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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２６回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２４年６月２１日（木） １５：００～１７：００ 

２．場 所： 経済産業省 別館５階 ５１３会議室 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、太田委員、宇野委員 

４．議 題： （１）平成２４年度のスケジュールについて 

（２）平成２３年度の業務実績評価の進め方について 

（３）平成２３年度の業務実績報告について 

 

○松山分科会長  それでは尐し早いですが、「独立行政法人評価委員会第26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従いまして、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予定でございます。 

 この次第にはございませんが、委員として新しく宇野さんに入っていただきましたので、

簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。 

○宇野委員  初めまして。東京海上日動の宇野と申します。今、私は東京海上日動の情

報システムを担当するとともに、「ＪＵＡＳ（社団法人日本情報システム・ユーザー協

会）」でも活動させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○松山分科会長  ありがとうございます。それから課長さんも初めてですので、よろし

くお願いいたします。 

○江口情報処理振興課長  情報処理振興課長の江口でございます。４月１日に着任をい

たしまして、今回ＩＰＡを担当し、かつ、この独立行政法人ＩＰＡの分科会のほうには初

めての参加ということになります。 

 前職は情報セキュリティ政策室の室長をやっておりましたので、そういう意味ではＩＰ

Ａとは業務上のつながりがあったわけでございますが、このたびＩＰＡの担当課長になり

ました。今日からまた新たに頑張ってまいりたいと思っていますので、ぜひ委員の皆様方

には厳しいご評価、さらには厳しいアドバイスなどもいただければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○松山分科会長  ありがとうございます。それから経沢委員が体調不良ということで、
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本日はご欠席となっております。 

 それでは、まず最初に資料の確認を事務局からお願いできますでしょうか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  それでは資料の確認をさせていただきます。 

 まず、一番上に本日の議事次第、それからＩＰＡ分科会の名簿になっております。それ

から座席表がございまして、続きまして、資料１が「平成24年度のスケジュール」、資料

２として「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」、資料３として「独

立行政法人情報処理推進機構の業務実績の評価基準」、資料４として横長のＡ３でござい

ますが、「独立行政法人情報処理推進機構平成23年度業務実績説明資料」でございます。 

 そして、参考資料でございますが、参考資料１として、「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針」、参考資料２として「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方

針」、参考資料３として「平成23年度業務実績評価（記載例）」、参考資料４として「平成2

2年度政策評価・独立行政法人評価委員会からの意見（抄）」、参考資料５として、ファイ

ルでとじてある資料でございますが、「平成23年度業務実績」でございます。 

 最後に昨年と同様、他の独立行政法人の状況等々を示したデータを統計資料として配付

させていただいております。 

 以上、過不足等ございましたら、事務局までお願いいたします。いらっしゃいますでし

ょうか。以上資料の確認でございました。 

○松山分科会長  ありがとうございました。それでは早速でございますが、議題１の

「平成24年度のスケジュールについて」ということで、これも事務局からご説明をお願い

いたします。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  それでは平成24年度のスケジュールについてご説明い

たします。 

 資料１の１枚紙、「平成24年度のスケジュール」をごらんください。こちらは今年度内

に予定してございますＩＰＡ分科会の日程等を示したものでございます。本年度の事業評

価に係る分科会は、基本的に今回を含めまして２回の開催を予定してございます。本日６

月21日と次回７月13日ということでございます。 

 年度実績評価以外の事項といたしまして、参考資料１と２をあわせてごらんいただけま

すでしょうか。参考資料１が一昨年の12月に閣議決定されました独立行政法人事務・事業

の見直しに係る基本方針でございます。こちらに平成23年度内に政府出資金について、40

億円以上の国庫返納を行うことということが記載されております。 
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 具体的には、この参考資料１の一番最後のページをごらんいただきますと横の表がござ

いますが、こちらの下の表の「資産・運営等の見直し」の上から２つ目、「一般勘定の資

産」で40億円以上の国庫の納付ということが書いてございますが、こちらの出資金につき

ましては、もともとＩＰＡが独法に移行する際にプログラム開発事業による回収金として

保有していた資産を政府出資金として資本返金に計上をさせていただいたものでございま

して、ＩＰＡがツールとかデータベースというものをつくっていく際の原資として活用し

てきた資金でございます。 

 こちらにつきましては、去る24年３月28日付で40億円を国庫返納いたしました。その際

には、各委員からの意見をもち回りでちょうだいいたしましたところ、迅速なお答えをい

ただきましてありがとうございました。 

 また、参考資料２ですが、こちらが昨年の分科会から追加された情報でございます。こ

ちらは昨年秋口から本年１月にかけて独立行政法人全体の制度や組織について刷新会議を

中心に議論をしたものでございます。 

 先ほどごらんいただいた参考資料１は、事業の中身についての刷新会議の議論でござい

まして、今回の参考資料２は、組織とか制度に関する議論という整理で刷新会議を中心に

議論をしてきたものであるとご理解ください。 

 その中で１月にこの基本方針が閣議決定され、そこで独立行政法人が新しい法人体系に

移行することが閣議決定されました。この時期が平成26年４月でございます。 

 全体のスケジュールとしましては、今国会でこの基本方針に沿った新しい法人体系の通

則法を審議いたしまして、次期通常国会、具体的には来年の１月からの国会において、各

法人の個別法に関する審議・成立を目指すといったスケジュールで動いております。 

 情報処理推進機構につきましては、参考資料２の24ページをごらんいただきたいと思い

ます。こちらはいろいろな法人があることからページを割愛させていただいておりますが、

一番最後のページをごらんいただけますでしょうか。 

 その下のところに「経済産業省」と書いてございます。こちらをごらんいただきますと、

結論としましては、経済産業研究所、それから産業技術総合研究所及び情報処理推進機構

は統合するという結論になっております。 

 統合に向けた具体的な事業や各種規定の整理等々は現在作業を行っているところでござ

いますが、あわせてこちらの資料の８ページをごらんいただけますでしょうか。８ページ

の真ん中あたりに「（３）一貫性・実効性のある目標・評価の仕組みの構築」というもの
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がございます。 

 こちらには、評価の仕組みもこの基本方針に沿ってどのようにその評価の主体の変更や

中期目標管理の仕組みの見直し等々をしていくかを書いてございますので、こういった制

度設計が今後新たに行われていくことになりますので、それによって本分科会がどのよう

になっていくのかが決まっていくことになる予定でございます。 

 さらに、情報処理推進機構は今年度が中期目標の最終年度となってございます。こちら

については、先ほどご説明しました参考資料２に基づく独立行政法人の新たな法人制度の

「通則法」というものが現在審議を予定しておりますが、実際にはまだ国会審議には入っ

ておりません。 

 この通則法が無事に通りますと、この中期目標期間が25年度まで延長されて、26年４月

の新しい法人体系のときまで現在の中期目標・中期計画が延長されることになります。こ

のことから25年度まで延長され、26年度から新しく統合された法人における新しい計画と

いいますか、そういった形態を定めていくことになるわけでございます。 

 ただ、他方で現在改正通則法案というのは審議にも入っておらず、今国会で成立するか

どうかがまだ未定な状況でもございます。そうなると、現時点で来年度からの第３期中期

目標及び中期計画というものを形式上はつくっていかなければいけないということでござ

います。 

 したがいまして、仮につくったとしても、26年４月から法人が統合される場合には、そ

の第３期中期目標・中期計画というのは１年しか使わないということが起こり得るわけで

す。しかし、今の制度上その通則法が通らない限り、新しい中期目標・中期計画を定めな

ければいけないというストリーがスタートしますので、そうなった場合には、次回の分科

会において、その方向性をある程度示していきたいということで議論をさせていただきた

いと思っています。 

 ただ、いずれにしても、その「法人の統合」の流れがそれによって変わるわけではござ

いませんので、その場合、新しい法人においてどうするのかというところは、やはりまた

新たに議論をすることになろうかと思いますので、そういったところを見据えながらいろ

いろなご意見をいただければと考えております。 

 続きまして、本日の分科会で横長の資料４、ＩＰＡの平成23年度の業務実績報告という

ものを本日お受けいただきまして、参考資料３に記載例がございますが、こちらに記載い

ただきたいと考えてございます。 
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 ただ、なにぶんにも情報が多岐にわたっていることと本日いろいろご質問等もいただく

と思いますので、そういった本日以降、経済産業省とＩＰＡで個別に各委員の方々のとこ

ろにご訪問させていただきまして、説明が足りなかった部分について補足説明を行わせて

いただければと思っております。 

 そうしまして、非常にタイトで恐縮でございますが、７月10日までにご意見をいただき

たいと考えております。 

 それから６月30日までにＩＰＡから財務諸表、それから事業報告書というものが提出さ

れる予定でございます。これを受けまして、こういった情報をパブリックコメントにかけ

させていただきます。さらに、７月13日に本分科会の本年度第２回目を第27回として開か

せていただきまして、昨年度の事業評価を決定いたします。 

 また、その同じ月の７月26日に経済産業省の独法評価委員会、こちらはいわゆる「親

会」といわれているものですが、こちらで評価を決定してまいります。 

なお、財務諸表等のパブコメの結果、何か意見がありました場合は、そのパブリックコ

メントを踏まえて、分科会としての評価結果をどうするかというところの変更の有無をご

検討いただきまして、親委員会に報告を行うこととなります。その場合には、署名審査に

て行わせていただきたいと考えております。 

 以上、ちょっと長くなりましたが、本年度のスケジュールでございます。 

○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、端境期と

いいますか、いろいろな混乱の中でやっておりますので、余りいろいろなことを同時に議

論すると非常にややこしくなりますことから、尐なくとも本日は前年度の評価ということ

でお話をさせていただきたいと考えております。 

 ただ、今、事務局からの説明では次回でその将来展望を議論ということでしたが、議論

する時間がなかなかとりにくいような気がするのですが。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  そういった機会が設けられれば、その際に23年度の評

価と今後の方向性の議論について若干時間をとらせていただいてご意見を賜れればと考え

ております。 

 それは形式的には次期中期計画の話が入っているわけですが、中身としてはいずれ統合

の話にもなりますので、そこはあわせて今後の10年、20年を見据えた法人の役割というも

のをこの場でご意見をいただくという機会にしてもいいのかと考えております。 

○松山分科会長  それを次回の７月13日に行いたいということですね。 
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○田辺情報処理振興課課長補佐  はい、予定をしておりますので、そのベースとなる資

料、これは次期中期目標の話ですが、それについての資料をお送りさせていただくととも

に、その統合の話も時間をちょうだいして、次回に議論をいただければと考えております。 

○松山分科会長  ということでございますが、委員の先生方、よろしゅうございますで

しょうか。 

○太田委員  ちょっとよろしいでしょうか。この組み合わせの眼目は何ですか。どうし

てこの組み合わせが決まったのですか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  それはこの３法人の組み合わせがなぜかということで

しょうか。 

○太田委員  はい、なぜかと。どういうことかと……。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  非常にいい質問だと思います。もともと情報処理推進

機構と産総研というのは、ＩＴという面では研究開発と実務というところで、いわば川上

から川下ということで川上のその研究開発という部分をやっている産総研と、それから実

務としての対応をやっているＩＰＡというところが統合されることによって、いろいろな

シナジーがあり得るのではないかというご指摘が刷新会議のご意見でございました。 

 経済産業研究というところは、どちらかというと社会科学に関する政策研究を行ってい

るところで、その研究という意味では科学技術の産総研と社会科学的な研究である経済産

業研究所が合わさることによって、科学技術と社会、経済の両方を合わせて研究できると

いうことで、シナジーがあるのではないかといったご指摘が刷新会議のほうでございまし

て、それでこういったセットで統合になったとご理解ください。 

○太田委員  いろいろ疑問がありますが、ここで終わります。 

○松山分科会長  いろいろあるのでしょうということで。どうぞ。 

○宇野委員  済みません。先ほどのところで７月13日に将来を見据えてということがあ

ったのですが、この３法人が、今のお話でいうと余り合理的な……。将来形がよくわから

ないので、そこの中でこの「将来を見据えて」というのはどういう議論になるのでしょう

か。とりあえず今ある前提のものでということですか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  そうです。基本の出発点としては、現在あるＩＰＡの

事業の中で、その事業を今後どのように変革していくべきかというところが基本になりま

す。 

○阿草委員  この資料をみる限りは「事業の見直し」と、参考資料２は「組織の見直
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し」で、事業の見直しの具体的に何を見直せというのは来ていないのでしょうか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  それは参考資料１で一昨年の12月……。 

○阿草委員  それはやったことですよね。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  これはやったことになっています。 

○阿草委員  そうですよね。ですから、もう１回見直せ、事業の見直しはさらにかかっ

ているということではないという理解でいいのですか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  はい、そういうことになります。 

○阿草委員  ですから、事業としては継続するけれども、事務とかいろいろな組織につ

いては３法人の効率化に資するように頑張ると、こう読むということでいいのですか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  はい、整理上はそういうことになります。 

○阿草委員  わかりました。 

○松山分科会長  個別にはいろいろご相談させていただいていますが、そこに書いてあ

ります法人の数を減らして、マネージメントを統合化しようという趣旨だけではなくて、

やはり情報通信系のところのいろいろな現状分析も含めて、もう尐し産総研側あるいはＩ

ＰＡ側にとっても、この「統合」が実になるものにできないかということもいろいろご検

討いただいているということです。 

 ただ、それは相手もありますし、制度もありますので、どういう形でうまくできるかは

これからの議論ですが、そういうことも含めて、ある程度いろいろな方々のご意見も伺い

ながら１つの案をつくり出すというプロセスを別途やっていただいていると私自身は聞い

ております。 

 ただ、流動的な状況でございますので、“こう行くんだ”といったところでどうなるか

という話は置いておきまして、状況をみながらより良い方向へ統合の実を出せればと思っ

ております。 

 また、この13日のスケジュールのところでいいますと、あくまでも次期中期目標の素案

についてご意見をいただくという形で尐し入れさせていただきたいということだろうと思

います。７月13日でございますので、また国会が……きょう延長になっているのだと思い

ますが、なりましたか。 

○江口情報処理振興課長  はい、なりました。 

○松山分科会長  まだ途中ということで、通則法の改正とか、その辺の審議状態もまだ

まだこれからということになっておりますので、ちょっとややこしいですが、みさせてい
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ただくと。それは今年度下期に向けた話になってまいりますので、先ほどいいましたよう

に、本日及び７月13日は、あくまでもその23年度の事業評価をスケジュールどおりさせて

いただくということでお願いしたいということでございます。 

 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。それではスケジュールは非

常に流動的な部分もございますが、そんな形でございます。 

 それでは議題２でございますが、「平成23年度の業務実績評価の進め方について」とい

うことで、通例どういう評価をするかをまず決めて、それから評価の内容に入っていくと

いう手順にしておりますので、評価の進め方について事務局からご説明願います。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  それでは23年度業務実績の評価の進め方についてご説

明させていただきます。 

 まず、資料２の「経済産業省独立行政法人の業務実績評価の基本方針」をご覧ください。

基本方針の内容について簡単にご説明しますが、こちらは経済産業省所管の独立行政法人、

つまり、親会の評価の基本方針でございます。 

 要点といたしましては、１ページの１．に「（３）評価方法」というのがございます。

こちらの（イ）の評価項目は、国民に対してのサービス、それから業務運営の効率化、財

務内容、その他の４項目を評価の基本としております。 

 こちらの一番上をみていただくとわかりますが、平成23年７月14日に改定をしておりま

す。具体的にどこが変わったかといいますと、業務運営の効率化と国民のサービスの順番

が逆転しているという軽微な修正でございます。ここでいいますと、かつてのものは②が

一番上に来ていて、①が次に来ていたわけでございますが、やはり国民に対するサービス

が一番大事だということで、①が一番上に来ているといった形式的な修正でございます。

その点をご留意いただければと思います。 

 それから（ロ）ですが、法人横断的な評価ということで、次のページの①～⑤までを11

法人横断的に横串で把握しましょうということでございまして、契約に関すること、役職

員の給与、それから資産の運用活動、欠損金・剰余金の適正化、リスク管理債権の適正化

といったところを評価しようということでございます。 

 それから（ハ）ですが、この囲みの中にございます評価は「ＡＡ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」

「Ｄ」の５段階で行うこととしております。 

 それから（ニ）ですが、こちらは業務運営の効率化が20％、国民サービスは50～60％、

それから財務が20％、もしその他というものがあれば10％以内ということで比重づけを行
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うということでございます。これが親委員会の基本方針の概要でございます。 

 これを受けて資料３をごらんください。資料３は今の基本方針を受けたＩＰＡの評価基

準でございます。こちらは昨年の第25回の分科会の際に改定案をご審議いただき、ご了承

いただいているところでございます。 

 要点といたしましては、２ページ目の下に表がございますので、こちらをごらんくださ

い。こちらで国民のサービスについて、ＩＰＡの中期計画及び中期目標の柱を「セキュリ

ティ」「ソフトウェア・エンジニアリング」「ＩＴ人材育成」の３項目としまして、それぞ

れこのウエートを20％とするということでございます。その他の業務運営の効率化につい

ては20％、それから財務内容の改善に関しても20％とさせていただいております。 

 こういった基準に基づきまして評価をいただくわけですが、続いて参考資料３をごらん

いただけますでしょうか。今、申し上げた資料３の評価基準に基づいて、この参考資料３

に具体的にこの評価を書いていくという流れになります。 

 この表の見方でございますが、２ページ目の「サービスの質の向上」から始まりまして、

それぞれ細かく分かれていきますが、左側の「個々の評価事項について、当該年度の評定

がＢになるという基準」という欄には中期計画の事項が並ぶことになります。 

 それに対して、23年度の業務実績はどうだったかということを右に記載していただきま

す。こちらも業務実績の評価と基本方針、資料２にございますが、こちらと同様に国民サ

ービスと業務運営の効率化の順序が入れ替わっておりますのでご注意ください。昨年のこ

の表は一番最初に「業務運営の効率化」から始まっていたかと思いますが、それとは逆転

しておりますのでご留意いただければと思います。 

 ちなみに、こちらの赤で書いておりますのは、親委員会などから「このような視点で評

価をしてください」という指示がございましたので、こういったこと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。 

 それから青い字が今回新しく追加として記載されているところでございます。この青字

の追加箇所でございますが、こちらは参考資料４を横に置いてみていただければと思いま

す。 

 参考資料４は、政策評価独立行政法人評価委員会（政独委）から平成22年度の実績評価

について意見がまいっておりまして、本年度は政独委の２次評価に係る指摘を踏まえた評

価をしてくださいということが求められておりまして、ここの中身が一部青い字で書かれ

ているということでございます。 
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 この概要でございますが、内部統制の充実・評価については引き続きしっかり評価をし

てくださいということ。それから先ほどご説明しました参考資料１にある「独立行政法人

の事務・事業の見直しの基本方針」のフォローアップがちゃんとできているか。それから

震災に関連した評価を行っていただくように要請されてございます。 

 加えてＩＰＡの個別の指摘に関しましては、こちらの参考資料４の３ページ目をごらん

いただきますと、「個別意見」というものが真ん中あたりにございます。こちらに書いて

ございますが、暗号モジュール試験・認証業務の達成状況についての分析をちゃんと精査

して評価してくださいという話でございます。 

 それからもう１つが「地域のＩＴ人材育成支援のための内部型ｅラーニング研修」でご

ざいまして、受講者の推移等について加味した上で評価してくださいといった意見がござ

いました。 

 この点に関しましては、評価書の実績欄において、平成23年度の事業計画に数値目標は、

促進や改善を図ることとしている事項を評価書に実績として記載しまして、未達の事項に

ついては特記することといたしますので、これらをご覧いただきまして、ご評価をいただ

きたいと考えております。 

 この参考資料３ですが、こちらの中期計画の内容や全体的な書き方を、フォーマットを

ある程度埋めた形でこちらの方から後日送らせていただきたいと思っておりますので、そ

の点についてもよろしくお願いいたします。 

 以上、評価の基本方針等の説明を終わらせていただきます。 

○松山分科会長  ありがとうございました。宇野さん、サッとお聞きになって大体おわ

かりになりますか。 

○宇野委員  はい、わかりました。 

○松山分科会長  この評価も長年のいろいろな経緯がございまして、現状ではこうなっ

ております。先ほどの資料３を見ていただくとわかるかと思いますが、２ページ目の上に

ございますように、この「ＡＡ」～「Ｄ」までの５段階でやらせていただいておりまして、

「Ｂ」が普通にやりましたよと、ちゃんとやりましたよということになっております。 

 ただ、これはずっとそうなのですが、人間の心理的な気持ちからすると「Ｂ」というの

は劣っているという感覚にどうしてもとらわれるというのが、実はここだけではなくて―

―ここはある意味ではかなり厳密に「Ｂ」ですよということでやってきておりますが、実

はほかの独法さんからすると、どうも「Ａ」がスタンダードという雰囲気がずっとあるよ
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うです。 

 しかし、親委員会になりますと、そういうことは横並びになってきているという経緯が

ございます。親委員会でも当然これは同じ基準ですから、「Ｂ」が基準ですよという形で

やってきて、評価のところで「Ａ」「Ｂ」といろいろつくわけですが、「Ａ」にするのか、

「Ｂ」にするかは結構各分科会での感覚の問題になっているという現実があります。 

 これに関しましては、この分科会においても長年の懸案で大変なのですが、ここの分科

会だけで突っ張ってもいいのかという話もいろいろあると。そういった議論がちょっと積

み重なってきて今年に至っているということは、ほかの委員の先生はご存じですが、多分

宇野さんとか経沢さんは最初なので、この表の見方ともっている意味ということで……。 

 多分その辺は、もしご必要でしたら、過去の、例えば前年度か前々年度ぐらいの評価書

などもあるかと思いますので、財務諸表のご説明に伺うときに一緒にもっていって、その

辺の過去の経緯がどうであったかをまた伺っていただけると実例ベースでおわかりいただ

けるのではないかと思っております。 

○宇野委員  わかりました。これと参考になる、対比される絵などが多いとわかりやす

いのですが。ここだけの過去だけをみてもよくわからないと思います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  まことに僭越でございますが、後ろに「参考データ」というのが

ございます。こちらは最後に過去の総合評価と業務運営の効率化の部分だけですが、こん

な形でまとめさせていただいております。 

 余計な話ですが、なぜ業務の効率化だけをとり上げたかは後ほど説明させていただきま

す。 

○松山分科会長  そういうこともありまして、もう尐し歴史的な話から申しますと、実

はこの５段階評価という基準も最初からあったわけではありません。もともと各分科会で

それぞれの評価基準を決めてやっていたわけです。しかし、それでは統一がとれないとい

うことから、親委員会といいますか、経済産業省の独法委員会で標準をつくりましょうと

いって決めたのが資料２になっております。 

 ただ、そこに至るまでの分科会の評価基準の感覚がズレたまま来ておりまして、そうい

うことになっているという見方もあるわけです。ですから、なかなか曰く言い難しのとこ

ろがありまして、ＩＰＡの方針としましては、ここをみていただくとわかりますように、

とにかく原則この評価でいきましょうという話をして、「ちゃんとできていたらいいよ」

ということをあくまでもスタンダードにしていこうという形で積み上げてきてはおります。 
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 結果、ＩＰＡの評価は他独法に比べると割と厳しめの形、結果的にみるとですよ。厳し

くはないのですが。 

○藤江ＩＰＡ理事長  先生、厳しいですよ。 

○松山分科会長  いえいえ、ですから、ＩＰＡさん自身の絶対評価としてはいいのです

が、ほかの独法さんを並べたときの相対的な評価の基準としては、この分科会では結構厳

しめの評価基準で推移してきているというのがザックリとしたやり方になっております。 

○宇野委員  上と下のバラつきが随分ありますね。上は割とばらつきが小さいですが、

下の……。 

○松山分科会長  上が総合評価になっております。下は業務運営ですから、効率化をど

れくらい図ったとか、そういうところでいろいろトラブルがあるとＣになったりするとき

があるということです。 

○宇野委員  そうですか。 

○松山分科会長  私の考えとして、ちゃんと基準があるのだから基準どおりにしましょ

うよということでやっておりますので、厳しい評価をしていただいておりますというご意

見を常々いただいているということでございます。 

 そうですが、昨年のものは直近でございますので、逆にいいますと、ある意味で非常に

感覚感としてはとりやすいことではないかと思います。そこはもしＩＰＡさんのほうでご

説明のときに資料をもっていっていただければ……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  はい。委員のところにお伺いするときにはお持ちしてご説明させ

ていただきます。 

○松山分科会長  そういう経緯が結構ずっと続いてやっておりますので、それで何も縛

るものではありません。縛るというものとしては、資料２と３というのが公文書としてあ

るということです。運用上の問題としては、いろいろな経緯を尐しご理解いただいて、あ

とはもう先生のご判断でやっていただいたらよろしいかと思います。最終的には合議にし

ますので、ご自由にやっていただいて結構です。 

○宇野委員  わかりました。 

○松山分科会長  ということで、前年度決めていただきましたように、オープンソフト

ものが終了しておりますので、資料３の２ページにありますように、ウエートとしまして

は細かくみて５項目でございますが、20％ずつということで最終的に重み付き評価をさせ

ていただくということで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。 
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 それではそういうことで評価の基準を決めていただきましたので、それに従って、また

先生方にご評価をお願いしたいと思います。 

 それでは続きまして議題３でございますが、理事長の藤江さんから23年度の業務実績報

告をしていただきたいと思います。これも例年要点を明確に述べていただきたいとお願い

しておりまして、目途としましては、30～40分ぐらいでこの資料４のご説明をお願いした

いと思います。 

 それを一通りご説明いただいた後で、その内容につきましてご審議をお願いしたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○藤江ＩＰＡ理事長  改めまして、分科会長を初め、各委員の先生、大変お暑い中お集

まりいただきましてありがとうございます。 

 今、時間をキープせよというお話でございましたので、実は昨年は47分かかりました。

そういう意味ではいささかオーバーいたしましたので、今年は何とか自己ベストを出した

いと思っております。それでは座ったままで恐縮ですが、ご説明させていただきます。 

 内部統制ということが非常にここのところ言われており、今もいろいろとご議論があっ

たところでございますが、私のその辺の考え方、それからＩＰＡでの進め方についてお話

をさせていただきます。 

 まず、内部統制についてでございますが、私が着任したのが２年前でございまして、

「ここのＩＰＡの理念というのはあるのか」と聞いたところ何もないというか、もちろん

あるのですが、このように書かれたものがないということでございました。お手元にござ

いますので、ちょっとご参照いただきたいのですが、私どもの職員、特にプロパーの職員

に中心になっていただいて、この「ＩＰＡism」ということで、これを昨年の12月にまと

めていただきました。 

 私としては、所帯は小さいですが、これにすべてのプロパーの方々が参画してつくり上

げていただいたということは大変感激でございまして、やはりそこにしっかりとした根っ

こがなければということで、実は今これを毎日しっかりと、私の場合ですと名刺入れに差

し込んでおりますが、各職員はそれなりにもって業務遂行するということで進めておりま

す。 

 裏面をみていただきますとこれが英文になっております。このＩＰＡというのは、海外

からのお客様、また海外への単独の出張というのが非常に多くあります。そこで「ＩＰＡ

って何なのか」と聞かれたときに、やはりこれが行った人ごとで全然違うということでは
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話になりません。やはりこれをもとにして説明していただくというところにも威力を発揮

していると思っております。 

 それからもう１つ、今度は内部統制という意味もありますが、東日本大震災を経まして、

私どもはＩＰＡの中で、そういう意味では各ユーザー、団体、ベンダーにもお願いをして

いるのは、ＢＣＰのガイドをしっかり守ってくださいということでございます。 

 ところが、本家本元でそれでは何かあるのかといいますと、いささか“紺屋の白袴”的

なところがございますので、今、実はそれも着手しております。近いうちに策定ができる

ということでまたご披露させていただきたいと思っております。 

 それから昨年度の業務運営の関係では、今までは大きく分けまして４分野ということで

やっていたのですが、そのうちの技術系の３分野を１つにまとめて技術本部にして、それ

から従来からある人材育成本部と２本部体制をとったということで、これは先ほど来出て

おりますＩＰＡのシナジーを発揮する意味でも……単独では非常にプロアクティブな仕事

をしていますが、やはり今の場合、それぞれが連携をもったＩＴの業務遂行ということに

なりますので、今そういう形でシナジー効果の創出を図っているところでございます。 

 それから私が常日頃からいっております「グローバル」と「シナジー」という意味では、

このグローバルのほうですが、これは結局国際標準化の活動というのがグローバルには一

番――我が国の輸出を初め、競争力は我が国の力の源になると思っております。そういう

意味で昨年度は大変大きな成果を上げたと思っております。これはこの資料の21ページに

すべてまとめてございます。 

 これは国際規格として今までに９件ほどＩＰＡが貢献しております。それから審議中の

案件が13件ございますが、これも後ほどもう尐し詳しく説明させていただきます。 

 中でも国際標準化という意味では、非常に大きな成果として、これも後でご説明します

が、Rubyがございます。日本発の初めてのプログラミング言語であるRubyの国際規格化、

要するにＩＳＯ化を達成しました。 

 それからもう１つ、文字基盤である「ＩＰＡmj明朝フォント」を人名漢字にかかわる基

盤の普及という意味で今無料で公開させていただいております。これは私たちが思う以上

に国にとって大事な仕事であるということがこの頃よくよくわかってまいりました。 

 というのは、経済産業省のみならず、文部科学省の学校業務の電子化や総務省の昔から

いわれている、私も前の会社のときには大いにこれを売り込んでいましたが、なかなかで

きなかった電子自治体、それから電子政府。本当にこれが目の前に来ているという、この
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トリガーが欠けていると思っております。 

 そういう意味で、それぞれお一人お一人にプロアクティブな仕事をしていただいている

ので、私自身はそのまとめ役をやっていればいいわけです。 

 もう１つ、要求していることは、やはり「一人ひとりが広報マンたれ」ということで、

これは去年も一昨年も申し上げたと思いますが、広報マンとしてしっかりと取り組むとい

うこと。要するに国民にしっかりリターンを返すということ、まずは情報発信、広報から

始まるというのが私の考えでございます。 

 それではこの資料に入らせていただきます。まず、１ページ目のセキュリティでござい

ます。情報セキュリティの強化でございますが、中期計画では「情報システムに対する脅

威へのプロアクティブな総合対策」ということがうたわれております。 

 23年度実績としてまず挙げられるのは、「Ｊ―ＣＳＩＰ」という情報ハブの役割をＩＰ

Ａが担うということです。これは昨年度の初めぐらいから重要インフラ等に標的型のサイ

バー攻撃等いろいろございましたことから、これは経済産業大臣の主導の下、昨年の10月

に情報セキュリティ対策としての標的型サイバー攻撃情報の枠組み「Ｊ―ＣＳＩＰ」が発

足したわけでございます。 

 今は防衛産業を中心に９社ございますが、これは多分今後プラント、電力、ガスという

形で守備範囲はどんどん広くなっていくのではないかと考えております。私どもは、まず

は暫定的な運用をしなければいけないということで、まずは「標的型サイバー攻撃の特別

相談窓口」というものをつくって、引き続き各９社との間でＮＤＡを23年度内に結び情報

共有の本格的な運用を開始いたしました。 

 次も新たなる脅威といいますか、新しいタイプの攻撃の話でございますが、これについ

ては、まずユーザーというか、国民から企業の皆様にいかにそれをわかっていただくか、

何をもって新たな脅威というのかということでございます。 

 それはここに書いてございますように、YouTubeでの「ＩＰＡChannel」でそういう解説

用の動画を公開したとか、ＩＰＡのテクニカルウォッチで随時発行したとか、そのような

ことを含めまして、いろいろなしおりもつくりました。 

 そういうことを通して、まずは新たな脅威とその対策について利用者に必要な情報を積

極的に提供したということでございます。３月末のダウンロード件数が29万1,288件、多

くの国民に活用されるとともに高い評価を得ていると思っております。 

 次は脆弱性でございます。脆弱性対策、これはもうずっと続いている対策でございます
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が、これはどんどん周りの環境も変わってまいりますし、脆弱性も潰しても潰してもまた

増えてくるという形でございますので、そういうものの新規ツールの開発及び既存ツール

の機能強化というものを図らせていただきました。その結果、これもダウンロード数です

が、機能強化前後では３万～４万件から６万件へとアクセス数が飛躍的に増加しておりま

す。 

 ４番目は、これは国際規格の標準化の話になりますが、これからの我が国の重要なシス

テム輸出、国際競争力の中での制御系システムの重要性というのが非常に高まっておりま

すが、世界的にまだそのセキュリティの基準が確立されていないわけでございます。やは

りこれはしっかりとイニシアチブをとるべく国際標準化の世界に打って出なければいけな

いということで、今、私どものセキュリティの担当者がそのコンソーシアムに出掛けて、

いろいろと対策を立てて日本の提案をどんどん出しているという状況です。 

 これもこの資料の21ページに「ＩＰＡが貢献する国際規格について」ということですべ

てまとめてございます。最後にご説明させていただければと思います。 

 それから５番目に脆弱性の検証の有効な技術としての「ファジング」の普及の活用の手

引きを公開いたしました。 

 ６番目は、不正アクセス禁止法の改正に大いに貢献して、不正アクセス防止法対策に関

するアクションプランに対して、私どもはその策定に大きく貢献させていただきました。 

 次は３ページでございますが、中期計画のセキュリティ項目の中の「中小企業の情報セ

キュリティ水準の底上げと国民一般への普及・啓発」でございます。23年度の実績として

は、これはごらんになった委員の先生方も多いかと思いますが、最新の情報セキュリティ

対策をＪＲ、各私鉄の関東圏と関西圏のトレインチャンネルに放映させていただいて、国

民に対しての啓発活動をさせていただきました。 

 それからまた動画のコンテンツなどを利用したセキュリティ対策の普及・啓発を開始い

たしました。今まではなかなか動画のコンテンツまでは手が回らなかったのですが、そう

いうことも23年度にはさせていただきました。 

 それからもう１つ、スマートフォンですが、日本のマーケットでは携帯電話の半分以上

が今やスマホだという時代でございます。そういう中で女性向けのスマートフォンに関す

るセキュリティのミニパンフレットを作成いたしました。これを先日ＫＤＤＩさんに持ち

込みましたところ、ＫＤＤＩさんから「結構いいものつくっているじゃないか。ちょっと

これ、いただけないか」ということで、実はきょうご注文があったそうです。幾らでした
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か。 

○笹岡ＩＰＡセキュリティセンター長  26万部ぐらいです。各店100部で全国で2,600箇

所ほど代理店がございますので。 

○藤江ＩＰＡ理事長  直営店がありますからね。しかし、それはそんなものではないと

思います。各店100部なら１日でなくなるかもしれませんので。そのぐらいご好評をいた

だいております。 

 それから各団体が主催するセミナーへの講師の派遣依頼の対応もいたしております。も

ちろん報道機関からの取材依頼に対しての対応、そういう意味ではマスコミ関係で22年度

に159件が246件、インターネットニュース関係で686件が814件という形でございます。 

 それから業界団体向けの情報セキュリティ対策説明会というものも開催しております。

これは去年の11月でしたか、たしか業界250団体、やはりそのぐらい今の標的型攻撃とい

うものに対しては、各企業、団体ともにその情報について非常に知りたいところだと思い

ます。会員企業数４万社ということでご説明させていただきました。 

 こういう①～⑤の普及・啓発を行ったことで、23年度のセキュリティセンターのウェブ

サイトへのアクセス数は、22年度と比較して約60％アップになっております。これは３ペ

ージの右下の表をごらんいただいてもご理解いただけると思います。 

 それから４ページ目ですが、中期計画では「情報セキュリティ分野における国際協力の

推進」、それから「社会がよりセキュアな製品・システムを享受できる環境の整備」とい

うことで、この関係の23年度の実績でございますが、海外セキュリティ関連組織との協力

関係というのは、１つはドイツのＦｒａｕｎｈｏｆｅｒです。それから新しいところでは

ベトナムのＶＮＣＥＲＴと相互協力協定を結びました。 

 それからＪＣＭＶＰとＣＭＶＰとの共同認証の実現、それからこれもまた21ページにま

とめておりますが、国際標準化活動への積極的な参画、それからＪＩＷＧ／ＪＨＡＳに参

加して欧州、これは両方とも欧州の団体ですから、スマートカードのセキュリティ絡みで

の欧州との連携も推進しております。 

 それから前からやっておりますコモン・クライテリア（ＣＣ）、これは加盟15ヵ国の参

加を経ての相互認証の枠組みの会議を24年３月にさせていただきました。 

 そして、こういうことの結果、コモン・クライテリアでは、皆さんご案内のように、例

の複合機、日本の複合機というのは、今国際シェアが大体90％といわれています。これに

対して、我々もやはり国際標準化とか基準づくり、それから相互認証というところでやは
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りしっかりと貢献していかなければいけないと思っております。 

 それから５ページでございます。これは「情報セキュリティ対策を支える技術的評価能

力の向上、分析機能の強化」というところでございます。これも23年の実績ですが、これ

は暗号関係の取組です。この関係も国際的な会議では非常にイニシアチブをとってやって

いるということです。 

 新しいところでは、やはり電子政府推奨暗号リストの掲載暗号及び新規の応募暗号の安

全性動向や技術開発動向の調査・分析というのが今年の新しいところかと思います。 

 それから内部者の不正行為を防止するための仕組み、これもこういう形でやれば不正行

為が防止できますということの調査の結果、それからガイドラインは今年策定するという

ことになっております。 

 それから「情報セキュリティ白書2011」ですが、これもずっと続いております。これは

この種の白書としては、２年連続Amazonのランキングでは１位でございまして、非常に高

い評価を得ていると思っております。 

 また、人材育成です。情報セキュリティ人材の不足ということが非常に叫ばれておりま

すので、これは先ほどのシナジーという意味からいきますと、「セキュリティ」と「人材

育成」との連携がこれから非常に必要であると思っております。 

 これで一応セキュリティ関係を終わらせていただきまして、次が情報システムの信頼性

向上に向けたソフトウェア・エンジニアリング（ＳＥＣ）の推進でございます。 

 これの１番目ですが、これは22年度からスタートしている話ですが、23年度、これは松

山分科会長からも「これぞＩＰＡがやるべき一番の仕事だよ」ということでご指導をいた

だいていたものでございまして、おかげさまでこれは23年度、パブコメを反映した報告書

を公開するというところまで行きましたし、それから品質監査の枠組みを詳細化するため

監査基準策定指針及び認定基準という規程類をつくるところまでまいりました。 

 あとは今この３月から制度構築に向けた模擬試験、そのためのいろいろな応募を受けて

おりまして、25年度には間違いなくスケジュールどおり、制度運用を開始したいというこ

とでございます。 

 これは皆さんもよくご存じのように、やはり第三者によって裏づけされた品質保証とい

うものが、品質説明というものが既に一部の国では大いに求められておりまして、やはり

そういう意味では非常に重要な仕事だと思っております。しっかりした品質監査制度をつ

くってまいりたいと思っております。 
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 それから②でございますが、これは情報系の実稼働のシステムの外部設計書に形式手法

が適用できるというところで、これには東証（東京証券取引所）さんの絶大なるご支援を

いただいて、この形式手法の外部設計書関係の仕事を進めて、最終的には「東証から品質

を向上させる方策の１つとして、形式手法を採用することは十分可能である」という高い

評価をいただきました。 

 これによって私どもが形式手法というものをずっと追い続けてきたことは正しい方向性

であったということが確認されたと考えております。この１件をもってすべてではないと

は思いますが、そこまで進んでおります。 

 それから７ページですが、「国際標準に準拠したプロセス評価・改善を推進」というこ

とで、これは日本企業のグローバル化に伴って、当然ながらソフトウェアの開発や運用プ

ロセスの国際標準化への対応というものが強く求められておりますので、そこのご支援を

させていただいたということで、ガイドブックも英語版のものをつくらせていただきまし

た。 

 ４番目はレジリエンス絡みでございますが、情報システムの構築についての検討という

ことで、これはＢＣＰ（事業継続計画）に対してのガイドとして広く公開しておりますが、

先ほど申し上げましたように、私ども自身も“紺屋の白袴”であってはならないと思って

おりますことから、今、私どもの基幹システムの見直しをしておりまして、本年度中には

サービスを開始する方向でございます。 

 それから８ページですが、「地域・中小企業のためのシステム構築手法の提供」という

段階では成果を民間企業・団体への移行を推進ということですが、これはできる限りのこ

とはすべてやっております。ここではＦｒａｕｎｈｏｆｅｒとやったＣｏＢＲＡ研究会へ

の技術移転とか、それから定量的プロジェクトの管理ツールの開発・公開ということもオ

ープンでやっております。 

 そういうことでこれらの活動によって、地域団体のソフトウェア・エンジニアリングの

手法の知識、指導のスキルというものがどんどん地域団体といったところへトランスファ

ーされて行っているということです。そして、どんどん地域、民間に移していくというこ

とでございます。 

 それから９ページの組込ソフトの関係でございますが、これはセミナー講師の人材育成

及び普及の拡大ということで、先ほども申し上げたような形で進めさせていただいており

ます。組込ソフトウェア向けのトレーニングガイドの発行もしております。 
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 10ページでございますが、「ＳＥＣのセミナー開催と普及・啓発活動の有料化を促進」

ということで、有料化の話ですが、これもこの右側の表をみていただくとわかりますよう

に、「有料ＳＥＣセミナー開催実績概要」ということで、22年度は81万円の収入でござい

ましたが、368万ということで大幅に増やしております。 

 それから冒頭に申し上げました文字情報基盤の整備ですが、これは先ほど大分細かく申

し上げましたので、最終的には、何といってもこれが非常に公共的なシステムに、それか

ら個人という意味では、それぞれの住民票の、例えば今までは絶対出なかった前情振課長

の高橋さんの「橋」の字とか、そういうものがしっかりそのまま出ます。というようなこ

とで、この「ＩＰＡmj明朝フォント」というのは私どもが思っている以上にいろいろなと

ころで評価されていると思っておりまして、そういう意味では当初の中期計画を大幅に凌

駕したものだと考えております。 

 それから次がこれも先ほど来申し上げましたRubyでございます。Rubyは平成５年にまつ

もとゆきひろさんが発案された日本生まれのプログラミング言語でございますが、これも

我々ＩＰＡはまつもとさんが未踏のクリエーターであったときからのおつき合いをさせて

いただいておりまして、あくまでもまつもとさんの発案ですから、私どもはそれをご支援

するということであります。 

 ただ、これはまつもとさんからもいわれましたが、「やはり国際標準化みたいなところ

は、正直いって私と私の周りの人ではできませんでした。そこはＩＰＡさんの支援をいた

だいてありがたかった」ということでした。実は６月に「Ruby国際標準化報告会」という

のを開催したわけですが、そのときにまつもとさんからのお話として聞いております。 

 そして、最終的には、こういうものをやはりどんどんオープンにして、そして、それを

「Ruby Association」という民間組織に今後は直ちに移行していこうということでござい

ます。ただ、それにしてもステップがございますので、そこのところの支援は国際化の話

も含めて、私どもでサポートさせていただきたいと考えております。 

 それから「海外有力機関との国際連携」ですが、これではＮＩＳＴとＬＩＳＴ、ＮＩＳ

Ｔは前からですが、ＬＩＳＴにつきましては、昨年沖縄で国際ワークショップを一緒に開

催しまして――これはフランスのＬＩＳＴですが――官民の知見交換、今後の連携活動の

方針の確認など最終的な活動方針に対する細則の締結をさせていただきました。これから

はＬＩＳＴとの関係も強めてまいりたいと考えております。 

 それからＩＰＡの成果に基づく国際規格ですが、これも21ページをみていただければと
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思います。結局我が国の産業の国際競争力の底上げというところで大いに我々は存在感を

示していきたいと考えております。 

 そして、次が人材の関係でございます。人材関係の一番の成果は何といっても昨年度３

スキル標準に横串を刺して、共通キャリア・スキルフレームワークというものの第一版・

追補版を公開させていただきました。 

 これを公開することによって、我々は今これと情報処理技術者試験というものを常に車

の両輪でもってリンクしながら、その事業を進めていくという方針をとっておりまして、

そちらのほうもしっかりとそれに準じた試験をさせていただくようになってきております。 

 それから「人材白書」ですが、この「人材白書」の一番の特徴はこの15ページの右下に

も書いてございますように、これも経済産業省とか文部科学省、総務省などの政策立案の

基礎資料としての活用が非常にされております。それから経団連における政策提言などに

も活用されております。ということで、「人材白書2011」のダウンロード数は、22年度に

比べますと210.7％ということで、倍以上のアップで１万8,577件でございました。 

 16ページにまいりまして、国家試験として最大規模の情報処理技術者試験を円滑にさせ

ていただきました。滞りなく終わったということでございます。ただ、これは震災絡みと

かいろいろありましたが、この16ページの右上に書いてございますように、応募者数が22

年に比べると92.4％ということで、これはこれから相当エンジンをかけなければだめだと

考えております。 

 また、ＩＴパスポートのほうも昨年度までは春と秋にペーパーテストを行っていたわけ

ですが、それを今年度の11月25日からＣＢＴ方式をスタートしています。この方式により

いつでも、どこでも試験を受験できるという形になりました。 

 ですから、受験者お一人お一人の利便性は非常に上がりましたが、やはり今までのよう

に高校の先生がまとめて受験させるといったことがどうもなくなってきたのではないかと

いう感じがしております。まだ４月、５月、６月しか過ぎていませんのでわかりませんが、

これも結構ＣＢＴには多大な投資をしておりますので、しっかりとこれから応募者を集め

ていく算段をしております。 

 これはいろいろ考えております。今大手10社。なぜその大手10社なのかといいますと、

このＣＢＴ化したことによって――各社は新卒の社員を採用するためにエントリーシート

というものを書かせるわけです。今までは受かった、受からないということしかわからな

かったわけですが、今度はＣＢＴ方式によりちゃんとスコアが出るようになりました。
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「あなたは、1000点満点中何点である」と。ＴＯＥＩＣと全く同じなわけです。これで会

社の志望者のＩＴリテラシーをある程度はかってしまおうと、はかってふるいにかけよう

ということでございます。 

 今、私が聞いている限り、この10社のトップはほとんど、これはＫＤＤＩだとかパナソ

ニックとか電気会社、トヨタさんなどでありますが、どうもこの頃の学生のほとんどはリ

テラシーが弱いと。「社長、そうはいってもテクノロジーはあるでしょう。おたくのよう

な有名な会社だったら」と、「それはあるけれども、マネージメントとかストラテジーな

んてというのはなっちゃいないんだ。だから、結局もう一回教育しなければいけないんだ。

これは会社にとっては、最初からハンディキャップを背負って国際競争をやるようなもの

なんだ」ということで、これについては、今その方面での学生さんのパスポート試験、Ｃ

ＢＴ試験に対しての応募者を増やすという算段を、これは私だけではなくて両理事を初め、

関係者が一丸となってやっております。 

 その次が「試験実施業務をすべて民間に委託」ということですが、これは当たり前の話

で、１年以上前倒しして昨年度達成しました。 

 それから「積極的な広報・普及活動を展開」ということですが、これも行いました。ト

レインチャンネルも使いました。 

 それから「産学連携による実践的なＩＴ人材育成の支援」ですが、これはこの右側に書

いてございますように、今までは23年度で900人受講していただいたことと、その後の24

年度の８大学、今は大体仕掛けができているので申し上げるわけですが、２つの地域団体

との連携によって1,200人、今年度から合計2,100人の学生が産学連携のプログラムについ

て授業を受けることができるということです。 

 今、大体情報系の卒業生というのは減ってきておりまして、１万6,000とか7,000ぐらい

でしたかね、先生。 

○松山分科会長  いえ、わからないです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  わからないですか。そのぐらいだと思います。ですから、そうい

う意味合いでは2,100名というのはまだまだ足りませんが、こういういろいろな産学連携

のプログラム、これは産業界からも相当期待されておりまして、産業界からの支援も相当

いただいております。 

 それから18ページの「地域・中小企業のＩＴ化を促進する人材育成」ということで、こ

れは22年度からやっていた話ですが、「中小ＩＴベンダーの人材育成優秀賞」というのが
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ありまして、その成果をやはりスキル標準とか人材育成などにどんどん生かしていかなけ

ればいけないわけです。これをやはりどんどん各会社に水平展開しなければいけないとい

うことで、今、力を入れてやっております。 

 それから19ページは「ＩＴのグローバリゼーションへの人材面での対応」ということで、

これも前から続けていることでございまして、この19ページの右下をごらんいただきたい

のですが、ご存じのようにブルーはＡグループで、この国々というのはもう自分たちでち

ゃんとそれなりの情報処理技術者試験制度というものをもっているので、相互認証という

形です。 

 それからＢグループはピンクですが、これは逆に私どもの試験、我が国の試験をそこへ

浸透させていくという形になっておりまして、特に23年度はフィリピンでのスキル標準の

導入支援というものに非常に力を入れてまいりました。 

 そして、中期計画で想定していなかった取組としては、以下の作業を行ったということ

です。「英語版応用情報技術者の試験演習問題集」を作成してＢグループに提供というこ

とと、「アジア共通統一試験運用システム」のシステム更新に着手をしたということです。 

 それからプロジェクトマネージメントの国際標準化支援、これも21ページにまとめてＩ

ＰＡの貢献ということで書いてございます。 

 それからこれは人材の最後です。「突出したＩＴ人材の発掘・育成と活躍できる環境の

整備」ということで、これについては、もう皆様ご存じの未踏とセキュリティプログラミ

ングキャンプの２点でございます。 

 未踏の関係では23年度、もう未踏のユースとか未踏本体とかを全部一緒にして、25歳以

下で「未踏プロジェクト」というものを１つにまとめました。それで25歳以下の方を募集

いたしますという形でスタートいたしました。 

 そのような形で若き人材を集めて、そういった原石をいかに磨き上げていくか。そのサ

ポートをさせていただくということを23年度も引き続きさせていただきました。 

 ただ、そうはいってもやはり民間に移管していくことも大事だよということの中で、セ

キリティキャンプの中央大会について、これは経済産業省の皆様にも一生懸命動いていた

だいて、何とか民間に「セキュリティキャンプ実施協議会」というものを今年の２月につ

くるところまでもってまいりました。 

 この芽吹きを何とかこれから伸ばしていって、やはり最終的な受益者は――ほかにもあ

るでしょうが――民間の企業だと。そこが一つ大きいので、やはりそれはそれなりにスポ
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ンサーシップを発揮してもらいたいということをお願いしているところでございます。 

 それから21ページには、先ほどからいろいろ申し上げておりますが、「ＩＰＡが貢献す

る国際規格について」でございまして、これについてはＩＰＡの貢献で承認された国際規

格がここに書いてございますように、セキュリティ、信頼性で９件、それから現在進行形

のものが13件ございます。 

 私どもはそのためにＩＰＡの職員を―国内の委員会から今度はこれを海外の委員会にも

っていきますので延べでございますが、国内委員会で41名、海外委員会で９名がそれぞれ

の役職に就いて頑張っているところでございます。 

 それから今度は「業務運営の効率化に関する目標を達成するためのとるべき措置」とい

うことでございます。いかにＰＤＣＡサイクルを回して継続的な業務運営をしていくか。

それによっての業務の見直しというところですが、これは例の独法の事務・事業の見直し

の基本方針といったものはもう当たり前に実行しております。 

 それからやはり民間にというところでは、先ほど来申し上げているようなＣｏＢＲＡ研

究会への民間移転やトレーナー養成セミナーとか、そういうものをどんどん民間団体に責

任をとっていただくような形にもっていくためのそういうセミナー講師養成のお手伝いを

しております。また、セミナーを民間や地域団体などの主催・共催による実施方式へどん

どん移行しております。 

 そして、情報処理技術者試験の見直しですが、先ほど試験のところでも申し上げました

ように、これももう間違いなく１年前倒しでやっております。 

 それから「100者ヒアリング」ですが、これによって外部のニーズをどんどん吸い上げ

ようということで、これは今100者ではなくて、23年度は152社になりましたので、そろそ

ろ「200社ヒアリング」に変えるべきではないかということでございます。それをどんど

ん我々の次年度計画等へ反映していくつもりでございます。それから冒頭に申し上げまし

たように、内部統制の一環としてＩＰＡismを制定するということ。 

 次に「機動的・効率的な組織及び業務の運営」ということでございますが、これも既に

半分ぐらい申し上げておりますけれども、シナジー効果を創出するための組織体制をつく

るということで、技術本部とＩＴ人材本部の２本部制として、両理事にそこのトップにな

っていただくという体制にしました。 

 それからオープン関係でございますが、これは一応終了したということでオープンソフ

トウェアセンターを廃止して、その後は国際標準などに係る業務、これも横串でやること
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が非常に効果的であるということは十分わかりましたので、これの国際標準推進センター

というものを去年の７月に作りました。 

 それからすべての地方支部の廃止を達成したということ。政府の出資金は今年の３月に

40億円を国庫に返納させていただきました。 

 それから「戦略的な情報発信の推進」でございますが、これは先ほど来申し上げており

ますようなトレインチャンネルを初めとしたいろいろなメディア、それから動画配信など

を含めたセキュリティ、ソフトウェア、人材と３部門ともそういう形で効果的な情報発信

を展開しております。 

 それから毎月私が議長の広報会議というのを行っておりますが、ここではその効果がど

ういう形で出ているのか。効果が出ないのであれば、これは別の方法があるだろうという

ことでの非常に熱の入った討論をしているつもりでございます。「全員が広報マンたれ」

というのは、やはりしっかりとした広報戦略があってこそ成り立つことでございますので、

そういう形のことをしっかりと我々の事業面の中で行っていくということでございます。 

 それからこれはこの次の中期計画のネタになるつもりで行っていたもので、中期計画が

どういう形になるかわかりませんが、「くらしと経済の基盤としてのＩＴを考える研究

会」ということで、これは22年12月から12回、23年度はそのうちの９回開催しました。シ

ンクタンク機能の充実ということで、１つの報告書としてまとめさせていただきました。 

 これはつながるＩＴの価値と信頼というか、それも個人とそういう企業というか、そう

いう団体というか、そういうところとのつながり。それから個人がどんな価値観をもって

これからＩＴとおつき合いしていかなければいけないのかと、結構幅広くやり出したらき

りがなくて、相当広くなっております。 

 これはぜひ今度それぞれの先生の――報告書はお届けしましたか。 

○ＩＰＡ職員  はい、お届けしております。 

○藤江ＩＰＡ理事長  そうですか。それではそれについてのいろいろなご質問とか、ま

たアドバイスなどがございましたら、次回の各委員の先生方のところへお邪魔するときに

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それから「業務・システムの最適化」「業務経費等の効率化」「総人件費改革への取組」

とございますが、ここは私どもとしては、最大限やっているつもりでございます。特に成

果物の有料化というのは、先ほど申し上げましたが、大変な収入増をいただくようになっ

ております。ただ、まだまだ絶対値が尐ないよというお話でございますので、これはこれ
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からもエンジンをかけていきたいと考えております。 

 それからこの人件費のラスパイレス指数です。実はこの「参考データ」をごらんいただ

きますと、これは人件費絡みのところですが、ＩＰＡはだれがみても「昔からよくやって

いるね」ということだと思います。それなりの基準の中にしっかり収まっているというこ

とだと思います。この表をみていただければご理解を賜れるものと思います。 

 それから次をめくりますと、「人件費削減率の推移」というのがあります。これも23年

度はまだ私どもだけしか出ておりませんが、22年度と比較してさらに4.5％下がりました。

平成19年度から比べるとその下げ率は非常に顕著でございます。 

 それから「随意契約件数の推移」でございますが、これも20年からサチって（saturate

する）しまっているわけです。ではなぜサチっているかというのは、26ページ（資料４）

の右側にあります「随意契約によらざるを得ない契約の内訳」をみていただきますと、こ

れこそ真にやむを得ないものばかりでございまして、固定的にかかる経費でございます。 

 そんなことで私どもとしては、業務・システムの最適化、経費の効率化、総人件費改革

にも取り組んでおります。 

 それから最後の「調達の適正化」のご説明まで「参考データ」のほうでさせていただき

ましたが、契約監視委員会というのがございます。これは櫻井監事が委員長で下村監事、

それから公認会計士の方１名、大学教授の方１名という形の４名で構成しているところで

ございますが、そこでも契約関係について特に問題なしと、随意契約、一者応札について

も原因を究明し、改善を図っているというコメントをいただいております。 

 最後に「参考データ」の第二期中期計画の達成状況についてですが、これはいかに計画

の中の案件だったかということと、現実にもう計画を上回ってこれだけの結果、成果を出

していますということをまとめたものでございます。 

 人材育成、セキュリティ、信頼性向上、技術・標準という形でまとめてございますので、

これもご参照いただければと思います。 

 長々と申しわけございませんでした。以上でございます。ありがとうございました。 

○松山分科会長  ありがとうございました。それではご意見、ご質問をよろしくお願い

いたします。 

○太田委員  よろしいですか。初っぱなのＪ―ＣＳＩＰですか。これは重工とかソニー

とかいろいろありましたが……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ソニーは入っておりません。 
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○太田委員  ソニーはここには入っておりませんが、評価と直接関係ないかもしれませ

んが、広報段階で三菱重工に行っても高輪署に届けて、結局防衛秘密だということで余り

リリースを出さなかったというのが１点です。 

 それから２点目は、あそこにやはりセキュリティオフィサーというのがいないわけです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それはご指摘のとおりだと思います。私が知る限りはいらっしゃ

らないと思います。 

○太田委員  副社長か何かが全部やっていますということで、いわゆる情報共有という、

こことの役割がちょっと……。結局またそれが起こる可能性があるので、もう１回三菱重

工のケースを――僕はもう何年も前から事故調、事故調といっているわけですが、それは

経産省の考え方ですが、ともかく三菱重工の何というのか、トップに聞いたわけではない

のでこれは私の勝手な意見ですが、広報段階だと「別に防衛機密は漏えいしていません」

の一点張りで３つぐらいしかリリース化していないわけです。そして、文案もほとんど変

わらないわけです。 

 でもこれをもっと検証しないと次のサイバー攻撃では絶対やられますから。そこは経産

省の役割を、セキュリティのご担当だからあれですが、広報段階でみると非常に危機感が

薄いです。 

 ２点目は、そこでＩＰＡと経産省、内閣官房とあれしているけれども、やはりもうちょ

っとＩＰＡは強面じゃないとだめだと思います。それはＩＰＡだけに責任を負わせるわけ

にはいきませんが、三菱重工の広報段階では「ＩＰＡ？」と。それはもう専門家ではない

のでそのくらいしかいわないですが、結局重工自身には１月の段階で取材すると危機感と

いうものが全くないわけです。 

 それはトップに聞けばもういろいろなことをやっているというわけですが、サイバー攻

撃を受けないためには技術的なところではなくて、こういうラウンドテーブルでやってい

た場合、結局人と人との関係でメールが来てもっともらしいメールを開いてしまったとい

うことですよね。 

 つまり、システムではないですよね。人間ですよね。組織ですよね。それではそれを重

工はレッスンしてどういう教育をやったのかとか、そこを検証しない限り、幾ら情報の共

有をしても意味がないと僕はすごくそれを思いました。 

 ソニーの場合は、コンシューマー・エレクトロニクスカンパニーなので、この間社長に

なられた平井さんが徹底的に動画に出てパッパッパッとやられましたよね。サンノゼでセ
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キュリティオフィサーをつくっていなかったので、つくって、サーバーをすぐ変えたわけ

です。それはやはりコンシューマー・エレクトロニクスの会社ですから重工とは比較でき

ませんが、これはどうするんだということを僕はこの１月に重工に行ってすごく感じまし

た。これだけの企業を単に情報共有するだけでは全然意味がありません。 

 それではなぜ今の重工のあれを経産省もＩＰＡも検証しているのですか。どうして起こ

ったのか。どこも公表しない。多分６ヵ月ぐらいたってもないですよね。皆さんはご存じ

なのかもしれませんが。そこをやらない限り、非常にいい体制をつくっているかもしれな

いけれども、それでは日本はまさにそのサーバー攻撃に対してどうやって……。ＩＰＡだ

けに責任を負わせることはないですが、非常に感じました。 

 だから、ＩＰＡはもっともっと強面でなければだめです。「ＩＰＡさんに指摘されたら、

やばいよ」と。全然そういう意識がないですよね。これはやはり重工がなめているのでは

ないかと僕は思います。相当乱暴ないい方ですが、広報段階でしたが、非常に残念でした。 

○藤江ＩＰＡ理事長  太田委員のおっしゃるとおりのところがあります。私も前職は航

空宇宙防衛関係の仕事をやっておりましたが、まさしくこれでした。要するに、例えばＭ

ＨＩさんのことをいえば、工場単位でみんなばらばら――こんなことをいうと怒られてし

まいますが、ばらんばらんなんですね。 

 これは特に重厚長大産業はそうです。どちらかというと、電気屋さんなどはそれぞれ全

国的にもあるし、海外にも工場があるのですが、意外とそれを中央でまとめるということ

を前から心がけている。これは産業の中の業界の問題なのかもしれませんが、そういうと

ころはもうご指摘のとおりだと思います。 

 これは笹岡センター長に答えていただいたほうがいいのかもしれませんが……ではお願

いできますか。 

○笹岡ＩＰＡセキュリティセンター長  若干補足しますと、これまでのＪ―ＣＳＩＰの

実績としては、12月以降暫定運用、ＮＤＡを結ぶ前から暫定運用しているのですが、これ

までの累積で40件ぐらいの案件がありまして、それを情報共有しています。実際、標的型

メールが来て、ほかの会社にも来ていたということで、あすは我が身の皆さんには非常に

感謝されております。 

 それからその情報の発信が不十分で情報共有だけではだめではないかという点について

は、これはやはり“狐と狸の化かし合い”なので、我々がどこまでやって、どこまで知っ

ているかを余り積極的に公表することは必ずしもいいとは、場合によっては“敵に塩を送
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る”ようなことにもなりかねませんので、やはりその辺は考えながら抑制的な対応も必要

かと思います。そこは我々もプロですので、情報の発信の仕方については、場合によって

は慎重になることもあるということでご理解をいただきたいと考えております。 

○太田委員  つまり、ＮＤＡということでやはり、それでも全部機密契約を結んだとは

思いますが、それは一応その段階では結んでいなくて、結局都合悪いことはいわないよと

いう態度でしたよね。これは日本のためになるんですか。セキュリティが今ここでみんな

が……。つまり、共有するという機能の――別にそれをだめだといっているわけではあり

ません。僕は次をやらないとだめなのではないかとすごく思っているわけです。それは経

産省のご専門ですから。 

○江口情報処理振興課長  ちょっといいでしょうか。そういう意味では太田委員がご存

じかどうかわかりませんが、三菱重工の事案が起こった後にＩＰＡからは経産省からも依

頼をして、三菱重工の事件で何が起きていたのかという解説のレポートをまず出させてい

ただきました。その内容が十分だったかどうかという問題はあるかと思いますが、そのよ

うなことできちんと広く提供させていただきました。 

○太田委員  それはもう公開されていたのですか。 

○江口情報処理振興課長  しています。 

○太田委員  何月ですか。 

○江口情報処理振興課長  早かったですよね。９月の時点で、10月には注意喚起を出し

ていますし、11月ぐらいにはたしか分析したものを出しているかと思います。ちょっと日

付は正確には今わかりませんが、年内だったかと思います。 

 さらにここで出てきている情報ですが、まず、三菱重工はどこまで協力してくれるかと

いう問題は当然あります。しかし、尐なくとも三菱重工の件、さらにほかで起こっている

事案についても、このＪ―ＣＳＩＰの中で共有しているようなものについても、どのタイ

ミングで、どのような形で出すかについては、これは企業のほうでの問題もあるでしょう

し、効果的な情報が出せるかという問題もあります。 

 いずれにしても、この中で共有されている情報を彼らの中だけでもっていることにどれ

だけ意味があるのか。もちろんその中で意味があるものもあります。ただ、それをもっと

広く普遍化したという意味で提供していくということも重要だろうという中で、今後の話

になってきますが、それはＩＰＡがどのような形で対策をするのがいいのかといった情報

発信をしていくということについてもきちんとしていきたいと考えております。 
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 ただ、その中では個別の企業名が出るのか、そういうことではないと思いますが、きち

んとこういう対策をとるべきだと。こういうもの自体については各国出してきていますが、

このようなところで集まったところから具体的な対策としてどのようなことができるのか、

発信の強化をしていくという基本的な取組としてやりたいと考えております。 

○太田委員  それはいいんです。ですから、私は別につまびらかに全部開示しろという

ことは一言もいっておりませんで、そこからレッスンしたものをきちんと出すべきだと。

それは済みません、去年の段階で出されていたのかもしれませんが、それは目にしていな

くて大変失礼しました。 

 １月の段階で広報に行ったら、広報だから本当は責任者に会わなければいけないのだけ

れども、結局広報の段階では正直ベースで非常に甘かったわけです。何するものぞと。

「ＩＰＡさん？ あっ、うん……」という感じで、本当にＩＰＡの評価委員として残念で

したよ。やはり「ＩＰＡさんににらまれたらやばいね」というぐらい企業に、そのぐらい

ＩＰＡを育てないとだめですよ。 

○藤江ＩＰＡ理事長  でもそういう話になるとまたちょっと次元が違うと思うのですが

……。 

○太田委員  次元が違うかもしれませんが……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  次元が違うというか、というのは、結局まずは情報を共有して、

大体標的型の攻撃というのが一体何で、どうで、どうだということが、尐なくとも防衛関

係の９社でさえ「どういうことなの」ということで、中身は何もわかっていなかったわけ

です。また、みんなそれぞれは身内のことはいいたくないわけです。 

 という形で、普通はこの情報はオープンに出ないわけです。ところがこれだけ日本が攻

撃の対象になっていて、企業が攻撃の対象になってきたことから、それでは困るではない

かと。お互いに尐なくとも１回どこかでやられたことはみんなで情報を共有して、そのか

わりＮＤＡをしっかり結んで、ほかには口外しないという形の中でやっていこうというの

がこのＪ―ＣＳＩＰの精神だと私は理解しています。 

 だから、そういう形のものを……確かに太田委員がおっしゃるようにちゃんと解析して、

この次に来たときにそういうことを簡単に受けつけないと。例えばパカパカパカっとクリ

ックして、パッと攻撃を受けてしまうということがないような形にもっていくことは非常

に大事なわけです。 

 それを今ここの中で「遅いじゃないか」といわれるとあれですが、やっとＮＤＡが３月
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に結ばれたと。 

○太田委員  ３月ですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ３月に結ばれたと。そして、今情報共有をその中で始めているわ

けです。９社の中でこれからこうやっていこうと。そして、今そういう中で来た案件、標

的型の攻撃が40件ぐらいあるわけです。それはおかげさまで余りありませんでした。余り

というのは、それでよかったのですが。 

 だから、そういうことでちょっと言い訳じみますが、尐なくともあと半年ぐらい経てば

その辺の解析だとか、各企業が「おっ、これだけ情報がある。ああ、そうかＢ社ではこう

いうことがあったのか」「Ｃ社ではこういうことがあったのか」ということで、未然に、

今度は自分たちのディフェンス網がそれで強固になりますので、このＪ―ＣＳＩＰという

のは、こういうイニシアチブを作ったというのは非常に意味のあることだと思っています。 

○太田委員  全然否定しているわけではなくて、それをもっともっとここで使っていた

だきたい。それも技術的なところよりも、むしろ今理事長がおっしゃったけれども、やは

りちょっとした人間の不注意とか、これはやばいよとか、それとは逆に三菱重工は「もう

１回それを教育しているんですか」といったら、何か「今までどおりです」みたいな……。 

○江口情報処理振興課長  それは恐らく広報が完全に……。尐なくとも我々が聞いてい

る限りでは、彼らも10月以降体制も強化し、昨年度中にやること、今年度やることという

形できちんと対策をとっているという報告を受けています。尐なくとも広報のいっている

話とはちょっとギャップがあるかなという印象はあります。 

○太田委員  でも社長のかわりに広報がやっているわけですから。三菱重工たるものね。

それはやはり大事なところですよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  大事なところです。 

○江口情報処理振興課長  そうだと思います。 

○笹岡ＩＰＡセキュリティセンター長  それから先生からご指摘のあったＭＨＩの件も

含めてＩＰＡとして標的型攻撃メールの分析総括については、この資料の１ページ目の10

月に出した「『標的型攻撃メールの分析』に関するレポート」、これが公表されておりまし

て、この中で具体的に三菱重工も含めて、標的型メールについてはこういう傾向があって、

こういう対策が必要だと。特に出口対策が重要ですよということは情報発信しております。 

○太田委員  是非こういうイニシアチブを作ったのであれば、つまり、つくるのが目的

ではなくて日本全体を守るためのものなので、そこに効果がないと意味がないので期待し
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ております。是非よろしくお願いいたします。 

○藤江ＩＰＡ理事長  はい。 

○宇野委員  済みません。ちょっと違う視点ですが、この１ページに書いてありますと

おり、この国の枠組みですと、内閣官房情報セキュリティセンターというところが全体を

束ねているような形になっているように思われます。 

 経産省の下にはこのＪ―ＣＳＩＰなりＩＰＡがあるのですが、私どもでいいますと、監

督官庁やＦＡＳ（金融庁）もあります。こういう枠組み、スキームみたいなことでいうと、

別に金融機関の中にそういうスキームがあるかというとないわけです。 

 そういう意味でいいますと、この国の中でこういうサイバーアタックみたいなことにつ

いて、情報を共有して何か対策を広めていくみたいなところを省庁横断的に、まさにＩＰ

Ａさんがイニシアチブをとってもらうみたいなことをしていかないと、これは最終的には

極めて具体的なことですから、これを余りばらばらにされると本当によくないことだと思

います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それはもうおっしゃるとおりです。 

○松山分科会長  それはどれくらい前になるかわかりませんが、太田委員が事故調とお

っしゃいましたが、交通の事故調査委員会でしたか。 

○太田委員  航空機事故とかそういったところで。 

○松山分科会長  そういう調査権限をもつぐらいのところへ行って、○×△銀行も含め

て、ＩＰＡをそういうところでやろうという話をして、当時の課長さんには法案に向けて

かなり努力をしていただいたわけです。ただ、政治的な状況もいろいろ含めて、結局国会

には出さないままのところで今とまっていると私は理解しているのですが、そういう理解

でいいですか。 

○江口情報処理振興課長  どこまで権限をもたせるかというのは、独法の見直しとか、

業務の見直しとかいろいろなことをやっている中で、どこまで権限をもたせるかというの

はなかなか難しいところだとは思いますが、今、宇野委員がおっしゃったように、まず今

何をどのような形でやっているかについて、実はもう既に金融系の中で情報共有するよう

な枠組みというのがございます。 

 ただ、その中に、ではＩＰＡの専門家が入ってきちんとやっているかということですが、

今のところ、そのような形ではできていないというのが正しい理解かと思います。 

 いずれにしても、そういう中で経済産業省関連の事業者からの情報についてはＮＩＳＣ



- 33 - 

 

のほうにも提供して、政府全体で共用されるような仕組みができておりますが、そういう

中でＮＩＳＣをある意味結節点として、いろいろな情報交換を行うというのが現在の仕組

みとなっています。 

 そのような中で、今回ＩＰＡがこのような仕組みをつくりましたが、専門家がきちんと

関与して分析をするという防御態勢をつくっていくことについて、これをどのように広げ

ていくかというのはまだ検討している最中でございます。 

 尐なくともこの広げ方については、今年度検討を加えて、できるところから着実に詰め

ていくという形で今進んでいるということをご報告させていただきたいと思います。 

○松山分科会長  それでこれも前からずっと懸案の話を繰り返してやっているだけです

が、そういう意味で中期計画に書いてあることをきちっとやって、こういうのができまし

たよというのはいいのですが、それがどのような意味をもっているかというゴールといい

ますか、ロードマップの話が実はありません。 

 非常に曖昧になっているということが実はありまして、そこらのところでもよくやって

いるのか、全然やっていないのかというのは、実際問題としてかなり意見が分かれるとこ

ろであります。 

 そういうところの見方をどう整理したらいいかということも含めて、先ほどちょっとい

いましたが、次期の中期計画なり統合なりというところでもう一遍ボタンを最初からかけ

直すというか、やはりいうことができないと。多分今のままこれをやっていくというのは

ほとんど意味がないと思っております。 

 というのは、これはＩＰＡがなかったら、「これは大変だ」ということで業界団体で必

ずつくられると思います。そのときに笹岡さんが招聘されて、個別的にヘッドハンティン

グとかをされてやりたいんだということがあっても何もおかしくないわけです。金融関係

でも当然そういうことをやられているはずです。 

 そうすると、実はＩＰＡとしてはほとんど意味もないことをやっているのではないかと

いう議論にもなりかねないわけです。だから、やはりかなり大きな、ＩＰＡが国民に対し

て本当に意味のあるサービスをしているのかということが結構問われてきていると私は思

っています。すべてのサービス業務に関して。というような個人的認識が私としてはあり

ます。 

 特にセキュリティに関しては、国家としてちゃんとした体制をつくるべきだということ

をずっと前から申し上げているわけですが、やはりなかなか皆さん、ほかのいろいろなと
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ころの認識がまだまだ……。とはいいながら、徐々に広がっているのは事実ですが、その

一歩として今回はこういうところのグループでつくられたということになったと理解をし

ております。 

○阿草委員  多分国民目線からみたら「やはりまだ安全ではないよね」としかみえない

ですよね。「善後策はやりました」としかみえずに、ＩＰＡがやったからこれがとまった

のだという説明ではないですから……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  いや、そんなことはないです。 

○阿草委員  でも未然のものを止めようとしたら、ＩＰＡが何をやってきたからこれだ

けできたのだというのが本当の効果のはずですよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それが抑止力になったという、そういうあれにはならないんです。 

○阿草委員  それがみえないとやはり説明がしにくいことは確かで、前からこのセキュ

リティはそうでありまして、今回はこのセキュリティで起こってしまったという、それを

どう対処しましたということはたくさんここに出ているわけですが、国民からは“起こっ

てしまった”ということしかみえていない。それを評価に挙げるというのは結構つらい方

向に……。「今まで何をやっていたんだ」ということしかなくて、「今後はこうします」と

いうのは、国民目線からみるといつも「なかなか大変だね」と、「なかなか進まないね」

としかみえないのがつらいところです。 

 だから、当たり前のように書かれるとやはりつらいことはつらいですよね（笑声）。す

ごくうまくやりましたという報告ではないですから。 

○仲田ＩＰＡ理事  ただ、１点だけご説明しますと、先ほど松山分科会長から「業界団

体でやっただろう」というご発言がありましたが、各社からは「これは多分できない」と

いわれました。なぜかというと、この標的型攻撃はメールで来るので、内容が完全に企業

のあれにくっついて来てしまうわけです。 

 ですから、企業秘密と込みになった情報を集めて分析しないといけないので、業界団体

だと一般的な情報は出せる、売上とかは出せるのですが、そういった個別の事業のやりと

りみたいな中に紛れ込んでウイルスが入ってくるので、それは出せないと。ただし、ＩＰ

Ａのような公的な機関なら出せますと。ＮＤＡをちゃんと結んで他社にその情報が提供さ

れないことが担保されるのなら提供しましょうということで、今回のこのＪ―ＣＳＩＰは

ＩＰＡがハブになるということであれば成立すると。これが業界団体であれば、みんな

「出せません」といっていたわけです。 
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 ですから、そういう意味では、このＩＰＡがあるゆえにこのＪ―ＣＳＩＰというものが

成立するわけですが、ただ、先ほど説明しましたように、ＮＤＡを結ぶのにやはり何ヵ月

もかかってしまうわけです。 

 それはなぜかというと、各社のリーガル部門がそのＮＤＡをやっていて、要するに事業

部門だけではなくて、リーガルもみている。しかも、各社が同じように横並びにならなけ

ればいけないということで、これはものすごく議論を、何回会議をやったでしょうか。 

 要するにトップである社長まで了解をとらなければいけないということで、かなり時間

がかかりました。ただ、今回に関していうと、この９社については各社かなりやばいと。

もう実際起こってしまっているわけですから。そういうことで危機感があるので何とか合

意にいけましたという状況があります。 

 したがって、太田委員からはちょっと遅いといわれるかもしれませんが、先ほどいいま

したように、社長決裁みたいな話だったので、それでもＩＰＡがハブになることで各社の

了解を得られたということです。それで初めてこのＪ―ＣＳＩＰというものが成立したわ

けです。だから、ＩＰＡではないとこれは多分できなかったと思います。 

○太田委員  いわゆる企業としてのこれからのサーバー攻撃に対する防御策とビジネス

パーソンとか企業の組織に対する、それと一般国民、スマホの女性向けのセキュリティ、

それともう１つは警察力を強めるために、県警が独自でサイバーセキュリティの専門家を

どんどん採用していますよね。 

 そういうプロフェッショナルに対する人材教育みたいなのは、23年度は特にやらなかっ

たのですか。これからそういうことも大事かなと思いますが。 

○藤江ＩＰＡ理事長  警察との連携といいますか、ここのところ、警察とやり出したの

ですよね。 

○笹岡ＩＰＡセキュリティセンター長  不正アクセス防止法の関係、これが今年の５月

１日から施行されましたが、その法案作成段階で官民連携ボートというのが作られまして、

そこでいろいろなワーキングができたのですが、そこにＩＰＡが参加しまして、最終的に

省庁の壁を超えて、この不正アクセス防止法というのは警察だけでなくて、経産省、総務

省もありますが、みんなとりまとめてＩＰＡが普及啓発のためのポータルサイトをつくり

ましょうということで、警察と非常にうまく連携してやっているところです。 

○太田委員  連携なさっているかもしれないですが、では具体的に県警がそのサイバー

セキュリティ対策の人を採用する場合、どういうセキュリティスキルが必要なのか。いわ
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ゆる対ビジネスパーソンや普通の国民の人たちではなくて、いわゆる取り締まるほうのセ

キュリティ人材のスキルというのは当然必要になってきますよね。 

 そうすると、ＩＰＡなどがそれの役割を絶対に担うべきだと思うし、重層的な形でセキ

ュリティを日本全体が守っていくべきだと思いますので、そういった意味ではセキュリテ

ィと人材開発をやっている二大看板であれば、そういったところを連携する中で県警が独

自で全く別の試験をやっているわけです。県警などは今年度７人ぐらい採用するといって、

そうしたことでともかく摘発を増やそうとしているわけです。 

 そういった人材育成というのも１つの観点ではないかと僕はすごく思います。つまり、

我々が守り切れないものを今警察国家である程度守ってもらっているというところがある

のであれば、サイバーのところの警察も人材をクリーンアップするということは大事かな

と。その役割はやはりＩＰＡではないかと僕は思います。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、警察で取り締まれるところとサイバー攻

撃、最近は不正アクセスとかフィッシングみたいなもの、こういうもので幾つか不正アク

セスを取り締まりましたみたいな記事が出ていますが、この標的型攻撃みたいなものをど

こまで取り締まれるか。特に海外からということもあるので、なかなか難しいというのが

現状なのではないかというところがあります。 

 とはいいつつも、ではどうやって守るのかという人材育成のところ。警察の取り締まり

の観点からの人材育成ということでは必ずしもないと思いますが、この中の取組では、そ

の人材育成の中でいろいろなスキルの標準を作ったり、そういうようなものを情報処理技

術者試験に関してはしていくとか、そういった取組はこれまでもやってきておりますので、

いずれにしても、そんなことをやってきている中で、今後どういうことをやっていくのが

いいのかというのは尐し検討していかれたほうがいいのではないかと感じます。 

○仲田ＩＰＡ理事  セキュリティ人材については、明示的に今年度から検討を行ってお

ります。先ほど理事長からありましたように、昨年人材本部と技術本部をつくりましたが、

それもシナジーということで、特にセキュリティの人材がこれから必要になるということ

で、これをどう育成していけばいいかについて検討を開始しているところであります。 

 

○太田委員  それから先ほど理事長から示していただいたこの「参考データ」の「第２

期中期計画の達成状況について」というところですが、これは松山先生がおっしゃったよ

うにＡとＢの境目みたいなところがあってやるわけです。 
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 私の認識があれですが、計画を上回る部分でRubyの標準化とか文字情報基盤の整備とい

うのは、もう既に、ずっとキーワードを聞いているのですが、これがどうして計画を上回

る部分なのか。もうちょっと数量的に的確にしていただかないと、キーワードでみるとず

っと聞いているキーワードなので、何が計画を上回っているのかがわからない部分がある

ので、我々の今の議論を含めて評価する場合の判断基準を明確にしていただかなければ…

…。 

 こちらが判断基準ですか。何がどう計画を上回ったのかはこれではわかりません。キー

ワードだけなら昔から聞いているし、Rubyのことは２～３年前からずっとこれをやろうと

いっているわけで、実際23年度に標準化されたのは事実として認めますが、それは１つの、

ある意味では松山先生がおっしゃった一応ロードマップに沿って粛々とやって、そのとき

のＩＰＡの職員の方の努力はあったと思いますが、ただ、これも計画を上回る部分ですか

ということが僕にはちょっと判断できないんですね。 

○松山分科会長  難しいんですね。それはどこでもありまして、産総研かどこかで。何

か地質調査所というのがありましたよね。あそこで何か宝の山を掘り当てたとかいって

「ＡＡ」になっていたりしたわけです。そうしたら、山を掘り当てなかったら「Ｃ」かと

いう話がありまして、いや、そうではなくて探索をしているという業務を行っているとい

うこと、どこまでちゃんと行ったかというのが大切な話で、お宝をみつけたかどうかとい

うことで「ＡＡ」になったり「Ｃ」になったりすることでははいでしょうと。そういう議

論を実はやったことがあるわけです。 

 やはり計画なので、計画のプロセスと実績の問題という話をしないといけないわけです。

今年度やった、やったということで、それが本当に計画されていなかったのかということ

もあるわけです。だから、やはり今おっしゃった点は……。 

○仲田ＩＰＡ理事  それではファクトだけご説明いたしますと、Rubyの標準化について

は標準化を決めたのが３年前です。中期計画のときは影も形もございませんでした。この

Rubyが「Ruby on Rails」という形で国際的に極めて利用者が増えてきたわけです。これ

はこれで日本発の初めてのプログラム言語の標準化ができるのではないかという環境がで

きまして、そのときにだれがこの標準化をやるかということでＩＰＡが標準化団体として

手を挙げて、決めたのが３年前です。 

 それから実はファスト・トラックとしてまずＪＩＳ化してＩＳＯ化するという最短の塀

の上を走っているような感じで、一番のショートでやっておりました。そういう意味では、
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中期計画のときはこれは全くなかったという意味で定量的ではなく、定性的にこれは上回

っているということでございます。 

○阿草委員  でも難しいのは、中期計画にないことをやるのかという話もありますよね。

標準化業務の中でこれが増えたとか、その計画にないことを新しいのが来たからやりまし

たということは、計画以外のことをやったらいけないんですよね。だから、標準化団体と

してのこういう役割を果たすという中で、どういう標準化はちゃんとフォローして、それ

以上にここまでやったといわないと、Rubyというのは１つドンと出てしまうと、技術をや

ることが、そういう技術を最初から狙っていましたとか。日本発の言語を作るんだという

ことが計画にあればちゃんとできたし、標準化もある。 

 だから、尐しできたものをポッと書いてしまうと……。難しいですよね。例えば文字情

報基盤もここにポンと書かれると難しくて、やはりその電子政府をつくるんだと、それを

担うんだといったら、そこの中の１つにここもできたと。そこまではやっていなかった、

考えていなかったというのでしたらいいですが、そのラインに乗っているのが見えにくい

から多分……。 

○仲田ＩＰＡ理事  わかりました。 

○阿草委員  多分そういうことをいわれているんでしょうね。だから、急にRubyは。今

の話は松山先生がいわれるのと同じで、何かポコッと日本の中でいいのができたら、「そ

れはＩＰＡの仕事でした」といえばいいのかというのとはちょっと違うような気がします。

やはり標準化ラインの中に何があったかをいって……。 

○仲田ＩＰＡ理事  おっしゃるとおりです。基本的にはこのＩＰＡのミッションはいか

に安心・安全にＩＴを使える社会にするかということで、その中に標準化の推進とかがあ

りますので、その中の１つとして……。ただ、環境変化にあって実際のミッションを決め

てきているものだと思います。 

 この書き方だとちょっと唐突なようにみえるというのはおっしゃるとおりかと思います。

ちょっとそこは考えさせていただきたいと思います。 

○太田委員  だから、それぞれで定量的になるのか、それを書いていただかないと判断

がなかなか難しいですよね。キーワードをパッパッと並べられても。 

 それからここはちょっと皆さんと意見が違うのですが、やはりこの民間ではできない中

長期的な底流のところ、プラットフォームのところをやるという役割と、やはりこんな激

しい世の中だから、今いわれているように急遽国際標準にしようということですが、僕は
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やはり両面あると思っています。 

 それはなかなか通則法で、僕は法律のことはよくわからないけれども、ＩＰＡの資本で

やるものではないということなのかもしれませんが、やはり３・11が起こり、三菱重工が

起こりということで、それには政府も対応するわけです。それに即応するためには即応体

制もとらなければいけないですよね。それでその体制づくりをやっていると思うのですが、

だから、これは両面あるのではいかと思います。 

○松山分科会長  それで先ほどのセキュリティ関係のところでもおっしゃったのですが、

公的な組織でなければならないことをやっているのだというのが重要なわけです。でもそ

こが実は余り見えないんです。だから、前から申し上げているように業界団体でできるで

はないかといわれたとたんにボロボロボロっと落ちて、だから、Rubyは申しわけないけれ

ども、何でRubyにＩＰＡが手を挙げない……。例えばＩＰＡが手を挙げなければどうなっ

ていたのですかという話です。だれもやらないんですかということです。支援したという

ことですが。 

 そういう意味でなぜＩＰＡが公的な税金を使ってそれをやる必要性があるのかというこ

とです。そうすると、やはり一般人からみると、そんなのは別にプログラム言語でJavaは

Ｓｕｎがやっているわけだし、そこまで知らないかもしれませんが、みんなソフトウェア

企業さんがやっているのだから、何もおれらの税金を使ってそんなのをやったというのが

……。お手伝いしましたというのはいいかもしれないけれども、それが成果かといわれた

ら何も反論もできないわけです。だから、やはりそこのところは……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  でも先生、それをいったらすべてですよ。 

○松山分科会長  そうですよ。 

○藤江ＩＰＡ理事長  先生の物差しからいったら、ＩＰＡの事業はすべてみんなそうい

うお話になりますよ。 

○松山分科会長  おっしゃるとおり。そうです。だから……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ということは、そういう独法は……。 

○松山分科会長  要らない。 

○藤江ＩＰＡ理事長  要らないということですよね。そういう話ですよね。 

○松山分科会長  そうですよね。だから、その「要らない」という話は、課長さんなど

はずっと知っていますが、もう事あるたびにＩＰＡは民間にやってもらったらいいではな

いかという話は必ず出てくるわけです。それは当然の意見としてあるんですよ、まず前提
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に。 

 そこでやはり評価として「いや、そうではないですよ」と、こういうことは公的に重要

で、それを計画立てて、こうやって成果が出ましたよという形でやるべきだということは

ずっと申し上げております。 

 ですから、これは前も申し上げましたように、今回の独法のあれではないですが、ＩＰ

Ａがまさしくどうしましょうとまな板の上に乗ったときに、私のところに「先生、もうこ

れは協議会に落としてもいいですか。いいですよね」と霞ヶ関からお電話がかかってくる

わけです。 

 それはここでも何回もいいましたが、やはりそういうトーンが、申しわけないですが、

「ないね」としかいいようがないわけです。ざっくりいって仕方がない。だから、本当に

なぜ公的な活動としてこれが必要なのか。そこの説明責任がやはり求められているわけで

す。というところで、やはりもう尐し丁寧な説明が要るかと思います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  でも逃げるわけではありませんが、そういうことの説明を求めら

れた場合、我々ＩＰＡというのは実施機関であり、我々は尐なくとも政策を実施するとこ

ろであって、それは政策サイドで考えてくれなければ、はっきりいって我々はどこへどう

行って、どうツケを回してやったらいいんですかという話になりますよ。 

 それをＩＰＡに考えろといわれても、我々ももちろん考えていますよ。だって、自分た

ちがやっている仕事が何の存在感もない仕事だなんて、いい大人がやっていられないです

よ。だから、それはちゃんとやるけれども、本来的にいえば、そこというのはきちっと政

策論議がされた上でそういう話が出てこなければおかしいではないですか。 

 だから、それをもってＩＰＡが、ＩＰＡがといわれても……。ＩＰＡもそうはいっても

皆さん考えておられますよ。だけど、それが納得できないか。要するに我々というのは実

行部隊なんですよ。実施部隊です。ですから、こういうことをやってください、こういう

ふうにやってくださいということですよね。私はそう思ってＩＰＡの理事長をやっている

つもりです。 

○松山分科会長  でもそれでは何の進展も起こりませんよということですよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  そのとおりですよ。おっしゃるとおり。 

○松山分科会長  そうですよね。そうしたら評価などはあり得ないですよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それは一方的なこともあるでしょう。 

○松山分科会長  だから、前から申し上げているように、よくやりましたという評価は
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あり得ないんです。だから、計画どおり実行しました。我々実行部隊ですから、何のアイ

デアも出しませんし、何の提案もしませんと。 

○藤江ＩＰＡ理事長  いや、アイデアを出さないとかという話になってくると、また一

言も二言も申し上げたいことがあります（笑声）。 

○松山分科会長  あるでしょう（笑声）。だから、実行部隊だけではないじゃないです

か。だから、考えて……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  だから、これは僕と先生がけんけんがくがくやるお話ではないと

思っています。これはしっかりとした政策ポリシーがあって、政策ポリシーの中でこうい

う機関、こういう機関にはこういうことをやってもらいますというのが国の仕事の進め方

だと思います。だから、僕にいわせるとそこがはっきりしていないということですよ。 

○松山分科会長  だから、そこを現場の方々から、セキュリティの話もそうですが、事

故調の話もずっといってきているわけです。もちろんそれが政策的に実現するにはなかな

か大変な話にかかわるのだけれども、だけど、そういうことに向けて、やはり当事者のＩ

ＰＡさんには、もっともっとアクティビティを高めていただきたいなというのが私の気持

ちなんです。 

○江口情報処理振興課長  松山先生もそうですし、理事長のほうも恐らく向いている方

向は変わらないと思うのですが、いずれにしても、ＩＰＡが何をやるべきか、もしくは新

法人が何をやるべきかということにつながってくるのかもしれませんが、そこは中期目標

ということで、国としてこういうことをやってくれということをまず明示的に示すという

のが第一になってきますし、これまでもそのような形でやってきております。 

 そういう評価をする中で、国としてやるべき事業ですということでやっているという説

明はもう尐ししていくというのは、もうちょっと工夫をすることによって、今も「何で業

界団体ではできないんだ」という説明がある中できちんと説明をさせていただいている部

分もありますので、そういうことも含めて評価をきちんとしていくという……。 

○松山分科会長  だけど、江口さんは知らないけれども、今の中期計画の全文を読んで

くださいといっているわけです。もうそんなことは書いてあるんですよ。 

○江口情報処理振興課長  もちろんそうかとは思います。 

○松山分科会長  それで依然として、やはりＩＰＡさんには申しわけないけれども、バ

ックグラウンドから強く言わせていただくと、その業界団体連合会的なクラウド何とかと

いう話をやってきて、事業取り潰しになっているわけです。そうですよね。 
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 だから、“今期の中期目標の趣旨を全然理解せずに智恵を出しているとは思えないでは

ないか”という行動をされているわけです。それがやはり仕分け委員会の目にとまって

「この事業は廃止」ということをやられているわけです。 

 だから、この中期計画の中で起こっていることを冷静にもう尐しとらえてみてください

よということです。私は何もＩＰＡを貶めようとしていっているわけではなくて、頑張っ

ていただく方向が違うではないですかといっているわけです。 

 だから、そこのところを僕はずっと繰り返しいって、今期の中期目標の期間に入る前の

段階から今の議論は散々やってきているので、前文のところは当時の課長さんも含めてし

っかり書かせていただきましたと。ただ、業務計画のほうに関してはいきなり方向転換を

するわけではないので、現在の情報処理技術者試験もありますし、ＳＥＣもあるという状

況の中で、徐々にそういうところへもっていくような形で計画は立ててくださいねという

ことで来ているのが現在の中期目標、中期計画書なわけです。 

 だから、私は突然こんな話をいっているつもりではありません。それではなぜこのよう

な話になるかというと、やはりそこの評価の受け方に関して、太田さんも今１ついわれま

したが、やはり“ちょっとずれているよな”ということを申しわけないですが、思ってし

まうということですので……。済みません、これをやっていたらエンドレスになるので、

こんな話を割とずっとやってきているものですから。 

○宇野委員  済みません。そういう門外漢という観点で随分話題がずれますが、先ほど

個別意見とかがありましたが、ここで何か指摘されたことについて、今回は答えないでも

いいというスキームなのですか。それとも何か答えているのですか。それが１つです。 

 それから業務運営の効率化についていうと、ずっと余り芳しくない評価だったというこ

とになっていますが、何が問題で「Ｂ」になって、何を改善すれば「Ａ」になるというこ

とはあるのですか。 

○松山分科会長  だから、芳しくないんです。普通にやられているから「Ｂ」なんです。 

○阿草委員  芳しくないことはありません。着々とされてはいるわけです。 

○太田委員  おおむね達成しているというのが「Ｂ」なんです。 

○松山分科会長  芳しくないことはないですよ。計画どおりきちっとやられている。 

○宇野委員  そうなんですか。それではどこをどうすればいいという何か個別の問題が

あるというわけではなくて、全体としてというそれだけの話なんですか。 

○松山分科会長  いや、そうではなくて計画どおりちゃんと可もなく不可もなくやられ
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ているので「Ｂ」ですよというスタンダードというのは最初に申し上げたとおりです。 

○阿草委員  他の独法がそのような評価方法ではないような評価をされている可能性が

あるので、相対としてみたときに低くみえるだけなんです。 

○太田委員  そうなんです。ここはもうきちっと評価基準に対して読み込んで、おおむ

ね計画どおりであるというのが「Ｂ」なんです。それを厳格に守って評価してきているわ

けです。 

○宇野委員  済みません。それではちょっと質問を変えます。それでは平成22年が

「Ｂ」から「Ａ」に変わったというのは何ですか。 

○阿草委員  これは何か整理したのではなかったでしたかね。いろいろな仕事をバッと

減らしてということではなかったでしたか。 

○松山分科会長  申しわけないです。具体的なことはちょっと今覚えていません。 

○阿草委員  債務保証とかああいうのは全部やめたからではなかったでしたかね。 

○松山分科会長  それで業務運営のところで「Ａ」をつけるというのはなかなか難しい

です。ただ、よくやっておられるのは事実なので、今回もそうなると思いますが、そこで

いつも議論になるのは「Ａ」か「Ｂ」といわれた場合に「Ａ」「Ｂ」みたいな形になって

いるというのは事実で、特にやはり何か具体的な数値的、あるいは質的に根本的に変わっ

たような項目が見受けられれば「Ａ」という話もありますが、そうではなくて、普通に数

値がちゃんと出ていますよということであれば「Ｂ」という形でやってきたことになって

いると思います。 

 ただ、これは先生方にもいろいろみていただく資料の見方とか、その評価のときの議論

のあり方といったところで尐しぶれるということもあるかと思います。ただ、通年こうや

ってみていただくと、結構この分科会というのは、「Ｂ」がスタンダードということでち

ゃんとやっていますよという説明をさせていただくということになっていて、それで厳し

いでしょうといわれているのも正しいわけです。おっしゃるとおりだと思います。間違っ

ているわけではありません。正しいです。 

○宇野委員  済みません。先ほどのセキュリティのところのお話で業界で何かできるだ

ろうと思われるかもしれませんが、各法人にとってみると自分たちのやっていることがそ

もそもどの程度だということ自体がよくわからないですね。そういう意識がないところは、

そういうことさえ全く考えもしません。 

 それではしょうがないから個別にいろいろな会社さん、そういうセキュリティ会社さん
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などに聞いたりするわけです。そうすると、それが本当に目線が合っているのかどうか。

他社と比べて過小なのか過大なのか全く判断のしようがありません。夜警国家みたいなも

ともとの観点からいえば、やはりセキュリティぐらいは公的なところでやっていただかな

いと、民間企業の間だけで情報共有をするのは非常に難しいわけです。 

○松山分科会長  わかります。そういうところで、先ほどの繰り返しになって申しわけ

ないですが、事故調的なもの、ＩＴセキュリティ事故調みたいなものを――太田さんがい

ってくださった「ＩＰＡを強面に」というのは、やはり立入権限をもって情報開示をある

程度強制的に求められるということになれば、かなりそのようなプロモーションができる

わけです。 

 当然ＮＤＡなどを結んでいただいてという話は前からいっているので、そちらの方向に

向けては今回一歩進んでいると私は思っておりますので、そういう意味ではよりそういう

方向も含めて努力を続けてくださいという話だと思うのですが。 

○太田委員  最後に要望ですが、契約の随意契約が尐ないのでトータルとして……。去

年もお願いしたのですが、いわゆる外注先一覧を各委員に渡していただいて……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  随意契約のですか。 

○太田委員  随意契約ではなくて入札でも。 

○藤江ＩＰＡ理事長  契約行為のすべてということですね。 

○太田委員  ええ、いわゆるどこかシンクタンクにこんなものを頼んでいるとかいろい

ろありましたよね。それが結構細部にわたるものですから、去年は私だけだったのですが、

各委員の方に配っていただきたいと思います。それが判断材料になると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○藤江ＩＰＡ理事長  わかりました。 

○松山分科会長  ありがとうございます。済みません。いつものことですが、議論をや

り出すととまらないので、ちょっと30分ぐらい超えてしまって申しわけございませんでし

た。 

 それでは本日ご議論いただいた点、あるいはいただけなかった点が多々あるかと思いま

す。この資料をまた先生方にみていただくとともに財務状況等ご説明の機会が個別にござ

いますので、そのときにまたご議論をしていただければと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 最後に事務局から何かございましたら、お願いいたします。 
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○田辺情報処理振興課課長補佐  それではちょっと簡単にご連絡させていただきます。

冒頭にご説明しましたとおり、現在独立行政法人の新しい組織体系についての通則法とい

うものが審議待ちになっていて、これがまだ審議されるかどうかというところでございま

す。国会は延長されましたが、その後どうなのかというのがまだわからない状況でござい

ます。 

 ですので、先ほどご説明しましたが、それによって中期目標期間が延びる、あるいは新

しい中期計画を立てるというところは正直どちらになるかわからないということですが、

現行制度上では今年で中期目標期間が終わりますので、現行制度の仕組みに従いまして、

こちらは通常のこれまでの中期目標の改定とは若干事情が異なりますので、暫定版のＩＰ

Ａの見直し案というものをこちらのほうでご用意させていただきまして、次回の分科会ま

でに皆様にご送付させていただきたいと考えておりますので、次回７月13日の分科会の際

にご意見をちょうだいしたいと思っております。 

 その他の連絡事項といたしましては、既にご都合はいろいろ伺わせていただいておりま

して、個別にご訪問させていただきたいと思っております。既に設定等がなされておりま

すが、その日程で不都合等がございましたら、情振課までご連絡をいただければ幸いでご

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した。それではまた次回よろしくお願いしたいと

思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


