
独立行政法人評価委員会情報処理推進機構分科会（第２７回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２４年７月１３日（金） １０：００～１２：００ 

２．場 所： 経済産業省 別館８階 ８２１会議室 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、太田委員、徳田委員、宇野委員、経沢委員 

４．議 題： （１）平成２３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２３年度の業務実績評価について 

（４）独立行政法人情報処理推進機構の組織・業務全般の見直しについて 

 

○松山分科会長  尐しおくれましたが、申しわけございませんでした。定刻を尐し過ぎ

ておりますけれども、これより独立行政法人評価委員会、第27回になりますけれども、情

報処理推進機構分科会を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、お手元１枚目にございますけれども、議事次第に従いまして、平成23年度の財

務内容に関する事項に続きまして監事監査報告、次に23年度の業務実績評価、最後に独立

行政法人情報処理推進機構の組織・業務全般の見直し（案）についてご審議をいただくと

いうスケジュールになっています。それだけのことを２時間でやるのは至難のわざだと思

っておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 資料確認というのもあると思いますが、もし途中で何か欠けていることがありましたら

ご指摘いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、早速でございますが、議題 (1)の「平成23年度の財務内容について」という

ことでご説明をいただきたいと思います。 

 財務内容につきましては、独立行政法人の財務諸表等につきましては、通則法第38条の

規定に基づきまして、毎事業年度、主務大臣の承認を受けることになっておりまして、主

務大臣の承認の前にあらかじめ評価委員会の意見を聞くこととなっております。 

 これにつきましては、前回の本分科会以降、経済産業省とＩＰＡが各委員のところを個

別訪問させていただきまして、説明をしておりますが、改めてこの場で正式にお諮りする

ということでございます。そういう経緯もございますので、基本的には内容、あるいは議

論についてはしていただいているということでございますので、ご説明のほうはできるだ



け要点を簡潔にお願いしたいと思っております。できましたら、当方のスケジュールのマ

ネージメントからいきますと、10分間で全体をということですので、要点を簡潔に、財務

部長の小林さんからお願いしたいと思います。 

 では、よろしくお願いします。 

○小林ＩＰＡ財務部長  それでは、ご説明をさせていただきたいと思います。資料１に

基づきまして説明をさせていただきます。これは一応評価項目に沿った順番になっており

ます。 

 １ページ目をごらんください。右側の表のほうで説明させていただきます。 

 最初に「自己収入拡大への取り組み」という項目ですが、昨年度に比べて、自己収入総

体で４億円ほど減っております。一番の原因は、情報処理技術者試験の受験者が４万 7,0

00人ほど減尐いたしまして、２億 2,000万円ほど減っております。財務収益が、昨年度、

信用保証の基金であった100億円を返しました結果、こちらも 8,000万円ほど減っており

ます。この２つが主要因となっております。 

 ただし、「自己収入拡大への取り組み」の項目の中で、ＳＥＣのセミナー、これは単価

が 1,000円から 3,000円と安いので微々たる増加ですけれども、非常に好評を博しており

まして、 300万円ほど増加しております。 

 次に「決算情報・セグメント情報の公表の充実等」というところですが、ＩＰＡは法律

で４つの勘定に分けられております。さらに独自に、その中の一般勘定という運営費交付

金を投入している勘定を、右の真ん中の表ですが、プログラム開発普及業務経理から事業

運営業務経理まで４つに分けて公表しております。 

 一般勘定のこの４つの経理は、一番左のプログラム開発普及業務はＳＥＣ、セキュリテ

ィ、人材育成というＩＰＡの本務の勘定でございます。２番目が、コモンクライテリアの

評価・認証。３番目が信用保証業務、こちらはもう事業をやっておりませんので、保証債

務の管理義務のみを行っております。事業運営系業務が、一般管理費的なことをつかさど

っております。この４つについては、交付金で費用を賄いますので、財務収益、雑収入等

々で、事業損益――企業でいうところの経常損益ですが、こちらは全部黒字になっており

ます。 

 右の３つがそれぞれ特別の勘定になっておりまして、情報処理技術者試験、戦略ソフト

ウェア開発、地域出資。情報処理技術者試験は、情報処理技術者試験手数料収入のみで賄

っておりまして、国費は入っておりません。こちらは、自己収入が若干減りましたので、



残念ながら今期は経常損益が赤になっております。戦略ソフトウェアは、平成17年で事業

が終了しておりまして、こちらも残っている資産の管理のみです。次の地域事業出資勘定

は、14の地域ソフトウェアセンターの株式の管理。こちらも事業は特に行っておりません

で、費用として立っているのは株式の評価損益です。こちらも今年度は 560万ほどの赤に

なっております。 

 総体としては、３億 3,600万円の黒字となっております。 

 次に、「人事に関する計画」です。こちらは総務、財務、戦略企画、役員の人件費が上

の事業費用の74億円のうちどのくらいを占めているかということでして、金額的には人件

費は５億 6,200万円ほどかかっておりまして、本年度は 7.5％。こちらも、極端な増減は

なく推移しております。 

 次に、２ページ目ですが、こちらも右の表をみていただきます。地域ソフトウェアセン

ターの財務状況。こちらはＩＰＡの財務状況ではなくて、14の地域ソフトウェアセンター

の財務状況となっております。 

 一番右が平成23年度の結果ですけれども、14のソフトウェアセンター全体では、当期利

益 7,500万円を上げております。ただ、こちらが 7,500万円も利益が上がっているのに、

ＩＰＡの勘定になると損になっているのは、独法会計基準で、各ソフトウェアセンターの

株式評価に当たって、ＩＰＡはそれぞれ４億円出資しているのですが、評価が４億円以上

になると、貸借対照表標準額は４億円でとめなさいということになっておりまして、あお

もりとか岩手とか、結構業績のいい会社の損益を反映することができずにＩＰＡの勘定で

は赤になっておりますが、ソフトウェアセンター全体では黒字の決算になっております。 

 次に、債務保証の関係です。「残余の保証債務の管理を徹底」ということで、こちらも

新規保証はもう行っておりませんので、だんだん残高が減っていくのみであります。平成

23年度の期末保証残高は、17社・19件で３億 900万円となっております。ただし、この19

件のうちの17件が、リスケとか事故が起こっているところでして、ちょっと管理が長引き

そうな状況になっております。 

 ３ページ目に行きます。こちらはＩＰＡの「欠損金、剰余金の適正化」ということであ

ります。こちらも右側の表をごらんください。平成23年度の損益は、先ほどは経常損益だ

ったのですけれども、こちらは臨時損失とか臨時利益を加減した最終的な損益になってお

ります。 

 交付金を投入している一般勘定は３億 7,100万円の黒字です。試験勘定は 3,700万円の



マイナス。事業化勘定は損益はゼロです。出資の関係は△で 3,700万円。これは通常の株

式評価に加えて、埼玉県を解散して、昨年、その解散の結果、建物とかがなかなか処分で

きずに破産に移行しております。それで、残っていました 3,000万円の評価額をすべて落

とした結果、 3,700万円の赤となっております。都合、ＩＰＡ全体では２億 9,700万円の

利益が出ていますが、地域事業とか事業化勘定という、独法になる前から行っていた事業

ですが、それぞれが過去から負債を引きずっておりまして、これがなかなか解消できない

ために、繰越欠損金としては今期も７億 9,800万円が残っております。ただ、主要事業で

ある一般勘定と試験勘定では、利益の剰余金がそれぞれ14億円、４億円と残っております。 

 最後になりますが、「リスク管理債権の適正化」。こちらも右側をごらんいただくと、全

体として、プログラム譲渡債権、これは過去にＩＰＡが開発費を援助して、その一定割合

を返してもらうという契約で開発費を援助した事業の債権です。独法になるときには87億

円ありました。現在、23年度末で４億 6,500万円残っております。83億円ぐらいを回収し

ています。 

 下の表をみていただくと、これは昨年度の回収状況になります。プログラム譲渡債権は

 900万円ぐらいしか回収できておりませんで、これも債務保証の状況と同じでして、現在

残っている債権が事故債権とかが多くて、回収が非常に困難になりつつあります。これは

費用もかかっておりますので、今後、償却を進めていく、それから債権放棄をどうやって

やっていくかというところが課題になっているところであります。 

 ちょっと早足で申しわけありませんが、以上で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す。 

 今、ご説明していただいたのですが、先生方のところに行っています評価書の財務関係

の最後の２項のところで、共済年金等々積み立てとかいう評価項目が今年、突然入ってき

ていまして、きょうご説明いただいた財務内容のところでもないのですが、それらについ

ては、何か資料とか説明とかいうのはどう考えたらいいのですか。 

○小林ＩＰＡ財務部長  我々は共済とかには入っていませんで、情報処理産業全体でつ

くっております全国情報処理厚生年金基金というのがありまして、プロパー職員はそこに

入っております。そこはまだ、情報処理産業全体が平均年齢が低いので、かなり健全な運

営になっております。 

○松山分科会長  あんなのが突然来たのは、ＡＩＪか何か……。 

○小林ＩＰＡ財務部長  あれは関係ありません。 



○松山分科会長  いやいや、なぜああいうのが評価のところに突然……去年まではなか

ったですね。資料もなかったので、我々自身としてはちょっと戸惑って、どうなっている

んだと思っていたのです。 

○小林ＩＰＡ財務部長  その情報処理産業の基金は非常に健全なので、我々のプロパー

の年金は……。 

○太田委員  今後のためにも、そういう評価項目が明示されたら、それに対するものを

最初から資料として出していただかないと困るんです。それで僕は一通りＩＰＡにいただ

いたのですけれども、先生おっしゃるように、戸惑いますよね。それはきちっと対応しな

いと、きちっとした評価はできないです。 

○松山分科会長  そこらは、経産省のほうから評価報告書のたたき台みたいなものが先

生方のところに行っている、そこにはちょっと書いていただいていたんです。だけど、根

拠資料が全然出てきてなくてということがあるのですが、その辺はＩＰＡさん自身として

は把握されてないのかな。 

○藤江ＩＰＡ理事長  いや、把握する把握しないも、我々の入っている年金は、そもそ

もそういう年金じゃないんです。要するに、厚生年金、普通の民間の会社が入る年金と同

じ年金に入っているのです。ただ、こういう項目があったことに対しては対象外なのです。

では「対象外」というようにそこへ記述するべきなのかどうかという問題は、太田先生が

おっしゃるように……。 

○松山分科会長  いやいや、我々に対しては今おっしゃったような状態の説明すらない

んですよ。何の資料もいただいてない。 

○太田委員  判断材料がないわけです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それはＩＰＡがやることなの？ 

○小林ＩＰＡ財務部長  済みません、財務諸表がお手元にございますが、そこの７ペー

ジをみていただくと、私が今いいました厚生年金基金の積み立て状況が数字としてあらわ

されております。ＩＰＡは、厚生年金と、ここの厚生年金基金とに加入しておりまして、

対象はプロパー職員のみであります。 

○藤江ＩＰＡ理事長  プロパー以外の出向の方は、もちろんもともとのにお入りになっ

ていますから。 

○徳田委員  従来は別のレポートをつくられていたんじゃないですか。私、ネット上で

検索したら、別の表、こちらの経産省に出しているのではなくて、総務省あたりに出して



いるＰＤＦファイルをちょっとみたのですけれども。 

○小林ＩＰＡ財務部長  人件費の関係は出しております。 

○松山分科会長  ほかに、委員の先生方、何かあれば……。 

 これ、累損が、まだちょっと、数億でしたか、残ってますよね。３ページのところ、８

億弱ですけれども、これのもとはどこの勘定で残っているやつでしたか。 

○小林ＩＰＡ財務部長  一番は地域のソフトウェアセンターの株式評価です。 

○松山分科会長  累損として出てくると。 

○小林ＩＰＡ財務部長  はい。それで、一番大きいのが、解散した５センターについて、

出資金が20億円あったのですが、国にそのうち解散分配金で戻ってきた11億を返しました。

その際に、20億全部減資できるものと我々は考えていたのですが、財務省が、その11億だ

け減資しなさいと。残りの９億は、我々はまだ返してもらうつもりなので、ＩＰＡの出資

金として残しておけというご指示がありまして。 

○松山分科会長  我々というのは？ 

○小林ＩＰＡ財務部長  財務省の理財局の財政投融資というところの……。 

○松山分科会長  彼らはそこで赤は出したくないと。まだ債権としてもっているんだ。

ＩＰＡが返す義務を負っているんだということで、累損としてもっておきなさいと。 

○小林ＩＰＡ財務部長  その９億がなければ、これはもう消えているものです。 

○松山分科会長  そうなんですか。そこはそうなっているわけ。新しい先生方はご存じ

かどうか、その表の左をみていただくと、承継時というのは何と 408億円累損があったの

でね。これは法律に基づいた過去の勘定の整理の問題が残っていてということがございま

して、それは法律改正していただいてというので、ずっとなくして、年度がずれています

が、基本的には健全経営になっていたと思うんだけれども、地域ソフトウェアセンターの

それが残っているんですか。わかりました。 

 財務的には、みていただくと、今のように、こんな大きな累損があったのかと思われる

かもしれませんが、経理上の話と実態とがずれているところがあって、それを精算してき

た。まだ、今みたいな形で、企業経営的には精算しているんだけれども、お国に対しては、

我々が損を出したというのをもっておきなさいみたいな形の行政指導になっているような

ところが７億 9,800万ということの実態であると。そういう意味では、全体としてＩＰＡ

が何か欠損を起こすようなことをしているわけではないということはご理解くださいと。 

 ほかはよろしゅうございますでしょうか。――ありがとうございました。 



 それでは、続きまして、議題 (2)でございますけれども、監事の報告に移らせていただ

きます。これは、経済産業省所管の独立行政法人の業務実績評価の基本方針、いわゆる親

委員会というのがございますけれども、そこ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

の下村監事から監査の報告をいただきたいと思っております。これにつきましても、先ほ

どと同じように、要点をシャープにお話しいただければと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

○下村ＩＰＡ監事  常勤監事をしております下村です。 

 それでは、資料３をごらんください。独法通則法の定めに基づいた23年度のＩＰＡの監

事監査結果として報告します。 

 資料は、目次のとおりでありまして、大きく、総括の部分と個別事項という形に分かれ

ておりますが、時間が相当限られておりますので、総括の部分を中心にお話しします。 

 それから、お手元の資料の一番下に「参考データ」という資料がついております。新し

くなっておりますので、これも参考にしながら説明いたします。多尐、割愛するところが

あろうかと思いますが、ご容赦願います。 

 １ページ目、１項は財務状況と会計処理についてでございます。 (1)は、ＩＰＡの中間

仮決算制度等の仕組みが適切に機能しているということを確認したということでございま

す。 

  (2)は、外部の会計監査人はあずさが行っております。これも契約に従って適切に監査

しておりまして、23年度の監査結果は無限定適正意見ということになっております。 

  (3)は、監事におきましても、財務部ヒアリング、財務諸表チェック、契約支出監視、

期末の現金実査まで行いまして、財務・会計処理上の問題はございません。 

 ２項は、人件費でございます。先ほども財務のほうから説明がございましたけれども、

機構の役職員の給与は常に国家公務員との比較がなされております。昨年度は、人事院勧

告0.23％の低減、それに加えまして、ご承知のとおり、臨時特例による大幅 7.8％の低減

が決定されております。ＩＰＡもこれに準じまして、昨年度中に速やかに報酬規程の改正

等を検討されております。役員につきましてはこの４月から、職員はこの５月から、大幅

低減を実施しております。 

 国家公務員との比較はラスパイレス指数という形で比較されておりますけれども、こち

らの「参考データ」の２枚目にグラフが出ております。ごらんのとおり、経産省の11独法



の中で下から２番目という非常に低い状況で推移しております。個人的には大変残念では

ありますが……。 

 ３項は、契約の適正化ということで、すべての独法が、契約形態で競争性のある契約形

態への移行ということで、特に随意契約の数を減らす、それから一者応札・応募を減らす

ということが課題になっております。 

 これも「参考データ」の３枚目の右側をみていただければ、このグラフで、随意契約は

限界に近いところまで減らしてきているということがおわかりいただけると思います。今、

随意契約は総額で４億 8,000万ありますけれども、そのうちの４億 3,000万、約90％は、

入っております建屋のフロア代、あるいは保守費用といったものでございます。 

 それから、一者応札・応募につきましては、これが生じましたときは、ＩＰＡでは必ず

事後調査を行っております。業者のヒアリングを行いまして、どういうところが原因だっ

たかというところを確認しまして、次の入札に役立てているということでございます。し

たがいまして、問題はないと思っております。 

 ２ページ目に行きまして、 (2)、 (3)は省かせていただきます。 

 ４項としまして、内部統制であります。機構の仕組み、毎週の理事会、予算モニタリン

グ、月次の広報会議を定例開催しまして、十分な審議と理事長のリーダーシップのもと合

理的な意思決定を行ったと思っておりますし、理事及び幹部職員も必要なサポートはされ

ております。監事も理事会にほぼ毎回出席しまして、必要な意見表明を行いました。統制

は有効に機能していると思っております。 

  (2)は内部監査です。監査室がしっかり監査していると思います。特に監査結果の問題

は出ておりません。 

 ４．２項は、ミッションの周知徹底でございます。幹部連絡会、あるいは全体朝礼、部

長連絡会等々で職員への周知がなされております。昨年11月に監査室が理事長指示事項等

こういった会議の内容について各部門にどのように伝わっているかということを調査いた

しました。これにつきましても結果は特に問題はございませんでした。 

 ３ページにまいりまして、組織全体で取り組むべきリスクの把握・対応ということで挙

げております。 

  (1)は広報強化。これは前回の分科会でも説明があったと思いますけれども、理事長方

針で広報活動重視という形になっておりまして、このための理事長主催の広報会議で審議

している。昨年度も、一層の広報会議の充実が図られて、実行に移されております。具体



的には YouTube、トレインチャンネル、 Twitterの活用ということでございまして、特に

一般市民にわかりやすい表現とするよう注力してきたと思っております。 

  (2)は、職員のモチベーション向上でございます。これも前回説明があったかと思いま

すが、昨年度はIPAismという機構の理念、ビジョン、ミッション、行動指針、行動規範を

明文化いたしました。民間の大企業では当然のごとく行われておりますが、この規模の独

法で行われている例はまれなのではないかと思っております。特に若手職員がボトムアッ

プで作成したということでございまして、モチベーション上、大変よかったなと思ってお

ります。 

  (3)は組織見直しということでございますが、昨年７月で、技術本部とＩＴ人材本部か

らなる２本部制ということで新組織になりました。機構事業の４本柱がございますが、昨

今は特に事業横断的な対応が求められております。例えば、情報セキュリティ人材の育成

とかグローバルな対応といった面でございます。新しい組織体制及び理事長、理事等の指

導のもと、部門が相互連携したシナジー効果の発揮、こういった取り組みが活発化してき

たと感じております。 

 ４．４項は、 (1)として内部統制の現状把握でございます。従来から機構職員は大変ま

じめに業務に取り組むといった組織風土が定着しております。規程の整備、業務マニュア

ルの整備、職員への定期的な教育、そういったことも問題なく行われておりますので、不

正等が生じるリスクは低いと考えております。外部の会計監査人からも、報告すべき内部

統制にかかわる重大な問題はないという報告を受けております。 

 (2)は、ちょっと細かいので、省かせていただきます。 

 次に、４ページでございます。５項として、独法の事務・事業の見直しの基本方針とい

うことでございまして、これについては、平成23年度に実施した事業を (1)から (5)まで

記載しております。これまでの資料等で十分説明してきましたので、詳しくは省略いたし

ますけれども、 (1)の40億円の国庫納付等、あるいは (2)の地方支部の全廃、こういった

ことに関しましてもしっかりやってきていると考えております。 

 最後に、６項は、新しく出てきた内容で、公益法人等に対する会費の見直しということ

でございます。これは、経緯は、文部科学省のある独法だったと思いますけれども、公益

法人等の会費を年間 8,600万円ほど支払っていたということがございまして、これが問題

視されまして、全独法で必要最低限に絞り込んで、それについて監事が精査して公表しな

さいという趣旨でございます。 



 実際、実施は24年度からなので、尐しフライングではございますけれども、報告書の18

ページをごらんください。18ページの下の表に、３月時点でＩＰＡが払っている法人は７

法人ございます。それの会費の総額も約64万円と、支出総額もほかと比べても大変尐ない

と思いますし、必要性もはっきりしておりますので、これについても特に問題ないと考え

ております。 

 以上ですが、監査上、問題は特段ございません。 

 最後に、つけ加えまして、常勤監事の立場で中からみているわけでございますけれども、

理事長のリーダーシップのもと、ＩＰＡの知名度が最近格段に上がってきたなと感じてお

ります。また、機構は 170人くらいの常勤職員がやっているわけでございますけれども、

そのやっている内容は非常に多彩で、かなりの量をこなしているなというのは着任してか

らずっと感じてきておりますけれども、特にIPAismの制定等もあったためか、最近、全体

の業務取り組みが大変積極的になってきたのではないかという印象を受けているというこ

とを最後に申し添えます。 

 私からの報告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。 

 委員の先生方から何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 さっきもいいましたけれども、多分この会費のやつも、監事監査のところで我々として

は初めてみさせていただいた資料になっていますね。 

○下村ＩＰＡ監事  実際は24年度から、今年度からやりなさいという話でありますので、

ちょっとフライングしたということで……。 

○松山分科会長  評価書自身がこの項目もあったんですね、23年度。我々はこのデータ

が全然なくて、どうなっているんだという話で、評価の際に混乱していたんです。 

○下村ＩＰＡ監事  つじつまが合ってないですね。 

○松山分科会長  評価基準を変えるのに、親委員会でちゃんと承認しないで評価書のフ

ォームが分科会に流れてくるというイレギュラーな形で、２項目でしたか、年金とこの会

費の話ぐらいがぽっと出てきてという形になって、ちょっと全体的に混乱が起こってしま

っていたというような感じで……。 

 ほかには何か……。 

○太田委員  監査の範囲について伺いたい。中期計画に基づいて事業の遂行、それに対

して進捗状況とか、事業そのものの監査というのはこの監査の範囲には入らないのです



か？ 

○下村ＩＰＡ監事  民間会社の監査役でも、監査の範囲というのはどこまでかというの

があると思います。独法通則法では、監事監査というのは会計監査と業務監査をしなさい、

それしか書いておりません。ではどこまでやるのかというのがはっきりしておりません。 

 狭義で考えれば、監査役監査もそうですけれども、まず適法性といいますか、不祥事が

生じないような仕組みが回っているかということが第一でございまして、次に、業務遂行

の妥当性、これはどこまで踏み込むかという話であろうかと思います。私は、このＩＰＡ

に関しましては、理事長、理事がしっかり事業運営されていますので、よほどおかしい業

務内容ではない限り、理事長、理事の判断にゆだねているというのが実態でございます。 

○太田委員  これからの課題として述べます。我々がこうやって評価委員会で外の目と

いうことですが、内部監査の中で、会議に出席なさっているのだから、事業の妥当性とか

進捗状況とか、そういったところで監査をしないのか。僕らは別に会議に出ているわけで

はないから、この内部監査の重要性――お金のところと遵法というかコンプライアンスの

ところはよくわかるのですけれども、事業の妥当性とか、世の中こんなことが起こってい

るのにどうすればいいかというところに踏み込んでいただくと、よりよきＩＰＡになるの

かなと私は希望しますけれども。 

○下村ＩＰＡ監事  内部の理事会等でも、もう１人の櫻井監事とも一緒ですけれども、

ほかの独法に比べたら、かなり監事が意見表明している場が多いのではないかと思ってお

ります。気になった問題はまず内部でしっかり話をして、それで改善の必要なものは図っ

ていただけるということであれば、それで済む話でございまして、それは民間の監査役で

も、株主総会で「問題あり」という発言はないわけでございますから、そういうことで、

問題と思われることは私も積極的に発言しておりますし、その中で必要な改善は図ってい

ただけるということでご承知願いたいと思います。 

○松山分科会長  よろしゅうございましょうか。――ありがとうございました。 

 それでは、議題 (3)でございますが、23年度の業務実績評価ということで、ここからは

ＩＰＡの関係者の方々はご退席いただいて、決まりましたらまたお呼びさせていただきま

すので、よろしくお願いします。 

 

     （ＩＰＡ関係者退室） 

 



○松山分科会長  それで、本当は最初にすべきだったのですが、経沢委員が今回初めて

ということで、簡単に自己紹介をお願いします。 

○経沢委員  トレンダーズという女性向けマーケティングの会社を13年ほど経営してい

まして、以前何度か経済産業省のお仕事をお手伝いさせていただいて、ベンチャー系の評

議員だったのですけれども、多分そのご縁で今回お声がけいただいたと思います。ちょっ

と圧倒されているのですけれども、責任ある仕事だと思うので、まじめに取り組みます。

よろしくお願いします。 

○松山分科会長  前回、宇野委員のほうも、ああいうバトルを理事長と分科会長がやる

んだといって圧倒された感じですが、情報系のところのビジョンに関しましては、きょう

の次の議題も関連するのですが、独法自身の組織改革とかという話も目先にみえてきてい

る中で、これからお願いするのは年度ごとの評価ということで粛々なのですが、日常的に

こういう機会をとらえさせていただいて、ＩＰＡの役員とか実務担当者の方とも意見交換

をしているのですが、いいたいことはいわせていただいていて、結果としてＩＰＡがより

活性化すればいいかなという形で、もう10年ぐらいやっているのです。 

 それで、お手元に評価用資料、縦でございますが、総評が一番最初に書かれております。

前回、評価の基準ということでお示しさせていただきましたが、実は、この10年間の中で、

前のときもちょっと申し上げたのですが、経沢さんは聞かれてないと思うのですが、もと

もとは各独法独自の評価基準でやっていたのです。段階の呼称も独自だったのです。これ

ではいけないだろうということで、何年かしてから経産省の親委員会で決めたというのが

今の評価基準になっています。 

 ただ、それ以前の文化がいろいろ独法にございまして、Ａというのは普通なんだという

感覚があったりしている。全体でやるときは、普通にやっていたらＢなんだよということ

で統一されているのですが、そこは解釈論として、各独法の評価委員会の中で10年以上積

み重ねてこられているところもあるので、いわくいいがたしのところがある。 

 前回、経産省かＩＰＡのほうからお示しされましたけれども、ほかの独法と比べてどん

な評価になっていますかということも随分気にされているということもありますし、実際

問題としては、親委員会といっていますが、経産省全体の独法の評価委員会で私が今回の

評価結果をご説明して、そこの親委員会の委員の先生方からいろいろご意見を伺ってどう

のこうのというプロセスになっていくわけです。そこのところで横並びのスタンスという

のはわかるといえばわかるところはありまして、イメージとしては、ＩＰＡ自身の評価に



関しては結構きつめにやっているという感じのトーンにはなっています、経産省の独法全

体からいうと。普通にやっていたらＡだよというような感覚の評価委員会が多いのは事実

です。だからといって親委員会でそれを調整しているかといったら、そんなことはなくて、

基本的には分科会のご意見を尊重して、それを総務省のほうに出してという形のプロセス

で流れているというのが全体的な経緯でございます。 

○松山分科会長  まず、個別評価のところでいかせていただきまして、「情報セキュリ

ティの対策強化」ということで、私がＡＡをつけさせていただいて、太田委員がＢ、ほか

はＡということで、平均するとＡかなということではないのですが、ＡＡをつけさせてい

ただいた理由は、別途、１枚目に書かせていただきましたが、情報セキュリティの話を一

生懸命やられているのはわかっているのですが、ＩＰＡさんは尐し言っているのだけれど

も、成果があったかといわれるとあれなんですが、標的型の産業界、社会基盤をねらった

ところまできているということに対して、動きとして、結構対策を迅速にやっていただい

たかなと。 

 それが８社か９社かという数量的なところはあると思うのですが、ＩＰＡに関しては、

ずっと申し上げていますように、社会基盤の安全性に対して、それは国が責任をもってや

るべきだということで、個別の情報システムのサービスではないですよというところで、

産業情報とか社会基盤システムというところがようやくできた、それに対して迅速に動い

ていただけたということは、ＩＰＡのセキュリティセクションの意識の高さということも

あるし、ご承知のように、スマホに関しましても、脆弱性を評価して公表されているので、

こういう活動を素早くやっているのはすごくいいかなと思ってつけました。ＡＡがいいか

悪いかというのは微妙なのですが、よくやっておられると思っております。 

 対しまして、太田委員としては、なかなか評価しにくいし、三菱重工はちゃんとやって

ないじゃないか、実効性が上がってないというようなご意見もいただいて、啓発活動も、

いろいろ成果？が上がっているよということ等々あるのですけれども、よくやっている、

Ｂという形になっているという状態だと思います。 

○阿草委員  三菱の事件を受けてＪ―ＣＳＩＰをつくったのでしたか。 

○松山分科会長  そうです。 

○阿草委員  ということは、ＡＡはちょっと苦しいところですね。準備をしていて、そ

のときにはもうそこで共有して、すぐたたけたというと格好よかったですね。というので

ここはＡにしました。 



○太田委員  もちろん、先生おっしゃるとおりで、内閣府と経産省と業界が協力して、

情報共有という意味での行動はいいと思うのですけれども、前回も申し上げましたが、こ

の１月なので、三菱重工も半年たってどう動いているかわからないですけど、私、総合評

価のところで11ページに書いているのですが、国の安全に極めてかかわるところで情報共

有だけでいいのかどうかということと、三菱重工の株主総会に出した業務報告書にはこの

事件に関して一言も書いてない。「対処するべき課題」に「セキュリティ対策等の施策を

とる」ということだけで、危機感が全くない。それに対して、これはＩＰＡだけではなく

て、経産省の課長を前にして失礼なのですけれども、国全体が民間に対する――もちろん

秘密とかいろいろなことでここではできない情報もあるのでしょうけれども、三菱重工は

表面的には余り気にしてないと思っています。課長はそうじゃないとこの間おっしゃいま

したけれども、私はそれを強く感じます。 

 とりわけ国の安全の問題です。24時間 365日、中国らしいところからサイバー攻撃を受

けていますよね、今、日本は。それに対して本当に共有だけでいいのか。防御プラス攻撃

――僕は技術的にはわからないけれども、目くらましの何かをこっちから逆に発するとか、

そういうことをやらないと、共有ばかりしていたって……。その共有も、難しいのはよく

わかります。ですから、ＩＰＡだけではなくて、国の施策として、本当に国の安全のとこ

ろですから、これはもっと真摯に受けとめなければいけないし、重工もそういった緊張感

をもたなければいけない。株主総会に提出した報告書には一言も書いてないですよ。それ

はやっぱり危機感をもたなければいけない。 

○松山分科会長  おっしゃるとおりで、例えがあれなんですが、原発に関しても、そう

いう情報公開なり共有というところを強く求めて、ここでは前からずっと申し上げてきて

いるのですが、社会基盤系システムに関する立入検査機能をもったような委員会を国とし

てつくってくれというのは私の悲願なのです。逆にいうと、ＩＰＡが今そこまでの能力も

ないので、そこまでいけないのですが、目指す方向は、航空・鉄道事故調査委員会という

のがあるような形でやると。ただ、あれも、事故が起こったら調査するのです。なかなか

難しいのは、何もないのに立入検査までやる、日常的監査みたいなことまでというのはな

かなか難しい社会――株式会社ということもあるので、そこのところはステップ・バイ・

ステップだと思うのですが、ＡＡはつけ過ぎだというのは私も理解しているのですが、そ

ういう方向に向かってようやく一歩進み始めたかなという気はしているのです。 

○宇野委員  ＩＰＡが何の役割を果たすかというところが大きなテーマだと思うのです。



中国は、マスコミによれば、人民解放軍で何かそういう人がいるとか、それからＮＡＴＯ

とかアメリカとか、外国からアタックをされたものに対してそれをどう防御するかという

立場の人と、そのときにどういうことをやっておけばいいかということをもうちょっと広

く知らしめる立場の人と、両方いるんだろうと思うのです。 

 私がＪ―ＣＳＩＰを高く評価したのは、尐なくとも一民間企業にいるだけでは、どうい

うことをやればいいのかということの目線が合うかというと、合わないですよね。その役

割をこのＩＰＡが果たしてくれた、そこについて高く評価するので、防御をどうするかと

いうことは、外国からのアタックですから、これとは違うテーマじゃないか。それを本当

にＩＰＡができるのかというのは……。 

○太田委員  技術というよりも、今回の場合は人災みたいなところがあって、気軽にメ

ールを開いてしまったわけでしょう。そういった教育もやっているんですかと１月の段階

で重工に取材したんです。そうしたら、いや、まあ、いつもどおりです、みたいで緊張感

が全くなかった。これはすごく大事なことで、この国の動きと、じゃあ民間がどのように

してそれを感じているか。６ヵ月たって、大分変わったかもしれない。１月の旧聞に属す

ることの判断で申しわけございませんけれども、霞が関でやっている、やっているといっ

たって、民間はＩＰＡのことをほとんどばかにしてますよ。それは有効的なことをやらな

ければ意味ないですよ。 

○松山分科会長  おっしゃるとおりです。その大きな問題は、有効性を高めるための権

限をもてるかというところが、まだいかないですね。 

○太田委員  だから、僕、総合評価のここに書いているけれども、これはやっぱり経産

省がＩＰＡを使いこなしていないからですよ。国が使いこなさないからですよ。それとも、

国はそこまでＩＰＡに期待してないのか。そうしたら、本当に要るのですかというところ

までいってしまうと思う。だって、専門集団なんだもの。じゃあ、国民はどこに頼むんで

すか。ほかの機関・組織にが担うんですか。それを経産省はどうやって使いこなすかとい

うことでしょう。国民目線といつもいってるとおり、ちょっとした意識改革ですよ。その

ひとつは情報共有だし、防御でもあるしあまり難しいことは何も言っていません。 

○阿草委員  今の太田委員の話は、ＩＰＡにそれを求められていたはずなのにやらなか

ったかという独法の評価の話と、国全体が今のままでいいですかという議論がまざってし

まっていて、国全体でやるべきことをＩＰＡが先頭に立ってやらないのが悪いといってい

るような感じもしますね。 



○太田委員  ですから、個別の評価と私の思いは、独法なり国のいろいろな機関の中で、

どこに何かというと、ＩＴの専門集団といっているわけでしょう。セキュリティの専門集

団といっているわけでしょう。 

○阿草委員  でも、今の攻撃を、日本を守るのか、企業を守るのか、いろいろなレベル

があると思う。国を守るというレベルでは、もう明らかに通信事業者はみえていて、とめ

ようと思ったらとめられるのだけど、権限もないし法律もないし、何もないから、報告す

ることも――Ａという会社が攻撃を受けてるよというのは通信事業者はみえているけど、

通信内容は見てはいけないので、何かおかしいことはすぐ上がってきて、通信事業者はみ

えているという言い方をしますよね。でも、そのときは何もできないので、今のＩＰＡに

対して何を求めるかは……。 

○徳田委員  ちょっと情報共有で……。歴史的に、セキュリティに関しては、今日話題

になっている標的型メールとか、端末系でトラブルが起きるものと、今、中国なり、特定

の悪意をもったところから攻撃された場合のネットワーク全体にかかわるセキュリティの

専門家集団というのはうまく連携がとれてなかったのです。それで、内閣官房にあるネッ

トワークセキュリティセンター、ＮＩＳＣというところは、セプターカウンシルというの

をつくりまして、電気とか金融とか、そういう国の重要インフラをネットワーク経由でや

っている人たちに、ネットワークでアタックが起きたことの情報共有をしようということ

はやったのです。 

 Ｊ―ＣＳＩＰは、どちらかというと、標的型メールが来て、国の防衛産業とか、もうち

ょっと現場の人たちの――セキュリティのややこしいのは、僕は太田先生の意見とはちょ

っと微妙で、民と官の信頼関係がないと、どこまで攻撃されたかとか、何が起きたかとい

うのを開示しない。その信頼関係がないと、国と民が連携しないと、うまくプロテクトで

きないし、攻撃に対する反撃もかけられないので、その信頼関係をつくるというところが

国としては一番大事で、右腕をギューッとねじって「君たち、情報を全部出しなさい」と

いったって、企業はますます隠す方向になって、何がどう破壊されたかというのは全部開

示されなくなってしまうのです。だから、そこら辺の微妙なラインの上に立って、今つく

っているわけです。 

 だから、僕の意見は、太田委員がいっている、遅いじゃないか、こんな共有だけやった

って解決しないというのは、ごもっともで、よくわかるのですけれども、第一歩で、これ

でもっとふえて、民の意識が変わって、ＩＰＡがもうちょっと――今まではウイルスの被



害とかそういうのは告知していて、みんなが、トラブルがあるとＩＰＡに電話して、ちょ

っと教えてください、どうしたらいいですかといっていて、標的型メールに関しては全く

そういう受け皿になってなかったのです。そういうのを積極的に、もうちょっと方策をど

のようにしたら――本当は防災訓練と同じで、一応国はやりましたけど、標的型メールの

トレーニングを突如やってみて、どのくらいの人がダミーのところを開いてしまったとか、

そういうのをやられれば、ＩＰＡがそういうもののキットをつくってあげて、大きな防衛

産業にかかわるような企業が、自分たちで、防災訓練と同じようにそういう訓練ができれ

ばね。そこまでまだ彼らは進んでないから、次の一手を――太田委員の意見としては、多

分、次の一手、二手ぐらいまで考えなければだめじゃないかというのがコメントだと思う

のですけれども、とりあえず、できたことはいいと思うんです。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、政府全体としてもどういう対策をとって

いくのかということにつながると思います。今、その一端として、国民との接点という意

味では、太田委員いわれるとおり、我々としては、ＩＰＡを国民との接点として、いろい

ろな普及活動もやっていますし、情報提供などもやっています。そういう意味では、ＩＰ

Ａを使いこなしていないというご指摘がありましたけれども、その辺については我々とし

ても改善をしていくべきところもあるかなと思います。 

 これですべて完了というわけではなくて、一歩一歩進んでいく必要がある。やはり徳田

委員からもお話がありましたけれども、官と民の信頼関係とか、民の中での信頼関係をつ

くっていくというのが重要な中で、補足をさせていただきますと、このＪ―ＣＳＩＰとい

う中では、守秘義務の契約も含め、かつ、どこまでどう情報を提供できるかというかなり

細かいところまで検討させていただいて、今もう既にいろいろな共有なども始まっていま

す。 

 さらに、それにとどまることなく、そこで得られた知見については、タイミングはもち

ろんありますけれども、ほかの企業の方にも提供していくというようなことなどもやって

いこうという話もしておるところでありますので、そういう意味で、三菱重工の事例で、

まだ危機感が足りないというのがありましたけれども、こういうのはもちろんＩＰＡの活

動の中でもやっていきますし、経産省としての活動としてもやっていきますし、またＮＩ

ＳＣの活動としてもやっていかなければいけない部分であるので、そういうこと全体でセ

キュリティの意識を高めていく。 

 三菱重工は攻撃されたんだから、すぐに意識が高まって当たり前だと。私もそう思いま



す。ただ、三菱重工も、社員教育とかそういうことも含めてさまざまな対策をとっている

と聞いています。その効果がどのタイミングでどう出てくるかというのはあります。１月

の話、今の話、いろいろ出てくると思いますので、そのような意識も我々の中できちんと

受けとめた形で、さらに、どうしたらもっと危機感をもってもらえるのかとか、社員教育

がうまくいくのかとか、そのようなことについてもいろいろなことで知見をためていって、

提供していくという形にさせていただければと思います。 

○太田委員  そういう役割を担っているという認識なんですか。 

○江口情報処理振興課長  もちろんです。 

○太田委員  共有、共有ばかりを強調しているから。 

○江口情報処理振興課長  そこの共有は、攻撃の情報の共有だけではなくて、当初やっ

たのは、すぐに情報共有といっても、守秘義務契約がどうだということでなかなかうまく

いかない中で、各社でシステムをどのように構築していくか、また、社内の教育をどのよ

うな形でやっているかというようなことについての情報共有もこの中でやりました。 

 これでいわれていたことは、自分たちがどのレベルにいるのか、よくわからないという

ことがある中で、他人から学ぶといいますか、他社から学ぶというようなことで、他社の

情報を共有した上で、自社の今年の契約とか、そういうものに盛り込もうというような動

きが出てきたというのも実態です。 

 そういう意味では、繰り返しになりますけれども、単に攻撃に関する情報共有だけでは

なくて、どう対策をしていって、どういう教育をしていくのかというような情報共有もこ

の場でやっていますので、そのようなものを尐しずつ広げていく。一気に広げていって、

すぐに上がっていくのが一番いいのですけれども。 

○太田委員  全否定しているわけではなくて、第一歩だという認識はあるものの、尐な

くとも、この間も申し上げたけれども、三菱重工はセキュリティオフィサーぐらいは任命

すべきだと思っています。まず形が大事なんです。トップがどういう意識を持っているか

が重要です。重工の広報段階だけでも意識がなかったということをこの間から申し上げて

いるということです。 

○松山分科会長  セキュリティ関係は、「世に悪の種は……」という話と同じで、イタ

チごっこは当然にある。ただ、課長さんもおっしゃいましたけれども、やはりＮＤＡを結

んでしかできないような情報の世界までＩＰＡが今回入ったのです。今までは、一回何か

やって、被害があったら、ウイルスで何とかかんとか、このパソコン終わっちゃった、そ



ういう一般レベルなんですね。やはりＮＤＡを結んで入らないといけない社会というのは、

企業情報であるし社会重要情報のところに入っているんですね。これは、従来とは根本的

に質の違う世界に入りかけた。 

 だから、太田委員がおっしゃるように、成果が出てないじゃないかと。それは出ないで

すよ、そんなにすぐ。だって、僕はいつも親委員会でいわれている。セキュリティをこれ

だけ一生懸命やっているんだからセキュリティがなくなって当然でしょう、だから成果が

出ないから、これはＣじゃないのといわれるんだけど、いやいや、ちょっと待ってという

話と同じで、成果を早急に追い求めるものではなくて、徐々に、ＩＰＡさんがセキュリテ

ィのやつを考える、あるいはコラボレーションするような世界を広げていく。それが、実

効はどうであれ、ＮＤＡを結んでいくような情報の社会までＩＰＡさんが今回初めて踏み

込んだということの意義は、多分ＩＰＡさん自身もおわかりだし、そういう世界があるん

だということも明らかになってきたということで、まあいいかなと思っているんです。 

 個人的意見で済みません。これ、やっているとエンドレスで、大体１時間ぐらいかかる

んですが（笑声）、大体、ご意見としては、よくやっているじゃないかと。今の標的型だ

けではございませんけれども、ほかのところも、質的な面だと思いますが、よくやってい

るということで、Ａということに仮置きさせていただきたいと思います。 

 もう一遍、後でざっとみさせていただいて、調整が必要ならまたやります。 

 次、「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」。これもずっとみていただくと、太田委

員が孤立しているのですが、太田委員は何かご意見ございますでしょうか。 

○太田委員  ソフトウェアの技術監査制度、これも大変意義ある制度だと思うものの、

やはりスピード感というのか、昔から、ＳＥＣを設立したときからずっとそういうことを

いっていました。制度的にというのは俎上に上ったんだけれども、ここにも書かせていた

だきましたが、別に国会事故調と対比する意味もないんだけれども、黒川委員会がこうい

う短い間で報告書をつくるのと、制度設計は決定的に違うと思います。 

 その上でいっていて、ＳＥＣは、12の事例をやったというんだけれども、ＳＥＣはそも

そもそういう形で民間からそういったものをどんどん吸い上げて、業界横断的に初めはソ

フトウェアの品質管理というよりも、生産性を上げようとか、かなり実績があるとは思っ

ています。しかし、ようやく規程類が整いましたとか、幾ら何でもスピード感がない。そ

れは中期計画で我々も認めたから、本当はいけないのかもしれないけれども、専門集団が

のんびりと、規程類をようやく整備しました、みたいなところで、その努力は全否定して



いるわけではないんだけれども、もうちょっとスピード感があってしかるべきだし、ＳＥ

Ｃはそもそも鶴保さんのときからそういう志でやっているわけでしょう。毎年、規程類を

やりました、何やりましたと。何か本当に歯がゆいですね。 

 あと、文字基盤情報についても、僕は素人で、徳田先生にまた指導を受けると思うので

すけれども、文字基盤というのは、マイクロソフトとか、ＯＳに入れてもらえばいいんで

しょう。そういった動きをしているのかどうか。ザックリ言ってしまうと…。被災地で問

題になりましたね。住民票がなくなってしまっていて、みんな再入力してましたね。それ

を思い浮かべたんです。そのときに、Mac を使おうが、Windows を使おうが、この文字基

盤が全部入っているんですかと。ビックカメラで売っているパソコンに全部入っているん

ですか、ということです。世の中に出したいんでしょう。じゃあそういう動きしているん

ですかという話です。 

○阿草委員  そうですかね。常用漢字的な意味での漢字の規定と、国が変な異形体を認

めてしまっているので現状が難しいだけで、今から、新しいのは全部は受け付けませんよ

ね。異形体の文字というのは、名前の登録ですよね。そういう意味では、今それを広げて

しまうと、みんなそれを使い出したら、余計困りませんか。 

○太田委員  じゃあ、何の…… 

○阿草委員  行政についてはそれを受け付けないといけないので、行政自身がばらばら

にやっていると……。 

○太田委員  だから３・11のレッスンしてくださいよ。パソコンが流されて、浪江町は

何をやりましたか。避難所から避難所へ移動する住民の安否を確認するために浪江町の町

役場の人がひたすら住民が手書きで書いた名前と住所をパソコンに入力していました。マ

イクロソフトに働きかけているんですか。アップルに働きかけているんですか。何もない

じゃないですか。 

○松山分科会長  これは、大きくいうと電子政府の共通基盤をつくっていると。 

○阿草委員  電子政府の基盤としてはすごく重要だけど。 

○太田委員  一定のところだけに普及させればいいんですか。電子政府とか電子自治体

用のパソコンにはこういうものがあればいいんですか。普通の僕らが使っているのには必

要ないということ？  

○徳田委員  フォントの文字のイメージは、各社によって、フォントファイルという形

式が違うんです。だから、ＩＰＡさんがまずつくったのは、この文字にこの番号をアサイ



ンしましょうというコード表をつくって、それは、ほかの会社がやると、何とかフォント

とかいって、５万円とか10万円とか、出版印刷でやっているモリサワフォントとか、それ

を一応まずフリーでつくって、そのコード体系を決めたというコントリビューションが１

つ。それが決まらないと、各社ばらばらのＩＤになってしまいますよね。 

 その次に、今おっしゃっていたのは、いろんな人たちがＰＣを流されたので、じゃあｉ

ＯＳとかWindows ですぐ使えるかというと、そのフォーマットをちゃんとｉＯＳで取り込

める形に直してあげなければいけない。そこは次のステップだと思いますね。 

 だから、今、行政で、フリーのLinux を使ってやっているようなところが、印刷のとき

に、外字として定義を一々個別にやっていた作業は、これを使うとやらなくなって、印刷

業務や何かは非常にうまくいく。じゃあ商業的に、九十何％はやっているWindows とMac 

をすぐ使えるかというと、まだそこまでいってないです。 

○太田委員  志はそこまでいかせる……。 

○江口情報処理振興課長  そこはもちろん普及をさせていく。例えば、印刷したときに、

それこそ外字だと「●」になってしまうとか、そういうのをなくそうということですから、

もちろん普及はやっていかないといけないし、まさしくそこの部分に取り組み始めたとこ

ろで、去年の成果としては、こういうものをつくったというところまでが成果になってい

ますけれども、そこを普及させていくというのは、さっきのセキュリティの話と全く一緒

になってきますけれども、いかに普及させていくかというのは次の取り組みとして、それ

は継続してやっていきます。だから、つくって終わりということではもちろんありません

ので、普及はさせていきます。その活動はまさしく今、オンゴーイングです。 

○松山分科会長  名簿をみていただくといいのですが、私の隆司の「隆」も正規の漢字

じゃないんですね。「生」の上に１本要るんです。これはまだ許せる。私なんかが困って

いるのは、私の親分が長尾真先生で、あの「真」がもうどうしようもない。行政文書から、

变勲とかいっぱいあるでしょう。全部あれでいくんです。それで、先生おっしゃるとおり、

ワープロで何とかやってと、そんなのあるわけないんだよね。切実なる事務担当作業者と

して、どれだけあの字に困ったか。何かパーティーをやるじゃないですか。正式な招待状

の中に簡略字で書くわけにいかんとかいうので、それは思い知りましたよ。何か張れるん

ですが、フォントが違うんです。何か、これだけ浮いてるじゃん、という人が、阿草さん

みたいな先輩の人がいるんですよ。松山君、先生のこの字、印刷間違いじゃないというの

が、何とか実行委員会とかそういうのが絶対ある。 



 そういう意味では、正しい、いろいろな字体を共通コード化して、もちろんそれをきれ

いな統一フォントにするというのはいろいろなビジネスの問題もあるのですが、そのベー

スがあるかないかというのは全然違うのです。という苦労談を受けると、高く評価したく

なる。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、セキュリティの問題もそうですが、今回

の問題もそうです。スピード感をもってやれというのはおっしゃるとおりだと思います。

そういう中で、全体の人員の問題とか、配置の問題とか、そういうこともやりながらやっ

ているというのが現状ですので、いずれにしても、早くやる、スピード感をもってやると

いう意識は十分に受けとめた形でやっていくべきだと思いますし、それはＩＰＡもそのよ

うにいうと思うのですけれども、我々としてもそのようなことは意識しながらやっていき

たいと思います。引き続き、きちんと普及はやっているということです。 

○阿草委員  去年も、これ、やったと書いていたのじゃないか。だから、今年どれだけ

普及したかの……。 

○太田委員  いつもキーワードは同じで、既視感がすごくあります。 

○阿草委員  去年もこれと同じような、この基盤がどこまでやってあるのか、今年どれ

だけ進んだかが見にくい。 

○太田委員  めり張りがない。結節点がないと、僕はいつも評価して感じるところです。 

○松山分科会長  もう１つ、ほかの委員の先生も書かれている、私も書いている項目と

して、Rubyの国際標準化に対して、ＩＰＡのコントリビューションとしてどう考えるかと

いうことなんです。Rubyの国際標準化が承認されたというのはすごく喜ばしいことで、い

いことなのですが、私の理解は、ＩＰＡさんが支援してくれたというのは事実ですね。Ru

byをつくったわけではない。それは、ＩＰＡさんに直接いったんだけれども、ＩＰＡさん

はソフトウェア資産がいっぱいあるんですね。それが活用できていない。 

 結局、ＩＰＡの本質にかかわるところに関して、このRubyでやった――よそ様生まれで

いいんですよ。生みの親じゃなくて育ての親になったらいいわけで、それは、この前来ら

れたときにとうとうと申しました。実はＩＰＡさんは、古い先生方は覚えておられると思

うけれども、過去にも実績があるんですね。一遍本もつくられてたんだけど、そういうの

が飛んでしまっていて、もう一回、標準化だけではなくて、ソフトウェアをちゃんと磨き

上げる。生まなくていい。ＩＰＡは今までどうしても生みたがっていた。それで、お金を

いっぱいやって、不良資産を抱えている。実はソフトウェア資産としてあるんですね。 



 ということになってしまっていて、それじゃなくてということは、次期の中期計画とか、

そんなところなんかでも１つの方向性を示して、彼ら自身も、そういうことが何を意味す

るかというのは、やってみると大分わかったんじゃないかなと思うので、彼らがそういう

経験を積んで実績を上げたというのは、僕自身としては、そういう意味で、人のしり馬に

乗って、ＩＰＡがやった、やったという言い方はおかしいというご批判はあろうかと思う

のですが、次につながる話としては、こういうところの支援活動がどういうものであるか

ということを身をもってやっていただいたのは非常にいい結果かなと思ったりして、させ

ていただきましたということでございます。 

 それで、余りこれをやっていると、もうお昼を過ぎてしまうので、実はまだ大事な話が、

次の議題としてあり、太田委員にはまたちょっとご理解をいただくこととして……。 

 ＩＴ人材については、徳田委員と経沢委員がＡということでございますが、何か特にご

意見ございますでしょうか。 

○徳田委員  いや、もうマジョリティーコンセンサスで。 

○松山分科会長  経沢さん、よろしいですか。 

○経沢委員  はい。 

○松山分科会長  ことしは、震災関係でいろいろ書いてあるのですが、特に特筆すべき

ということでもないし、ちょっと人数が減っているんです。ＣＢＴもやっていただいてい

ますが、ＣＢＴとのバランシングの問題もまだうまくマネージできてないので、立ち上が

ったということなので、今年度に向けて頑張っていただきたいと思います。 

○徳田委員  理事長にはちょっとだけＣＢＴのことでお話ししたのですけれども、英語

や何かの試験の場合に、インスティテューショナルワイドに受ける制度というのがあって、

個人で受けるより80％安くして、例えば、ある会社が、団体でこの日にやらせてください

といって、全社挙げてやるなど――うちの場合は、学生の英語の能力をチェックするため

に慶応大学の中で受けてもらうのですが、そうすると、尐し安くなって、みんなで一緒に

受けましょうということになるので、がさっと大きく網がかけられるから、理事長には、

そういうインスティテューショナルワイドのディスカウントとか、そういうのも考えられ

たらどうですかというお話はしました。 

○松山分科会長 今、皆さんも聞かれていると思うのですが、企業さんの研修で、大手企

業さんをずっと営業活動されているということなので、多分、今年度、尐しそういう成果

がみえてくるといいなと期待しているという状態です。 



 ありがとうございました。それで、４番が議論の分かれ道なので、ちょっと置いておき

まして、５番の「財務内容」はＢかなということで、まあ粛々とやられているということ

で……。 

○経沢委員  私も余り正確に全体を把握できていないので、皆さんのＡで。 

○松山分科会長  財務のトリックは、次にかかるところの大きな話――トリックではな

いですが、資産のところで、横長のＡ３のやつの１ページですね。右側の欄のところのセ

グメント情報というので、細かい表がございますでしょう。一番左端のこれが問題なんで

す。プログラム開発普及業務というのがございまして、みていただくと、資産のところで、

資産が 147億あることになっているのです。さらにみていただくと、ソフトウェアが、何

と資産が11億あるのです。これもこの前、財務部に聞きましたら、投資有価証券というの

は中長期の投資で、有価証券というのは短期で回しているやつですよと。そういう区別の

ようですが、これは、評価は変わるにしてもキャッシュにはなるということなのですが、

このソフトウェア資産が11億あるのです。ここにきちゃっているわけです。ほかの情報処

理技術者試験もソフトウェア資産がありますが、これはＣＢＴのシステムを資産評価して

いるとかというような話で、意味があるといえば意味があるのですが、このプログラム開

発普及のところの資産が実は問題でございます。 

 これは、やむを得ないといえばやむを得ないのですが、過去の……。 

○阿草委員  過去の負債を引き継いだ。 

○松山分科会長  いや、負債じゃなくて、財投のお金か。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  資本金から、データベースとか……。 

○松山分科会長  資本金としていただいているお金があと百何十億かあって、それを資

産性のあるものとしてしか使用できないんですね。 

○阿草委員  減価償却もできない。 

○松山分科会長  できない。という縛りのもとで、ソフトウェア開発のことを何かやら

なければいけないということで、いろいろなデータベースとかなんとか、これは資産価値

があるんだ、ツール類でみんな使ってくれているとかいいながら、こうやってきていて、

そこに監事の目が入っているとは思ってなくて、監査をしないと本当は危ない――いや、

危ないわけではなくて、気をつけないといけないと思われ、プログラム開発普及のところ

の勘定の投資有価証券、短期を含めて 126億ぐらいあるのですが、これが徐々に徐々にソ

フトウェア資産にシフトしていく。縛りがいっぱいあるので、なかなかそう簡単にできる



わけではないのですが、それを有効活用して、本当のソフトウェア資産にしたらどうです

かという話を、この前、私のところに来たときには申し上げました。 

 それの先行事例みたいなことも、さっきのRubyみたいなもので、ＩＰＡの資産としてや

るのは難しいのですが、あるんじゃないという話をさせていただきました。また来年度以

降ございますし、そういう視点でも、財務上の、単にお金を使えばいいじゃなくて、いろ

んな縛りのついているお金を有効活用していって、逆に意味のあることに育てて、資産を

簿価以上に生み出してほしいという期待をもって、そういうことをあえて申し上げました。 

○阿草委員  プログラム開発普及業務は、ある意味でクロージングしたんですよね。 

○江口情報処理振興課長  新規の開発ということについてはクローズしました。 

○阿草委員  最後はいつクロージングできるの。クロージングするときには、それを管

理するためのソフトウェア資産というのは、そこでは落とせるはずですよね。 

○江口情報処理振興課長  どうやってクロージングできるかという問題がある。 

○阿草委員  クロージングできない間はずっと残ってしまうよという問題を残している

という理解でいいですか。 

○江口情報処理振興課長  または、有効活用できるかというのをきちんとやれというの

が……。 

○阿草委員  基本的に、この普及活動に使うソフトウェアとして入れたわけで、例えば、

情報処理技術者試験のために投資したのは、情報処理技術者試験の運用用のソフトウェア

と理解しますね。そうすると、その業務が立たなくなったら、本当はそこのソフトウェア

資産も一緒に捨てないとおかしいですよね。 

○江口情報処理振興課長  本当はそうですね。 

○阿草委員  だから、クロージングできない間はずっと残ってしまうという理解ですね。 

○江口情報処理振興課長  はい。 

○松山分科会長  だけど、そこからですよね、四十何億返すのは。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  はい。そこでたまってきたやつを返して。 

○松山分科会長  だから、前年度、覚えておられるかどうか知りませんが、突然、四十

何億返せという、そこで減資しているんですね。だから、政府からみたときに、独法に金

が溜まっているというふうにみられる。 

○阿草委員  溜まっているわけね。 

○松山分科会長  余り言ってはいけないのですが、実際、四十何億は震災対応か何かで



しょう。 

○江口情報処理振興課長  震災対応というか、全体の政府の財源見直しという中で、独

法に溜まっている金はここにヘッジ？するという形で。 

○松山分科会長  だから、やっぱり活用をね。使ってしまえということでなくて、資産

化するという意味では、ソフトウェア資産化をちゃんとやるということは、大きなポイン

トになっていますよということは、財務的にもかなり明快なことになってきて、ほったら

かしておくと、どんどん金があるから出せという財務省の話ばかりになって、結局、活動

は何もできなくて、資産もなくなっていってというところになってきている。 

 ――済みません。という財務があるのですが、Ｂということで……。 

 それで、議論が分かれる４の「業務運営の効率化」。３対３に分かれておりまして、多

数決をとるつもりはないのですが、ここはちょっと慎重にご協議いただきたいと思うので

すが。 

○阿草委員  正直迷いました。迷いましたけれども、人件費とか、競争入札とか、いろ

んなところが、それなりに、ほかの独法に比べては頑張っているかな、Ｂでいいかなと思

った覚えがあります。今まで全部Ａで怒られていたので、Ｂに落とした。ここはＢかなと

いう感じで、ほかのＡに比べてこのＡは弱いＡをつけた覚えがあります。 

○宇野委員  では、次に私の番ですかね。私、初めてこの評価をさせていただいたので、

会社と同じように、計画に対してどうだったかと考えまして、そういう意味でいいますと、

ＣＢＴというのも、計画に対して１年以上早くできたとか、有料化のところも、計画に対

してというように、書いてあるそれを信じれば、もとの計画のスケジュール感が正しいか

どうかは別にして、23年度としてはこういうことではないかというので、普通にやってい

ればＢ、それより尐し前倒しとか何かがあれば別途評価するという前回のお話に沿ってＡ

とさせていただきました。 

○松山分科会長  経沢さんはどうですか。会社経営をされている観点で。 

○経沢委員  そうですね、そういう意味でいうと、全く今の話とは関係ないのですけれ

ども、試験収入がメインというか、もってらっしゃる特権だと思うので、そこをもっと、

受ける人がどんどん――今の時代の流れをみると、そこが収入を増やすことはできるし、

収入が増えれば、イコール事業としてうまくいく、イコール認知も広がるということなの

で、そこをもっともっと上げていくところをメインに努力されて、その利益の部分でいろ

いろな研究をされていくということなのかなと。 



 あと、私自身が会社を経営していて、セキュリティに対してというのは、80人ぐらいの

会社なのですけれども、社内でいろいろな努力をしてやっていて、そこを国に頼るという

視点は余りなかったので、今回、ああ、こういう活動をされているんだなというのは初め

て知りました。 

 ただ、多分、通常想定されているセキュリティのことは、対策をとったり、トラブルが

起きれば随時とったりしていますが、何か私たち会社経営をしている者の手に負えない時

にこういうところに頼めるんだみたいなことはもうちょっとＰＲしてもいいかと――私も

今回知って、ああ、そうなんだと思ったので、技術的な部分というのは、フラットにして

いきましょうというよりも、何かあったときの駆け込み寺みたいな技術をもっていらっし

ゃると、より特徴が出るのかなというのは思いました。 

○江口情報処理振興課長  今のことで、実は、受験者からいただく試験料等ですべて費

用を賄っていますので、別のことに使うということはできない形になっています。 

 ただ、今、経沢委員がおっしゃられたとおり、こういうところで意識を広めていくとい

うのは、受験者の数をいかに増やしていくかといういい機会にもなりますし、先ほど、徳

田先生からもご発言がありましたけれども、どうやって広く受けてもらうような仕組みを

つくるのか、そういう努力はいろいろ考えていかなければいけないというのはそのとおり

だと思います。 

○経沢委員  企業研修にアプローチされるというところと組み合わせて、受ける人を増

やして行かれるなど…。 

○太田委員  随意契約は尐なくなった。外形的にはいいのですけれども、皆さんごらん

になったと思うけれども、個別契約、重箱の隅といわれればそれまでですが、１件単位 1,

000万円などの契約は、個別の事業推進に、限られた予算の中でどのように使われている

のかというは、そこまで再取材しませんでしたが、ちょっとクエスチョンのあるところが

幾つかありましたね。 

 個別契約の妥当性はこれからの評価の課題だと思います。 

 業務効率のあれでいえば、総論のところに書いたんだけれども、いつも松山先生がおっ

しゃっているし、僕もそうですけれども、国民目線というところで、いつも、ともかく中

期計画以上にやったと、てんこ盛りでやっているじゃないですか。「釈迦に説法」ですけ

れども、失敗とか、いろいろな経験から組織というのは強くなるもので、そういうのがな

くて、いいよ、いいよということばかりで、結節点のない評価をいつもやっているような



気がして、非常に残念でならないですね。 

 こういうところは反省しましたと。ＣＢＴもよかったけれども、徳田先生がアイデアを

出して、カンパニーのディスカウントをしなさいと。ところが、ＣＢＴをやったことでな

かなか増えなかった。結果、今、一生懸命それをやろうとしているのですけれども、やる

に当たってのアセスメントと、やってみて、失敗したからこうだよというめり張りがない。

すごい、すごいと、そればかりだから、もうちょっとそこら辺のところを検討しないと―

―経沢さんは経営者としては、成功がすべてじゃない、失敗があるからむしろと言われる

かも知れませんが…。 

○経沢委員  利益を追求する企業と、すべきことをきちんとしていかなければいけない

というのとちょっと違うのかなと思って…。すみません、まだ本当に全体像を把握できて

ないのですけれども。 

○松山分科会長  でも本当は、監事の立ち位置の問題、業務部門の話が先ほど尐し出ま

したけれども、実はそこがポイントなんですね。先生方は、私も含めて、委員として、年

中行事で、暑いときに来て――そんな感じなんですよ、結局ね。一応今日、Ａだと決めて

いただいたら、次の中期計画があるから今年はちょっと違うけど、普通のレギュラーの年

だと、来年またお会いしましょう、となっちゃうのね。その間、どのようにフォローし、

なんとか進めていくというのは、本当は監事さんにやってほしいんです。 

 ただ、今の監事制度が、どうしても悪いことはしていませんよ、というアリバイ証明だ

けなので、業務改善なり、評価でこれは問題だと指摘されたことに関して、本当は監事さ

んにフォローアップをしてほしい。そこの評価のところと監事さんとの関係が、監事さん

はやっぱりこっち（ＩＰＡ）に入っているというところがあって、下村さん自身はよくや

られていると思うんだけれども、その辺のところの関係性もあると思っているんです。 

 ただ、そうはいっても、順調に国会審議が進むと、何とこの分科会も、来年度もう一回

やらせていただくと、見事に消滅してなくなってしまいますので。ＩＰＡがなくなるので。 

○江口情報処理振興課長  正確にいうと、新法人として生まれかわると。 

○松山分科会長  ＩＰＡはなくさないように努力されているということも伺っているの

で、なくすという発言に関しては撤回させていただきます。 

○江口情報処理振興課長  今、太田委員おっしゃったように、過去の反省を活かしてど

のように効率化をするかとか、そのようなことが重要な中で、評価をすると、自己ＰＲみ

たいなことでこのような書き方になってしまっているので、その辺は、次年度以降課題な



のかなというようにとらえさせていただければと思います。 

 他方で、効率化とかという場合に、緊急にやらなければいけないこと。例えば、１つだ

けの例ですけれども、先ほどのＪ―ＣＳＩＰみたいなものも、実はあれは、三菱重工があ

ったからやったというようにとらえられがちなのですけれども、時間をかけて、もう既に

今年度から情報共有の枠組みをきちんとしていこうじゃないかと、今年度からスタートし

ようと思って、経産省としては審議会とか勉強会をしてそのようにしていたところ、あの

ような形で三菱重工の案件、その他の案件も出てきてしまったものですから、早急に立ち

上げなければいけない、立ち上げるべきだろうということで、ＩＰＡの中でも人員とかい

ろいろな問題があったのですけれども、そこは逆に、ほかの業務なども尐し見直した上で、

効率化をしてやっていこうということで、Ｊ―ＣＳＩＰという組織、そこの部分の強化を

やるという形などもさせていただきながら実現にこぎつけたというようなこともあるとい

うのを補足だけさせていただきたいと思います。 

○松山分科会長  ありがとうございます。 

 それで、「業務運営の効率化」のところはちょっと置いておきまして、総合評価のほう

をみていただきたいのです。総合評価からすると、まあ、太田さん、ごめんなさいという

ことで、Ａでいいじゃないという話が、マジョリティーというか、３分の２以上の議決を

もって決定できてしまうので。ところが、業務の効率化をＢにしますと、総合評価も、Ｂ

になるんです。今回は各ウェイトが20％なので、Ａが３つ以上つかないと、全体としてＡ

にならない。 

 全体としてはＡでいいじゃないかということで、皆さんもそう思っていただけると思う

のですが、個別評価のところを、さあ、どういたしましょうと。今、宇野委員がおっしゃ

っていただいたようなスタンスで、業務運営の効率化のところをＡにさせていただくとい

うことは、私個人的には抵抗するつもりはないのですが、或いは、ほかのところでもうち

ょっと見直すといっても、なかなか難しいかなと。 

 国民に対するサービス１、２、３のところで、余り恣意的なことはやりたくないなとい

うこともあって、そうすると、４の業務運営のところで、今年は計画よりも前倒ししてい

るという宇野委員のご意見を入れさせていただいてＡにするということになって、総合評

価Ａという形ではいかがと思っていたのですが、いかがでしょうか。 

○阿草委員  賛成です。 

○太田委員  判断はお任せしますけれども、あえてまた時間をとってすみません。総合



評価で３・11への対応ですね。去年、たしか３・11の後すぐこの委員会をやったかと思う

のですが、そのとき、まずは職員の安全と、一部ボランティアで行ったということなので

すけれども、クラウドが有効だというのは一般的にいわれているけれども、じゃあＩＰＡ

は実際被災地に行って組織的に――それは経産省が命令しないと行かないのかもしれない

けれども、民間企業の３・11でのＩＣＴの対応はどうだったのか。もう何でもクラウドが

解決策の決め手というようなことになっていますが、本当にそうなのか。 

 僕は、総務省の関連で、被災地の地方自治体、浪江町に行ったのですけれども、ＳＮＳ

がすごい、すごいとかいっているんだけど、実はラジオが一番有効なメディアだったとい

うことははっきりしているし、防災無線も、この間のミサイルのときに聞こえなかったと

いうことで、やっぱり現場へ行って、民間企業のＩＣＴの安全性について、大災害のとき

どうなんだというのは、ＩＰＡがやるのかどうか。総合評価で第一の観点は、３・11の対

応です。２番目は、さっきの国の安全の問題と、３番目は、国民目線がいつも何かどこか

で、結局どうなのというのがいつもないんですね。メリハリがない。計画というのは、軽

重を問わないと。何でもかんでも 100点というのは絶対あり得ないですよ。 

 そこを、３・11でＩＰＡは本当に責任を全うしたのか。それは酷な言い方ですよ。でも、

あえて私は、せっかくというか、ここに出させていただいている以上、委員の責任として

問いたいのです。この辺はどうなんですか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  ３・11の後は、実際にはＩＰＡの職員が直接足を運ん

でヒアリングをしたケースと、あとは、ＩＰＡから調査として、一軒一軒回ってもあれな

ので、アンケートとして、震災のとき情報システムがどうだったのかというものの調査は

やっていて、それは、事業継続という観点で、より強靱な情報システムを作っていくには

どのようにすればいいのかというところの検討の土台として、３・11の経験がどうであっ

たかということは、昨年度かけて調査をしたのです。 

 その結果を踏まえて、多分まだ結果は出てないと思うのですけれども、より強靱な情報

システムをつくっていって、事業継続を維持していくためには、どのようなアーキテクチ

ャーなのかシステムをつくっていけばいいのかというところはＩＰＡが取り組んでいると

は聞いております。 

○太田委員  それがちょっとみえなかったんですね。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  そこの触れ方は、業務報告書にはさらっと書いてあっ

たような感じで。 



○阿草委員  「高い回復力をもつ情報システムの構築に関するガイド」というのは書い

てあった。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  その辺については、実際に東北に行っていろいろ調べ

たというのは事実として。 

○太田委員  何社ぐらい。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  そこまでは……。 

○太田委員  公表されたんですか。――公表されなきゃ意味ないんです。独法ができる

ことは、まさに民間企業ができないことをやるということであれば、去年の３・11は、―

―何度もしつこく言い過ぎるかもしれないけれども、やっぱりここの大づかみ感というの

は大事なんですよ。だって、何だかんだ国のお金を使っているわけですから。そのための

我々評価委員会でしょう。それがなかなか反映されてないと、いつも非常に歯がゆくて。

とりわけ去年はＩＰＡにとって逆にチャンスだったんです。Ｊ―ＣＳＩＰというところで

一定の成果があったけれども、３・11での存在感はなかった。個別の評価もさることなが

ら、大きくみていかないと。 

 そこはどうなんですか。そういった意味では、僕は総合評価は決してＡとは……。国の

大災害に対して、それこそ心臓部分であるＩＴを支えているＩＰＡが何をやったんですか

といったら、今、ご説明で、ある程度あったけれども、どういう社会的責任を果たしたん

ですかと。それは 100％の回答はないと思うけれども、二言目にはクラウド、クラウドと。

本当にそうですか。実際の調査というのは現場へ行かないとわからないんです。 

○松山分科会長  ただ、太田委員はそうおっしゃいますけれども、人材育成の試験業務

に関しては、全国業務でやっていまして、やはり現場レベルでかなりの努力、現場との調

整はやられているんだと思います。 

 それは、国の制度は何かというと、国家試験の受験料は天変地異があろうと返さないと

いう国家の大原則があるんです。とはいっても、受験会場が津波で流されたような地域の

方々に対して、それを国だからといってやるわけにいかないからということで、どの程度

やられたかわからないですけれども、はっきりいって、身銭を切っておられるわけです。

それは、この前の財務報告のところでも、人材育成の積立金を取り崩させてもらいました

と。当然、結果として受験生が減って――何も彼らの肩を持つつもりはないんだけれども、

そういう意味での試験制度をやっている責任感のところは、かなり受験者、あるいは被災

者の視点で対応していただけたと、私は高く評価しているんです。国の国家試験の制度で



そこまでやるようなことというのは、国の中でやっていたら多分できないでしょう。そこ

は、独法の積立金――試験勘定で積み立てるところがあるので、それをそういうところで

やったというのは、私は、本当に一人一人の状態でやられたんだと思います。というのは

つけ加えさせていただきます。 

○太田委員  もちろんそれは認識しています。それで、たしか１億円でしたか、出費し

たんですね。それは認識しているんです。 

○松山分科会長  だからといって、３．のＩＴ人材がよくやったとはいえないという評

価をさせていただいているんです。それはそれでということだと思っているのです。です

から、震災対応のところが、この中期計画の年度評価に対してどうやればいいのかという

微妙なところはあるのですけれども、まあまあ、そういう対応できるところに関してはや

ってきている。もちろん、もっと対応すべきじゃないかというところに関してのご批判が

あるというのはわかっていると思いますし、あるべきだと思いますけれども。 

○江口情報処理振興課長  今、太田委員のおっしゃったようなことというのは、もちろ

ん独法としてもやれることかと思う一方で、これはあくまでＩＰＡだけではなくて、経産

省全体として、さらには政府全体としてどのような基盤をつくっていくべきかということ

になろうかと思うのです。ＩＰＡでやっている部分ももちろんあります。それらを踏まえ

て、我々としてもう尐しいろいろな活動をしていかなければいけない、そういうことかな

と思います。 

○太田委員  僕はたまたまそのとき、被災地はどうだったかと、浪江町と南相馬に実際

行って、ＩＣＴの人に聞いたわけです。それは公開されていると思うのですけれども、そ

ういった具体的なことはＩＰＡもやるべきだったなと。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、地元での情報発信――その瞬間ですね、

震災が起きた後、どのように情報を入手するかというのはラジオが一番有効ということは

ありますけれども、クラウドは、そのときに情報を入手するということだけではなくて、

その後の、流されてしまったとか、そのようなトータルで考えたときにいろいろな問題が

あると思うので。 

○太田委員  現場に行って初めてわかることがあるので、そこをやってくださればよか

ったなぁと――まあ一部やってらっしゃるといっても……。 

○江口情報処理振興課長  十分だったかどうかというのはありますけれども、やらせて

いただいているのは事実だということだけここではお伝えしたいと思います。 



○松山分科会長  ありがとうございます。 

 時間も大分オーバーしてしまいましたので、今の評価を、手続きの誤りがないかという

ことで、事務局のほうから確認していただけますか。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  まず、「情報セキュリティ対策の強化」がＡで、ウェ

イトが20％ですから 0.8点。それから、「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」がＡ

で、ウェイト20％で 0.8点。「ＩＴ人材育成の戦略的推進」がＢで、ウェイト20％で 0.6

点。「業務運営の効率化」がＡで、ウェイト20％で 0.8点。「財務内容の改善及びその他事

業運営」がＢで、ウェイト20％で 0.6点。これを合計いたしますと 3.6点ということで、

総合評価がＡということになりますので、確認をさせていただきます。 

○松山分科会長  ということで、よろしゅうございましょうか。――こんな形で、評価

の数字を出すというよりも、我々が評価したときにいろいろ気になったこととかというの

をこの委員の中で情報共有させていただいて、またＩＰＡさんといろいろコミュニケーシ

ョンされるときに、有形無形の形でフィードバックしていただければいいかなということ

でございますので、ちょっと時間をとらせていただきました。 

 それでは、ちょっと遅くなりましたが、ＩＰＡさんに入っていただきます。 

○江口情報処理振興課長  松山先生がいわれたとおり、評価自身は、結果もさることな

がら、ご指摘された点をきちん伝えて改善をしていく、そこにも重要なポイントがあると

思いますので、そこはきちんと取り組みます。 

○松山分科会長  次の議題もございますけれども、中期計画をまた考えなければいかん

という年でございまして、そういうところの議論へ今回の評価のプロセスを反映していた

だければいいかなと。特に、今は、ご承知のように、産総研との統合という話もあり、進

んでるような進んでないような状況なのですが、国会の状態をみていて、決まってから動

いていたのではとてもじゃないけど遅いので、どんどん議論を進めて、計画を立てなけれ

ばいけない。そういうところで、また経産省とかＩＰＡのほうからも委員の先生のご意見

ということがあろうかと思いますし、そういう形でどんどんフィードバックをしていって

いただければいいと思います。 

 

     （ＩＰＡ関係者入室） 

 

○松山分科会長  よろしゅうございましょうか。 



 それでは、ちょっと時間もございますし、詳しい評価結果に関しては報告書等で出ます

ので、また見ていただくとして、結果だけご説明させていただきます。 

 まず、個別評価でございますが、「情報セキュリティ対策強化」はＡとさせていただき

ました。「ソフトウェア・エンジニアリング推進」もＡでございます。「ＩＴ人材の育成」

に関しましてはＢ、「業務運営の効率化」に関しましてはＡ、「財務内容の改善」に関しま

してはＢ、総合評価としましては、Ａという形にさせていただきました。 

 時間がないので簡単にしか申し上げませんが、今の最終的な結論に至るまでに、お待ち

いただいたぐらいの時間で議論をさせていただいております。特に、次期中期計画等々の

策定に関しまして、また評価委員の先生方にいろいろご意見を伺っていくと思いますので、

ＩＰＡ側といたしましては、単に今年度のこの評価というだけではなくて、各委員と意見

交換、あるいは本日もいろいろなご意見がございましたけれども、それを踏まえて、次期

に向けた展開に役立てていただければ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。 

 特に理事長のほうからコメントございますでしょうか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  長時間ありがとうございました。ご審議をいただいて、総合的に

はＡという結果をいただきましたけれども、今、松山分科会長からもお話ございましたよ

うに、今日のお話を通して、それから各委員のところへお邪魔を申し上げてお話をさせて

いただいた経緯等、我々自身が今までの評価というのは毎年毎年評価アイテムが変わって

きますから、そこのところをきちんと把握して、それに合った資料というか、ご説明とい

うか、やはりどうしても従来からということで、その辺にいささか抜かりがあったと思っ

ておりますので、ぜひその辺は、今、松山分科会長からもお話ございましたように、これ

から新しい中期計画が始まりますと、今まで以上に各委員のところへお邪魔をして、中期

計画の中身もしっかりと詰めてまいりたい。それがある意味では今年度の我々の大きな仕

事の１つでございますので、これからもどうぞよろしくご指導、ご鞭撻をお願い申し上げ

たいと思います。 

 本当にありがとうございました。 

○松山分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、議題の (4)に移らせていただきたいと思います。これは、「独立行政法人情

報処理推進機構の組織・業務全般の見直しについて」という議題でございますけれども、

最初に、資料４に基づきまして、事務局のほうから趣旨と概要をご説明いただいて、議論



をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  それでは、ご説明いたします。資料４をごらんくださ

い。「独立行政法人情報処理推進機構の組織・業務全般の見直しについて（案）」でござい

ます。 

 こちらは、今年度、第２期中期計画の期間が終わるということで、第３期中期目標・中

期計画の期間に向けて、中期計画を策定するためのベースとなるものとして議論をさせて

いただくものでございます。 

 本日いただいた意見を踏まえまして、この見直し案を固めて、それを８月20日に行われ

ます経済省政策評価・独立行政法人評価委員会で議論をするというようなプロセスになっ

てまいります。これが通常の手続きでございます。 

 他方で、前回ご説明しましたけれども、独立行政法人の統合に向けて、現在、新しい通

則法が審議待ちになっておりまして、こちらの審議が通って法律が施行されると、中期計

画の期間が１年延びてしまうので、こちらの見直し案についての議論というのはそもそも

なかったことになるというようなことが起きてしまいます。正直申しまして、ここで議論

いただいたものというのは、その場合には、新しい統合された法人での業務というところ

にもうまく生かしていこうとは思っておりますけれども、若干、例年と比べまして不規則

なことが起こり得るということをまずご認識をいただいた上で、ご議論をいただければと

思います。 

 それでは、資料４につきまして、簡単にご説明いたしますと、基本的な方向といたしま

しては、やはりＩＴというのが我が国経済社会に深く浸透いたしまして、基盤を構成して

いるということで、そのＩＴが国民生活を豊かにして、経済活動の効率化、あるいは省エ

ネルギーにも役立っておりまして、今後ますますデータの量が増えていくといったビッグ

データの時代が来て、そういった世の中で、ますますＩＴが重要になってくるであろうと

いうことで、つい先日、「とりまとめられた」と書いてありますが、まだ議論中でござい

ますけれども、日本再生戦略においても、情報通信技術のセキュリティ強化というところ

に配慮した利活用を進めていくとか、基盤をちゃんと確立していくというところが示され

る予定となっております。 

 こういった流れを受けて、ＩＰＡとしては、現在行っている業務をさらに強化していく

ということが全体の流れとなります。 

 以下、現在、中期目標・中期計画でやっているものに加えて、追加した要素のところに



下線を引いてありますので、そこの点だけ簡単にご説明したいと思います。 

 まず、「事業の重点化」のところ、１．の (1)をみていただくと、３つ目の◇のところ

に「国際的な制度協調、多種大量データ時代における標準的技術基盤の形成」ということ

でありまして、これは、主に国際標準、グローバル化を踏まえた中でのＩＴの基準という

ものをきちんと我が国として確立して、さらにそれを国際的にも整合性をもった形にして

いくというものが１つ。もう１つは、いわゆるビッグデータですけれども、大量なデータ

の時代においてどういう標準的基盤を我が国に提供していくのか。このようなところを重

視したらどうかというのが１つ。 

 それから、 (2)といたしまして、こちらは人材育成のほうでございますけれども、現在

行っているＩＴ技術者の高度化と、ＩＴパスポートで一部始まっている人材全体、ＩＴの

ベンダーのエリアだけではなくて、使う側の人たちのリテラシーの向上というところをさ

らに超えて、ＩＴを使う側の人材をより高度化していくというところに力点を置いてはど

うかと考えてございます。 

 金融業務については、債務保証業務が終了いたしましたので、残りの債権管理義務をし

っかりやっていくということと、組織の見直しというところは、先ほどご説明したように、

若干不規則な要素がありますので、そもそもここに独立行政法人の統合の話を書くのかど

うかというところは、現状の制度だと、ＩＰＡが今後５年間、引き続き存在することを仮

定した上で中期目標を立てるというのが今の制度なので、その中に独法の見直しを書くの

か、その評価を書くのかというところは、まだ確定はしていないので、こちらについては

全体の仕切りをみながら、書きぶりについては判断させていただければと思っております。 

 最後に、業務全般に関する見直しといたしまして、１枚めくっていただきますと、契約

については、随意契約はやむを得ない場合が残っているということで、その健全性は維持

するということと、あとは、これまでなかったのですけれども、広報戦略の強化というこ

とで、この場でもいろいろご議論いただいていますけれども、世の中にきちんと広めてい

くというところをしっかり中期目標に書き込んだ上で実行していくということがいいので

はないかということで示させていただきました。 

 以降は、今ご説明した中身をもう尐し詳しく書いてあるものでございますので、時間も

限られておりますので、ここでご説明は終了させていただきまして、ご議論いただきなが

ら対応させていただければと思います。 

 以上でございます。 



○松山分科会長  ありがとうございます。 

 今のような形で、尐し次期中期計画が流動的な面がございますけれども、ＩＰＡの改革

のあり方とか、先ほども太田委員がおっしゃっていただきましたけれども、そういうこと

に関しては、こういうところでちゃんと書き込んでいくというのは非常に大事な話ですの

で、今ざっとみていただいて、何かご意見がございましたら、お願いいたします。 

○阿草委員  よく「国民目線で」と太田委員にしかられるというか、国民に見えている

かというときに、ビッグデータというとプライバシー側の問題があるのですが、、ここで

は情報を活用するという側で書いて、プライバシーみたいなことは余り書かないんですか。

国民からみると、ビッグデータでみんなとられて、大丈夫かと思うのに対して、ＩＰＡが

ちゃんとうまくやると言って欲しいですね。セキュリティじゃなくてプライバシーですけ

れども、そういうのは、情報処理推進機構はどちらかというと活用側のほうを書くのかと

いうのは、それがちょっと微妙な書き方になりそうかなと思ったので。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  そうですね、私が書いた思いというのは、どちらかと

いうと利活用側であって、プライバシーの強調というのは、日本においては強くなる傾向

にあるので、むしろそこは確保しなければいけないのだけれども、ちゃんとデータを使っ

ていこうと。 

○阿草委員  そのことが、プライバシーをちゃんと確保してどうするかはＩＰＡの仕事

なのか、それはまた別で、これはいわゆる規制庁的なものなので対応し、その両面がある

のを、プライバシーはどこかでやるので、こっちはこう書きたいというのなら、それでい

いのだけれども。 

○徳田委員  活用する側の人がこのように匿名性を担保して、ひもづきができない状態

で統計的な処理をしているとか、リテラシーのまだ――ビッグデータって何だろうと思っ

ている人たちに対して、うちは大丈夫です、大丈夫ですといって、ただやみくもに活用を

スタートするのは良くなくて、やはりこういうプライバシー安全技術があって、結局、ウ

イルスや何かの教育と同じだと思うのです。 

 だから、僕は阿草先生の意見に賛成で、それを両面でＩＰＡがやらないと、経産省はそ

んな窓口をもってないんだから、なかなか国民に浸透していかないから、医療データや何

か、センシティブなものも含めて、先ほどの３・11の太田委員の議論もそうなのですけれ

ども、非常事態になったときに、どういう権限のある方だったら医療データが直ぐみれて、

特殊チームは、あなたの場合はこういうデータでしたねと、そういう制度設計もちゃんと



してあげないと、日本はちょっとおくれてしまっているので、利活用するための制度、レ

ッドテープを変えていかなければいけないところも含めて、それから、リテラシーや何か、

啓蒙活動というのも両面ないと、不信感ばかり募って、こんなことも、あんなこともやっ

ている、どうなっているんだろうということになってしまうので、ぜひ啓蒙の部分も入れ

られたほうがいいと思います。 

○松山分科会長  個人情報で前に同じような議論がありまして、どうしてもプライバシ

ーの方がどんどん広がっていくでしょうというときに、それに関してはＩＰＡの所掌じゃ

ないよ、経産省のどこかが何かやるんだよ、そういう話はなかったですか。 

○江口情報処理振興課長  個人情報保護法が経産省の所管かというのは、また別に情報

経済課というところでやっています。だから、全体の制度がどうなるかというのはもちろ

んそうなのですけれども、実際にこういうものを広げていこう、使っていこうといった場

合には、そのような制度も意識しながら、どういう技術をもってそれをカバーしていくの

かとか、そのようなことは意識してやっていかないといけないということになるのは事実

だと思います。全体の制度支援はＩＰＡの仕事ということではないですけれども。 

○松山分科会長  実は２～３年前に同じような話をしたことがあるのです。そのときは、

そっち側はそっち側で、規制側のほうはそっち側なんだよというトーンで終わってしまっ

ていたような形で、そうすると、残るのは、ＩＰＡはプロモーション側の立場になってし

まって、という変な形になるということに対して、今、徳田委員がおっしゃっていただい

たような形で、基本スタンスはプロモーションでいいんじゃないか、役割分担的に。だけ

ど、プロモーションのために、そのセキュリティ、あるいはプライバシーということを守

るための技術をちゃんとやることがプロモーションにつながるんだという理解をもっと強

烈に打ち出してやったらどうでしょうかと。多分、阿草先生もそういうことだと思うんで

すけれども。だから、単に、平たくプロモーションというのは、それはやはりちょっと違

うんじゃないということは、ＩＰＡさん、経産省さんも心しておいたほうがいいんじゃな

いかと思います。 

○太田委員  今の観点と同時に、なかなか難しい日本語なのですけれども、こういった

大量データを利活用、個人情報を守りながらしていくという議論なのですけれども、一方

で、もうグーグルもプライバシーポリシーを変えています。グーグルやフェイスブックや

マイクロソフトやアマゾン、まさにこうしたプラットフォームで個人情報を集めて稼ごう

という１つのビジネスがありますね。そことの立ち位置はどうなのか、よくわからない。 



 今の利活用とか、それはわかるんです、個人情報を尊重しながらと。実際に毎日どんど

ん行われてますよね。全くそれがなかったら、もう一回ルール化しましょうとか、いろい

ろあるけれども、実態としてはもうどんどん進んでいるわけでしょう。そういったときに、

国はどうするんだ、その中で実践部隊としてＩＰＡはどうするんだという位置づけがない

と。利活用と個人情報を論ずる前に、どういう立ち位置でいくんですか。国の政策として

どうなんですか。それを国民目線じゃなくて、この産業を――産業というとまた先生に怒

られてしまうんだけれども、どこの位置づけなのか。それがわからない。実態はどんどん

進んでいるじゃないですか。 

○松山分科会長  多分同じ話が、２年前だったか、オープンソフトウェア開発・普及支

援とかの後継でオープン・クラウド環境整備事業ではだめと、おとりつぶしになった経験

をどうやって生かすかと、基本的に同じ話ですね。ビジネス世界でどんどんやっているこ

とに関して、こういうことに関して何を国としてやろうとするか、そこがはっきりしない。

おっしゃるとおりですね。ファッションに乗って、ビッグデータ音頭を踊り出して……。 

○太田委員  セミナーで稼げますけどね。ＩＰＡはセミナーで稼げるけど、それが目的

なのか。その立ち位置というのか、そこをはっきりしておかないと、次の議論にならない

と思うんです。 

○江口情報処理振興課長  立ち位置をどうして行くかと思う一方で、きちんと整理をす

る、それはご指摘のとおりかと思いますけれども、１つあるのは、グーグルなり何なりが

今やっていることは、自社で全部情報を集めてきているわけですね。自分たちが使うため

に。だけど、今いっているビッグデータは、それだけではなくて、公共データの開放とか、

そのようなもの、さらには他社がもっているデータ、ほかの人たちがもっているデータを

含めてどう組み合わせて使っていくか、ここの部分はまだまだこれからということじゃな

いかなと思うのです。そういう意味で、言葉はともかくとして、標準的基盤技術などとい

う言葉を使って書かせていただいているということなのです。 

 したがいまして、１社が独自に集めた情報をどう使うかということよりも、もっと広い、

いろいろなところからいろいろなデータが来るようなものを想定して、こういうものが必

要じゃないか、その基盤づくりが必要じゃないか、そういう考え方に基づいてこれを書か

せていただいたと。 

○太田委員  Ｊ―ＣＩＳＰと同じことですよね。つまり、ほかの会社のものを強制的に

集めるんだと。 



○江口情報処理振興課長  いやいや、強制的に集めるということではなくて、他社のも

のが世の中に提供できたときに、それをどう使っていくかということになるのです。強制

的に集めて全部１つの基盤にしましょうなんて、そんなことまでやろうというのはとうて

い無理な話ですから。 

○田辺情報処理振興課課長補佐  これは、先ほど松山委員長からご指摘のあった、オー

プンはクラウドにというところで仕分けでやられたときに、我々は、相互運用性の確保だ

というところを主張させていただきましたが、残念ながらご理解はいただけなかった。本

件のビッグデータの話というのは、基本的にはやはり同じだと思っています。データを囲

い込んで、そこのデータが強権的に高い値段でそのデータを売るとか、そういう不健全な

データの活用の環境になるのではなくて、さまざまな人がデータを活用して新しいイノベ

ーションを起こしたり、技術を開発したり、そのような環境を整えていくには、データに

関してのロックインが起きないように、きちんと標準的な基盤を提供していかなければい

けないので、それはＩＰＡがデータをためるということではなくて、ここはまさに今議論

はしているところですけれども、さまざまなデータをプライバシーを確保しながらきちん

と伝えるような環境をつくっていく。 

 それは、その１つのプラクティスとして失敗したのが、ＥＤＩみたいに１個のフォーマ

ットをつくって、みんなこれでやろうとかといってやると、皆さんそれぞれ微妙に違って

いて、うまくいきませんねというようになる。そういう過去の事例もあるので、そこのと

ころは、ＥＤＩ的な、フォーマットを１個つくるというよりは、さまざまなデータをうま

く使っていくための結節点としてどういうアーキテクチャーでそれをとらえるのか、そう

いう標準を用意していくのか、そんなところをつくっていくというのが国の役割としてあ

ると思っています。 

○松山分科会長  でも、そこのところは個人的にそう意義があるとは思ってなくて、そ

んなのは民間企業がいろいろやっているのだから、国として本当にやるのだったら、電子

政府というものをちゃんと示して、国民の了解を得て、だからその基盤としては国がちゃ

んとやっていくというのだったらまだわかるのです。民間がいっぱい、アマゾンが集めた、

グーグルが集めた、何とかの医療機関が集めた、それを統合する基準をＩＰＡがつくった

って、そんなのだれも見向きもしないのはわかっているんだよね。だから、そんなのつぶ

せといっている。クラウドコンピューティングと同じで。そういうことをなぜまたいうの

かなというのは、これだけいっているのにどうしてわからないのかと何回もいいたくなる。 



 だから、ＩＰＡの立ち位置が、太田さんが今日ずっとおっしゃっているけれども、国民

のためにということをやるのではなくて、それをやるべきだとずっといっているんだけれ

ども、やっぱり何かファッションで、何か新しいビジネスのキーワードがあったら、ビッ

グデータ、クラウドがあったらクラウドだと。そのための標準、別にシステムソフトウェ

アハウスじゃないから、後ろにはソフトウェアハウスがついていて、その人たちがやるた

めに共通プラットフォームをお国も旗振ってやりますよ、講習会もやりますよと。どうし

てそういう発想になるのか、私は全然理解できない。それは文化の違いなんです。そうい

うことをまだやられるんですかと私はいいたい。 

 それは、事業仕分けした人がいいか悪いかは別にして、経産省もその仕分けのところの

視点で、そういう人たちから向けられている批判に対してどうするのかと真摯に向かうべ

きだと思います。 

○宇野委員  私、大きく３つぐらいあるのですけれども、１つ目は、先ほど来ずっと話

題になっている情報セキュリティ。外国からのアタックみたいなものがあったときに、Ｉ

ＰＡはどこの役割を果たすのかという位置づけがふわっとしたままなので、また同じこと

を繰り返すような気がするので、位置づけを決めるなり何なりしないと、いつまでたって

も余り進まないような気がする。結果として、外国からのアタックとかいろいろなものが

国として防御できる体制、役割分担というのが、ＩＰＡでないとしても、何か必要な気が

するのです。 

 ２つ目は、今、松山先生おっしゃったとおり、電子政府が、昔からいわれているのです

けれども、いつまでたってもなかなか進まなくて今度国民ＩＤが入ったら進むのか進まな

いのかもよくわからない。でも、本当はこういうことがないと、そういうのが実現されな

いと、社会コストは下がらないと思うのですけれども、そこを、ＩＰＡが適当かどうかわ

かりませんが、進めていく１つのセンターみたいなことはできないものかというのが２つ

目であります。 

 ３つ目は、さっきのビッグデータの話は、私どもなんかにはビッグデータはないのです

が、ビッグデータをもたれている会社さんはそれなりにありますから、その人たちと、何

かやりたいですねという話は、アイデアはあるのですけれども、最後は何が怖いかという

と、プライバシーの問題が何もよくわからないから、そこでみんな腰砕けになってしまう

のです。だから、技術基盤なのか、そもそも枠組みとしてどこまでがどうというのが整理

されないと、本当に宝が宝としてただあるだけ、宝でなくなってしまうという状況だと思



うのです。 

○松山分科会長  今のクラウド、ビッグデータというファッションキーワードの使い方

に振り回されないような冷静な形で中期計画とかＩＰＡのミッションステートメントをし

ていただかないといけない。それは10年間ずっと強く言い続けておりますが、お考えくだ

さいということは申し上げさせていただきます。 

 あと、セキュリティに関しても、内閣のところもありますし、警察も、サイバーポリス

みたいな形のところもやってきていまして、それぞれのところで並行的にやってきている。

ＩＰＡさんはだれに対しての組織かというと、やはり一般国民、企業というところで、国

の防衛ではないんですね。犯罪の取り締まりでもないというところなので、今、宇野委員

がおっしゃったような形で、ＩＰＡさんのやるのは、これではない、これではない、残り

のところみたいな感じの言い方が、国家防衛戦略、あるいは防衛機密を守りましょうとか、

著作権法に関する違反を取り締まる、そういう明快な話ではなくて、基本的には情報社会

生活の基盤をできるだけ安心・安全に高めるためにということだと思うのです。そのライ

ンでビッグデータというかセキュリティやプライバシー情報の絡んだものに関するものを

どう取り扱ったらいいのか、それはよくわかるのです。だけど、何かプロモーション側の

話とかというような形がどうしても出てくる体質については、何回も申しますけれども、

ご自戒ください。だれもＩＰＡにはそんなものは求めていないということで思ったりして

いるということでございます。 

 ほかには何かありますでしょうか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  今のお話は、非常によく理解はできるのですが、私、自分がやっ

てきた仕事の中から考えても、この15年、電子政府については私は最初からタッチしてや

らせていただきました。徳田委員がおっしゃるように、何ら動いていません。今回もこれ

で、クラウドだ、どこだで動くのかなという話もありましたけれども、私には動いている

ようにはみえない。もちろん、例の国民番号制の問題もありますけれども。 

 ではＩＰＡは何ができるのかと考えた場合、電子政府なら電子政府に限った場合、尐な

くとも公共のいろいろなデータというのは、それこそ国、役所、地方公共団体、みんなそ

れぞれバラバラなのです。しかし、非常に貴重な――そんなことは釈迦に説法かもしれま

せんが――データがたくさんある。ですから、そういうものをしっかり利活用できる。非

常に口幅ったいかもしれないけれども、そういうものの基盤をつくっていく、標準化をし

ていくという話は、ＩＰＡとして絶対にやるべき仕事だと思っており、ぜひそういう形で



……。 

 確かにおっしゃるようにプライバシーには十分注意しなければ、ビッグデータはそもそ

も使えませんし、日本の場合だけではなくて、どこだって、今、そういう例でいろいろな

訴訟も起こっていますから、そういうことはよく先生方に、我々はこう考えますというも

のをお示しして、それを情振課といろいろ調整、意見を戦わせた上で、その結果をぜひ中

期計画の中に我々はこう考えるという形でお持ちしたいと思っています。 

○松山分科会長  １つ、理事長がいわれるのもよくわかっていますが、行政情報の錯綜、

混乱、それを共通プラットフォームに乗せるだけで行政効率がすごく上がるのです。そん

なのは、申しわけないけど、とうに京都府で私もやっているんです。何をやっているかと

いうと、市町村は市町村でいろいろやられる。それを京都府さんが音頭をとって、府域内

の――京都市を除くなんだけれども、まあそこは聞かないで（笑声）、徴税業務で共通プ

ラットフォームを３年ぐらい前にやりました。まあいろいろあるわけです。それで、最近、

みんなインターネットで情報を公開するわけです。当然、統計情報しかやらないでしょう。

だけど、隣の町と比べてうちの村は何でこんなに納税率が低いのと。これは一目瞭然、て

きめんに効くんです。そうすると、何が起こっているか。納税率が徐々に上がるのです。 

 だから、それは基本的には行政サービスの問題なのです。そこは行政単位で、本当に市

民、府民、県民の方々がおられるために、地方自治体がまずしっかりとやるべきだと私は

思って、京都府さんとは一生懸命やらせていただきバトルもしました。もう本当にバトル

ですよ。そんなの市長さんは嫌なのに決まっているんだから。プライバシーじゃないんで

すよ。いろんな状態が数字に見えるのです。そこを地道に――別に京都府だけじゃないと

思います。やってますよ。防災系の話も、共通化しましょうと。行政の中でも、情報共有、

見える化をプロモーションしているというのは、震災のところも含めて、ずっと来ている

わけです。それで、ＩＰＡは何をするんですかということなのです。 

 そこは非常に難しいわけです。情報処理システムが普遍的にできるというのは、オペレ

ーティングシステムとかネットワークプロトコルという話はできるんだけれども、個々の

アプリケーションに関して、現場をもたないＩＰＡがそれをできますかというところに本

質的な問題があるのです。現場をもたないのに、現場で役立ちますよとやっても、現場と

しては何の役にも立たない。 

○藤江ＩＰＡ理事長  先生、お言葉ですけれども、私どもは現場に一足飛びに使えるよ

うなものがご提供できるなんて思っていません。まず、その前のステップとして、我が日



本国においては、残念ながら、国レベルではきちんとしたそういう標準化的なものができ

て、それからそこにアプリをぶっ込んでいかなければということなんだと私は思っていま

す。 

○松山分科会長  わかります、わかります。だけど、その基盤が、電子政府を含めて、

一気にできて、速やかにすすんでいくんだといって、ガバナンスのある国だったらいいん

だけれども、そうでもないので、なかなか投資に対して効率を……。 

○太田委員  相当基本的な考え方を誰かが決めなければいけないんだけれども、いずれ

にしろ、３番目はわかりやすく書いてください。今、遅々として進まない電子政府の再構

築のための基盤の構築とかね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  いやいや、太田委員、これはまた役所間の問題があるのです。 

○太田委員  こういうキーワードで評価しろといったって、ますます魑魅魍魎で、わか

らないですよ。 

○藤江ＩＰＡ理事長  だけど、そうなってくると、ＩＰＡって一体何をやるところだと

いう話になる。 

○太田委員  だから、３番とか、だれかが決めていただいて、もうちょっとわかりやす

くしてくださいと。今、電子政府が出たんだから、遅々として進まない電子政府を再構築

するというのであれば、わかりやすいですね。 

○阿草委員  常に国民目線といわれてしまうと、産業界からは説明しやすくても、国民

目線といって何が変わったのと、まず聞かれますよね。そのときに、電子政府をやられる

といったら、わかりやすい。 

○藤江ＩＰＡ理事長  国民目線というのは、人それぞれが全然違う価値観なのです。だ

から、そういうものをもってＩＰＡが普遍的にこれで国民目線と、私どもはこのようにや

らせていただきました、ご好評を博しました、なんて恥ずかしくて顔が赤くなりますよ。 

○太田委員  ともかく、わかりやすさということをいっているんですよ。国民目線が、

世論がどこに中心点があるなんていうのは、いろんな議論がありますよ。だから、まず最

低限、わかりやすくしてくださいと。 

○阿草委員  評価のときにはそういう言葉が入ってしまっていると、評価委員としては、

じゃあ評価のあれを変えてくださいといわざるを得ないですよね。評価委員は、国民目線

というので、国民へのサービスと業者へのサービスとは違うと評価委員としては読んでし

まいます。だから、記述そのものを変えてくれないと、評価委員にいわれても……。だか



ら、国民目線でといわれた瞬間に、評価委員としてはまずいなと。 

○太田委員  皆さん、これで評価できますか。この見出しで。 

○松山分科会長  独法のあり方とか、いろいろもとへ戻ってしまいますが、日本の全国

的な流れとしては、行政組織というのは国民を向くべきだと。それは、首相であっても、

あるいは首相だからこそ余計に国民をみるべきだ。だから世論調査がこれだけ各局いっぱ

いある。それがすべて当たっているとは思わないし、いろいろな意見があるんだけれども、

世の中の政治全体の、行政全体の向き方が、国民・生活者に向かってのメッセージ性が求

められている。これは疑いようのない事実ですね。 

 だから、業界団体というのを通そうとするのであれば、それはもう行政組織から外れて

くださいということなのです。業界団体が勝手に何とか協会をつくったって構わないんだ

から、それはもう業界団体でおやりください。行政府としてはそういうことはやらないで

すよ、業界のためにやるということではなくて、国民のために何ができるかというように

やりましょうということの大きなトレンドがあるのです。そこを、もしトレンドがないと

おっしゃるのだったら、それは大きな問題だと思いますね。 

 そこのところは、本質的に、独立行政法人というのは何のためにあるのか。10年間こう

やってきた中で、今度、第３期があるかどうかわかりませんけれども、通則法がまた抜本

的に変わって、経済成長第一というような――今は尐し芽が出たぐらいですが、そういう

ことになってきて、そのためには国が産業政策のために業界団体をどんどん育成すべきだ

と、かつてやってきたわけですね。通産省はそういう組織だったですね。そこに戻らない

という保証はないのですけれども、現在の政府、行政の状態としては、それはしませんと

いうことは明快にいっているはずなのです。そこを私はずっと申し上げているわけです。 

 ですから、通産省の時代につくられた業界団体をずっと引きずるというのはやめましょ

う。現時点での多くの国民の意識というのは、社会のためにどうかという形でミッション

を果たしてください。だから評価も国民に対するサービスというのでやりましょう。そう

いうスキームなんです。ですから、やはりそれには従ってもらわないと、本質的に、組織

としての意義がなくなるというようなことを肝に銘じていただきたいと思うのです。これ

も、前のときも申しましたけれども、中期計画、産総研の期締めのときですので、そうい

うところも腹をくくってやっていただくことが望まれている、そのような１年だというよ

うにご理解ください。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、これは今日のご議論のために出させてい



ただきまして、ご議論があったのですが、太田委員いわれたように、この１行で評価をし

てくれというわけではなくて、ほかにも出てきますので。 

○太田委員  大事なんです、この１行に何を書くかというのはすごく大事なことなんで

すよ。 

○江口情報処理振興課長  ええ、その辺はわかりやすく、かつ的確にいえるようなもの

にしなければいけないというのはそのとおりだと思いますので、またちょっと修正をさせ

ていただきます。 

○松山分科会長  今回、危惧していますのは、産総研と本当に統合となると、産総研は

やはり産業界向きなんですね。彼らの国民というのは産業界、大・中・小・零細含めてで

すね。ＩＰＡがいっている国民というのは、そういう人も含まれるけれども、というとこ

ろがあるので、そういうところの話をちょっとやらないと、私としては実は非常に危惧感

をもっていて、下手すると、ＩＰＡがソフトウェア業界向け支援組織に戻る可能性がない

わけではないと思ったりしているということです。だから、その辺の危惧を踏まえて、よ

りきつい姿勢でやっているという背景はご理解ください。 

 そういう中で、産総研との統合の話につきましては、私もよくわかってないのですが、

とにかくスケジュール的にはこの夏、秋、来年の通常国会というステップがありますので、

常々、特に委員の先生方には、ＩＰＡはどうあるべきか、産総研との関係ということも含

めて積極的なご意見をどんどんいただければありがたいと思っています。ある意味で、生

かせるチャンスですので、そういう意味で、積極的なご検討とご発言をお願いしたいと思

っております。 

 よろしいですか。 

○江口情報処理振興課長  本日、意見を言い足りなかったことがあったら、メールでも

いただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○松山分科会長  では、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。 

 

                                 ――了――  

 


