そのプラットホームを生かすためにとか、世の中を

引っ張っていけるようなことをちゃんとやっていますよというふうなメッセージ性のある

ものをコンセプトとして持ってやっているのかなと思うと、どうもそうではないなという

感じがするわけです。

○太田委員 私は、前回も申し上げたように、我々は時代とともに生きているのだから、

そこにどうやって敏感に対応するかということは非常に大事だと思います。

○徳田委員 私はＡとＢの間のかなりＡ寄りなんですけれども、今までの御指摘もよくわ

かります。ですから、もうちょっとスパッと、30％ぐらい、または 50％ぐらいは新しい事

業に切りかえるぐらいの度量があったほうがよいのではないかということはよくわかるん

ですけれども、一方でまだ日本のソフトウェア・エンジニアリングのノウハウが定着して

いないということも事実で、家内工業でやっている方たちもたくさんいる。

私は一応へそが見えた部分があると思うんです。そこが開発するよりは、もうちょっと

ブローカー的に、いい技術を集めてきて、ベスト・プラクティスみたいなものをみんなに

配る側にレスポンスビリティを変えていったほうがいいのかもしれないけれども、へそと

しては一応見えてきた。今まではどこにもなかったわけで、積み上げたいといったって積

み上がらなかったのが、多少スローダウンした感はあるかもしれないけれども、一応でき

てきたので、私はＡとＢの間よりはＡ寄りで、Ａというふうに評価しました。

○櫛木委員 やはりベスト・プラクティスだと思います。結局、集合をつくるスキームは

だんだんできているときに、いち早くベスト・プラクティスをみんなにどんどん知らしめ

る、そのスピード感の問題だと思います。そこのポジショニングを我々としてどう考える
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かといったときに、今回のように大変動が起こって日本の世界におけるＩＴ力というもの

が評価されたときに、突き抜けている何かを持っているのかなということを素直に反省し

ますと、うーんという部分、疑問がついてくる。

○松山分科会長 ＳＥＣにしても何にしても、我々からして全然リフレッシュ感がなくな

ってきてしまっていますよということがあるんです。粛々とやられていることは非常によ

くわかる。理事長が代わって民間のということもよくわかる。しかし、あまり展開が見受

けられない。

○太田委員 評価のレベル感として、中計できちっとやりましたねというのがＢだという

ことは僕は一貫していますので、ＳＥＣもそうじゃないかということで、Ｂです。

○松山分科会長 そういう御意見で、Ａをつけたお二方も、Ａ－なのかＡ’なのか、よく

わかりませんが、ちょっとＢ色がかかっているということがありますので、Ｂかなという

ことで次に進ませていただきたいと思います。

次がＩＴ人材の育成で、これは１人の委員がＢとなっておりますが、あとの方はＡでよ

くやっているじゃないかと。

私の根拠として挙げておりますのは、ＩＴパスポート試験のような制度をやって、実績

として数がちゃんと出ていること。制度的には非常に大切だと思っていまして、僕がもし

ＩＰＡのアドバイザーだったら、それを踏まえて、もう一歩踏み込んでくださいなと。

何かと言うと、情報セキュリティのポリシー、政府統一基準が変わったんです。それを

踏まえて、今は情報システムごとにセキュリティ担当者を置きなさいという規定になって

いる。そうすると、業務で使っているパソコン１台１台にセキュリティ担当者を置かなけ

ればいけないんです。そんなことは大変じゃないかと。でも、これは学内でも話をしてい

るんですが、各部屋に火元責任者をみんな置いているわけですから、それと同じ意味で、

そこのところでケアする人を置く。火元責任に関しては、ガス管を伸ばし切ってはいかん

とかコンセントにゴミがたまったらいかんといった話も含めて、気にするポイントを消防

等々でちゃんとチェックするというレベルだと思うんです。ですから、業務用パソコン１

台１台に対して全部ということになると、すべてのそういう業務に当たっている人がセキ

ュリティシステムの担当者なわけですよ。そうすると、その人は何らかの資格、教育を受

けるべきだというのを情報セキュリティの観点から議論するということぐらいはやったっ

ていいんじゃないのということです。そういう人材育成の戦略性という意味での一歩とし

て、ＩＴパスポート試験というのは意味があるかなと。２歩～３歩を期待したい。

このＩＴパスポート試験をどこまでやろうとするのか知りませんが、例えば大学入試の

点数に加算されると。

○徳田委員 単位にはなっていますね。

○松山分科会長 単位になっているんですね。

何でそんなことを言うかといいますと、今、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬの英語の点数を、

うちの大学は大学院の入学試験の点数にしているんですよ。だから、日本の大学として、
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あれは大学院レベルの英語能力を評価するのにふさわしい試験として認定したということ

です。あれはちゃんと信用できるという標準になっているんです。それはオーソリティで

すよね。そうすると、この試験とか人材育成というのは、ＩＰＡがオーソリティを確立で

きるような方向へ一歩進まれたことになるのかなということで、数もあるので、私は評価

できるのではないかと思っているということでございます。

○太田委員 唯一私がＢですが、スキル標準をずっとつくってこられて、先ほどお話があ

ったように、試験との関係がようやく整理されたことについては、とても評価します。

産学連携についても、これはいい試みですけれども、評価は今年度を待ちたい。いわゆ

る器をつくって、具体的にどこかとカリキュラムみたいなものをつくったということです

けれども、つくったことは前年度の評価で、評価は今期を待ちたいと、私はそう思います。

○阿草委員 私も全く同じことで、評価を議論するのは時期尚早ではないか。

○太田委員 そうかもしれませんね。

○阿草委員 だから、取り組みを評価するということで、同じことを言っているのですね。

それが意味あるかどうかはちょっと難しいけれども、そういうことに取り組むことは評価

したい。

○徳田委員 僕もこれは大賛成なんですけれども、質問は、さっきの英語の能力を大学院

の入試の中に入れてあるんですよ。こういうものが年２回しかない。これはバッチ処理の

流れで、コンピュータベースでもうちょっとうまくやって、毎月実施とか、回数を増やす

などはあり得るのでしょうか。

○八尋情報処理振興課長 数年後から毎月やる予定にしております。

○徳田委員 そういう感じでできると、もっとよろしいのではないかと思います。

○櫛木委員 人材については、IT パスポート試験もありますけれども、試験だけだったら

Ｂかなと思うんです。ただ、未踏人材の発掘とかベスト・プラクティスの活動もあるので、

その辺も評価して、少し上げています。規模とか、そういうものはものすごいパワーだと

思うんです。そのプラスアルファをどうやってつけていくかが、ここの得点が上がってい

くためのキーだと思います。

○太田委員 自分の会社のことなのですが、ＩＴパスポート試験は下から上がってきまし

て、今週の経営会議で決定したばかりです。安全衛生管理者とか、会社で資格を幾つか決

めているんですが、それは補助を出す。うちも中小企業なので、あまりお金はないけれど

も、ＩＴパスポート試験、これはぜひお願いしますということで下から上がってきて、今

週決定したばかりです。一従業員から上がってきて、部長が報告して、それはいいんじゃ

ないかと。

○松山分科会長 そういう意味で言えば、ネーミングもそうですが、こういうパンフレッ

トもそういう感じのところを押さえているということで、さっきから言っているメッセー

ジ性のある取組をやっている。未踏に関しては前期からやっているわけですが、非常に強

いメッセージ性があって、グループでやっているという話もあるので、ここはボトムアッ
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プとトップの突き抜けという両輪で、非常にうまく事業を運営している。

○櫛木委員 もう一点言えば、デジタルデバイドが騒がれたのが３～４年前になりますけ

れども、あのときに間髪入れずにこういうものが出てくると、うんとよかった。そこら辺

のタイミングが少し遅かった。

○松山分科会長 でも、試験センターを統合したのが３年ぐらい前でしょう。だから、組

織的にもシステム的にもようやく吸収して栄養になって出てきたという感じに僕は理解し

ている。

○櫛木委員 次の中国、次のインドがＩＴという中で、アメリカもＩＴになると目の色を

変えてワッとくる。そういう中で日本がどういう立ち位置になるかといったときに、もっ

とスピード感のあるスキームがものすごく重要だろう。今回も評価してみて、そう見ざる

を得ないところに来たなと。それならそれで、評価委員としてはそういうメッセージを発

信しておくべきではないかと思います。

○松山分科会長 ありがとうございます。

では、そういう御意見で、４番目の「ＩＴ人材育成の戦略的推進」はＡということにさ

せていただきます。

次は「ＯＳＳ等」という項目ですが、１人の委員だけがＡになっていまして、ここはな

かなか評価しにくいなと。

○阿草委員 ＯＳＳをやるのはここしかないし、何らかの形で事業を継続していく必要が

あると思うが、もう手を引きかけているのではないかというのが心配ですが。

○八尋情報処理振興課長 景気対策として情報基盤強化税制が延長されまして、ＩＰＡが

連携ソフトウェアを認定する国家機関にされたわけです。昨年は不況なものですから皆さ

ん税制をお使いになりたいということで、プログラム 40 ぐらい、日夜、ＯＳＳセンターで

頑張って認証しました結果、税制としてお使いになったということで、そういうところは

相当頑張られた事実があります。

○阿草委員 ここがなくなってしまったら、オープンソフトを日本で引っ張るという意味

では難しいですね。

○徳田委員 僕も応援したいんですよ。ＡとＢの間で、新しさ感といいましょうかそうい

うものが必要だと思います。ＧＰＬの話は前の評価のときも出ていまして、前もそれを使

っちゃったんです。だから、先ほどから何度も議論が出ていますけれども、もうちょっと

新しいレベルの半歩先か 0.1 歩先か、次のオープンソースへ向けての政策を打たれるとさ

らによかったなと。

○櫛木委員 ＯＳＳの意味合いはもっともっと深く広くなっていきます。さっきアンドロ

イドの話がたまたま出ましたけれども、あれで Symbian もただにする、iPhone もただにす

るという話が出てくるぐらいで、そういう動きがあることをどうとらまえて、ここは何を

すべきなのかという議論が本質だと思うんです。

○徳田委員 アイデアとしては、中小企業のＡＳＰとか SaaS のためのコンプリトリーにオ
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ープンなミドルウエアをつくって、クラウドの上でちゃんとできるようなものができると、

ＩＰＡも次のパラダイムに向けて旗を振って準備しているなと。全部はやらなくていいと

思うんですが、そこのスピード感のようなところがあると、そっちのニーズもどんどん高

くなると思うんです。皆さんが旗振って SaaS、ＡＳＰをやっていらっしゃるわけですから

ね。そこあたり、もう一歩踏み込むと、ＩＰＡがこんな準備をしているぞということにな

って、そうするとＯＳＳの価値がまた再認識される。

こういうものをプロポーザルで日本の企業あたりから集めてきて、日本発のこういうもの

をやりますみたいなことは非常にいいと思うんですが。

○太田委員 そうですね。勉強会は、ケーススタディをみんなが聞いて、この問題はどう

ですかということでやっているんでしょうけれども、それより、もうちょっと志といいま

すか、目標を視点に。

○八尋情報処理振興課長 実は業務で大変なのは、税制とＴＲＭなんです。ＴＲＭをあれ

だけ整備して 300 ページぐらいのものを出して、行管局にも読んでもらって、地方自治体

にも使えるようにＯＳＳがあって、それが国家目標になってしまっているので、それを頑

張られている。しかも、日欧が連携して共同のＴＲＭにしますとなると、これは出張も含

めてすごく大変なんです。地方自治体や行管局からは、このＴＲＭの整備についてはすご

く期待されている。使いやすいものにどんどん変えてほしいと言われている。

○太田委員 評価しながら逆に先生方に伺いたいんですが、ｒｕｂｙの標準化がＩＰＡで

やっている。私はそこに着目したので、逆に皆さんの御意見を。

○徳田委員 いいと思いますよ。

○太田委員 僕はまさにＩＰＡがやるべきことだと思って、すごくうれしくなっている。

僕は、ＩＰＡの中にも国際的に有名な方もいらっしゃると思うんですけれども、ＩＰＡ

の人材をもっと磨いてもっと光らせたほうがいいと思います。人材育成もいいんですけれ

ども、ＩＰＡの中の人材を。

○松山分科会長 それでは、ＯＳＳは、Ｂということにさせていただきたいと思います。

次に、６番目にまいりまして財務内容です。これは粛々とやられているという皆さんの

統一判断かなと思ったりしていまして、ちゃんとやっているということかなという気がし

ます。特に何か御意見はございますか。よろしいでしょうか。

それでは、先ほどのコンプライアンスの話も含めて１番に戻りますが、「業務運営の効率

化」です。

○太田委員 私事だからどうのこうのということはありますけれども、情報セキュリティ、

これが最大の仕事だと思います。ＩＰＡ全体がこうした問題に対応できていないといけな

い。

○松山分科会長 これからの情報社会のあり方は非常に難しいところがあって、例えば石

川県では、県議会が小中学校は基本的に携帯電話を持たせないと。罰則規定はないという

話です。そして、中学校以下だったでしょうか、携帯電話の契約をする際に必ずフィルタ
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リングサービスを受けることを親に義務づけるということをやったんです。メリットとデ

メリットのバランス感覚のところで、デメリットサイドのインパクトが社会的に随分認識

されてきて、どうしてもメリットサイドを押し下げるといいますか、自由を少し制限する

みたいな感じの動きが教育現場では普通に起こっている。

そういうことを考えると、ファイル交換ソフトは「Winny」のほかにもいろいろあります

けれども、そういうものに対しても、そこから得られるメリットとそれを安易に使うこと

によって社会的に起こってしまうデメリットを考えたときに、さあどうなんでしょうかと

いう議論をＩＰＡあたりが日常的にやっている立場だと思うんです。

○徳田委員 随意契約等々が非常に問題になっている中で、競争力導入の効率も目標値以

上に改善されている。それから、人件費削減の目標は大幅に削減できている。だから、10

項目ぐらいでトータルで見ました。

○阿草委員 内部統制についても、改善していけばいいのですよね。内部統制のルールが

なかったら問題だけれども、内部統制を常に変革しているとすれば。

○太田委員 僕は、内部統制の不備があったと。

○櫛木委員 「Winny」とはいえ、全く個人の事情だけの話ですよね。

○松山分科会長 僕は全体の評価として「改革にも積極的に取り組んでいる」と。「Winny」

の関係があったという認識があるのは事実なんですが。

業務のいろいろなことに関してはＢということで、よろしいですか。

それでは、一応Ｂということにさせていただければと思います。

そうすると、個別的には、「業務の効率化」はＢとさせていただいて、「情報セキュリテ

ィ対策強化」はＡ、「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」は、Ｂ、そして「ＩＴ人材

育成の戦略的推進」はＡ、「ＯＳＳ等」はＢ、「財務内容の改善及びその他事業運営」もＢ

という形になります。

私の計算どおりだと総合評価がＢになると思いますが。

○八尋情報処理振興課長 そうですね。１番が 20％で、２番、３番、４番が 18％、18％、

18％です。そして５番が６％、６番が 20％です。Ａが４点、Ｂが３点という形でそれぞれ

掛け合わせていただきますと、加重平均でＢとなります。

○松山分科会長 よろしゅうございますか。

○櫛木委員 コメントとしては言わなかったけれども、これだけ環境問題とか省エネ問題

を言っているのに、負荷のかからないソフトウェアかというあたりは、本当にＩＰＡあた

りが旗を振ってやってもらわないといけない。私は全ソフトウェア体系をつくり直さない

といかんのではないかと思っているんですが、そのぐらいいろいろなところで関係が深い

んです。

○松山分科会長 我々としては半歩、１歩先をＩＰＡに強く期待しているということとし

てまとめさせていただければと思いますので、よろしゅうございますか。

〔「はい」の声あり〕
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○松山分科会長 それでは、ここで 10分ほどブレイクということで、35分にスタートさせ

ていただきたいと思います。

（ＩＰＡ関係者入室）

○松山分科会長 では、おそろいでございますので、始めさせていただきます。

それでは、平成 20 年度評価の評価結果について御報告させていただきたいと思います。

まず、審議の順番はいつもこうしておりますので、順番を変えさせていただきますが、

６つの項目のうち、２番目の「情報セキュリティ対策の強化」は、よく頑張っていただい

ているということで、Ａでございます。

次の「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」に関しましても、計画どおり、きちっ

とやっていただいているということで、Ｂでございます。

「ＩＴ人材育成の戦略的推進」に関しましても、先ほど来御説明がございましたように、

ＩＴパスポート試験等々、従来と違う形の広がりを見せているということで、Ａでござい

ます。

それから、５番目、開放的な技術・技術標準の普及ですが、これに関しては従来より御

議論がありましたし、ＯＳＳ等々という話もいろいろありまして、着実にやっていただい

ているということで、Ｂにさせていただきました。

そして１番に戻りますが、「業務運営の効率化」に関しましては、委員の中でも意見が分

かれておりまして、いろいろ議論がございました。一つとして、「業務運営の効率化」とい

う大きなくくりのタイトルとしては、非常によくやっていただいている、その効果も数量

的に上がっているということで、私も含めて委員の先生方も高い評価をさせていただいて

おります。しかしながら、一つの部分的な項目の中に内部統制ということがございまして、

情報セキュリティ関係の日本のかなめである組織としては、この前の「Winny」の件がござ

います。ここは「効率化」ということで、ちょっと違う側面が混じっておりますけれども、

そのほかはいろいろよくやっておられるじゃないかということで、結果としてはＢという

ことにさせていただきました。

最後の財務内容に関しましても、効率化、利益を上げる、ソフトウェアセンターを全部

回って経営コンサルティング的にいろいろやっていただいていることも非常によくわかっ

ておりますが、一方で累積債務の問題もある。これは制度上の問題もありますが、外見的

な話も含めてＢにさせていただきました。

順番どおり行きますと、業務運営の効率化がＢ、情報セキュリティ対策がＡ、ソフトウ

ェア・エンジニアリングの推進がＢ、ＩＴ人材育成がＡ、開放的な技術・技術標準の普及

がＢ、財務内容がＢということで、決められたウエイトに従って点数を評価しますと、総

合評価はＢということになります。

今申しましたような形で時間が長くかかったことを御理解いただければと思いますが、

例年、ここに御報告いただいた業務成果だけではなくて、ＩＰＡさんには情報系のところ

を唯一担っていただいているという社会的責務、あるいは日本の代表として今後のより戦
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略的な展開を期待しているというふうな御意見は、すべての評価委員の先生からいただき

ました。これまでの点数、あるいは今回の資料をまとめていただいたときの説明のポイン

トということで、御意向あるいは希望ということもよく理解をさせていただいております

が、今回はそういう形で総合評価的にはＢとさせていただきます。

過去の例を見ていただきますと、前期のときも今後に期待するという意味を込めてＢに

しようということで、実はスタートはＢにさせていただいた記憶がございます。評価とい

うのは通信簿みたいに 100 点をもらったらうれしいということではなくて、ＩＰＡがより

存在感を高めていただくために、我々評価委員がメッセージを発信させていただけるチャ

ンスとしてこういうものを利用させていただいているというふうにお考えいただければ非

常にありがたいと思います。我々はどちらかと言うとプロモーター、決して評価者ではご

ざいませんので、今後、この分野を推進し、日本国の活性化、対外的地位の向上、産業の

育成、人材の育成等々に資するような形で、この評価を利活用していただければありがた

いと思っています。

少し長くお話しさせていただきましたが、我々の委員会一同としては今のような思いを

込めて今回のＢをつけさせていただきましたので、そのように御理解いただければありが

たいと思います。

そういう気持ちでございますが、今のことを受けて理事長から何か御意見があれば、ど

うぞ。

○西垣ＩＰＡ理事長 意見というわけではございませんが、大変厳しい御評価をいただい

たと認識をしております。と申しますのも、あらゆる活動の側面において、私ども、昨年

よりはいろいろな意味で大幅な改善を図り、また中の人間のモラルもすごく上がり、仕事

に取り組んできたと考えておりますだけに、昨年より悪いというのは大変残念でございま

す。いずれにしても、今回の御評価は、今の松山先生のお話を踏まえまして、その意味を

十分考えて今後の運営に生かしていかなければいけない、このように考えております。

これは情振課とも議論する必要があろうかと思いますが、毎月いろいろ情報を送りはし

ておりますが、もうちょっと先生方の御意見を伺えるような機会があると、もう少し全体

が改善されるのではないか、御意向に沿えるのではないか、そんなふうにも思いますので

今後ぜひ御相談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。

ありがとうございました。

○松山分科会長 分科会長としての個人的見解でございますが、前期と比べて今期が悪く

なったということではなくて、評価委員会の先生方は今回が第２期中期計画のスタートと

いう意識で評価されていると理解しています。いつも議論になっておりますが、経済産業

省からの要請は、中期目標計画に沿って業務がどの程度されているかを評価してください

ということでございます。もちろんそれがベースではありますけれども、我々としては、

先ほど申しましたようにＩＰＡが社会の中で担っておられる非常に重要な責務や期待とい

うことに関して、それをより具現化していただくためにどういうふうにメッセージを出せ
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ばいいのかということでございまして、多分先生方と個別にお話ししていただいたときも

そういう趣旨でお話ししていただいていると思います。

今期の中期計画目標についても突っ込んだ議論が十分できているわけではないのですが、

基本的メッセージとしては、従来の協会時代からの脱皮・脱却をより進め、新しい 21 世紀

の時代におけるＩＰＡのあるべき姿を目指して、こういうところの業務整理を行いました

というところを示させていただいていまして、そういう意味では、スタートのところで着

実な成果を上げていただいていることは非常に高く評価させていただきたいと考えていま

す。少なくとも私個人としては今期初めての評価をさせていただいたということで、今回

の新たな中期計画・中期目標に従って業務を見させていただいたというふうに御理解いた

だければありがたいと思います。

それでは、時間が少し過ぎておりますけれども、最後に議題の（４）、業務方法書の改訂

について、事務局のほうから御説明をお願いします。

○安田課長補佐 資料４に基づき説明。

○松山分科会長 本件につきましては以前から御理解いただいているので、それを、規定

上、このような形で新たに置くということでございますが、よろしゅうございますか。

〔「はい」の声あり〕

○松山分科会長 ありがとうございました。

それでは、今の「業務方法書の改訂について」はお認めいただきましたので、本日の議

題はすべて終了ということになりました。

最後に事務局から連絡事項がございましたら、お願いします。

○安田課長補佐 特にございません。

○松山分科会長 御承知のように、本日の平成 20 年度の評価につきましては、７月 15 日

に親委員会が開かれまして、そこで御説明をするという段取りになっております。

それでは、本日は長時間どうもありがとうございました。

了


