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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２８回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２４年１２月１４日（金） １６：００～１８：００ 

２．場 所： 経済産業省 別館８階 ８５０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 

４．議 題： （１）中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しにかかる論点に

ついて 

（２）第二期中期目標期間における業務実績について 

   ・情報システムの信頼性の向上に向けたソフトウェアエンジニアリン

グの推進 

   ・ＩＴ人材育成の戦略的推進 

   ・ＩＴの安全性向上に向けた情報セキュリティ対策の強化 

（３）その他 

 

○松山分科会長  それでは、独立行政法人評価委員会第28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。 

 議事次第に沿いまして進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

順番といたしましては、まず事務局から、中期目標期間終了時における組織・業務全般の

見直しにかかる論点についてということでご説明いただきまして、その後、ＩＰＡより第

２期中期目標期間における業務実績について。第２期の主な業務である情報システムの信

頼性の向上に向けたソフトウェア・エンジニアリングの推進と、ＩＴ人材育成の戦略的推

進、さらにＩＴの安全性向上に向けた情報セキュリティ対策の強化の３につきまして業務

実績等をそれぞれご説明いただきまして、委員の先生方からご意見をいただくという形で

進めさせていただきたいと思います。 

 議事の資料の確認というのがありますけれども、いろいろあるので、もしやっていく中

で不備がございましたら、その時点でいっていただければと思います。徳田先生が余りお

時間がないと思いますので、進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず議題１の中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しにかかる

論点についてということで、事務局からご説明をお願いしたいと思います。 
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○村上情報処理振興課課長補佐  それでは、資料１に沿いまして簡単にご説明をさせて

いただきます。 

 ＩＰＡにつきましては、今、第２期中期目標期間中でございますが、平成25年３月で第

２期中期目標期間が終了いたしまして、25年４月より第３期が始まる予定となっておりま

す。この中で、現在いろいろな見直しが必要となっているところでございますが、具体的

には、ここに３点ほど書かせていただきましたとおり、平成22年12月に出ました閣議決定、

あと本年１月に出ました閣議決定、あとことしの夏以降、総務省政独委ワーキングという

ところと議論している中でいろいろな指摘がされているという、主にこの３つの背景を踏

まえまして、特に第２期に実施した事業に関しまして、その事業実施の妥当性と今後の各

事業の方向性について、事務局のほうでメルクマールを設定し、整理をしました。本日は

この内容についてご議論いただいて、それをその次につなげていきたいと考えております。 

 もう少し具体的に申し上げますと、１ページをめくっていただきまして、別添とあると

思います。８月20日に独法評価委員会というのをやりまして、その前の７月13日に本分科

会で、第３期の方向性を決めていただいたところでございますけれども、その後９月から

12月に至るまで、総務省とるるの調整がございまして、その中で、最初のページにありま

すとおり、特にＳＥＣと人材のところに関しては、しっかりと評価をするべきであるとい

う指摘を受けておりますことに加えまして、ページをめくっていただきまして、下に 101

と書いてあるところがあると思うのですけれども、こちらは平成21年秋、22年春、22年秋

に行いました事業仕分けを総括して、閣議決定されたものでございます。これの上段のほ

うに各事務・事業についてこういう方向で見直したということが書いてありまして、セキ

ュリティに関しては見直し、ＳＥＣに関しても見直し、人材に関しても見直しで、試験に

関しては支部の廃止等々をうたわれたところでございます。これらは基本的には第２期中

にやるということでございまして、本日の議論になってございます。 

 あともう一点だけですが、一番最後のページをごらんください。こちらは本年１月に閣

議決定された内容でございますが、下のほうに３法人統合ということがございまして、こ

れに関しては別途議論しているのでございますが、いずれにしましても、第３期に関して

は行うということで、今回、第２期の見直しを行うということでございます。 

 最初のページに戻りまして、各事業につきまして、これからＩＰＡから説明をいたしま

すので、その事業の実施の妥当性がどうかということと、今後の方向性としてどうかとい

うことにつきましてよくご確認いただき、ご意見をいただければありがたいと思います。 
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 私からは以上です。 

○松山分科会長  多分、先生方もいろいろお忙しいので状況がよくわからないと思うの

ですが、もともとＩＰＡさんは今年度で第２期中期計画が終了しますというところがござ

いまして、終了に当たって、業務の達成度評価というのをまたやっていかなければいけな

い。とともに、第３期の目標をつくっていかなければいけないというのが現在の状況で、

夏前だったと思いますが、目標についての素案をここでご審議いただいたということです。 

 それから、スケジュール表にございましたように、総務省の独法評価委員会でも各独法

さんに関して業務の見直しをいろいろいわれていまして、そういうのを踏まえた上で本日

お願いしたいことは、まず第２期中期計画期間における業務の評価というか見直し、それ

と第３期に向けた方向性をご議論いただきたいということです。 

 先ほど、資料１の真ん中辺で、下の通し番号 101と書いてある横長の表がございますけ

れども、これが具体的に挙げられている見直しの要件になっています。これらはすべて23

年度中、24年度中に実施と書いてございますので、現在の中期計画期間でこれらの業務を

見直しましたということを２期の実績としていわなければいけない状態になっているとい

うことでございます。 

 大きなポイントは、情報セキュリティ対策、情報システム、人材育成、試験ということ

になって、オープン・クラウド環境のところは事業の廃止ということで、既に行われてい

ない。特に上の１、２、３、４のところのご指摘に関して、中期計画中にどのような業務

の見直しを行って、さらにそれを踏まえて、第３期中期計画に向かってどういう方向性を

出すのかという形でご説明とご議論をお願いしたいというのが本日の趣旨でございます。 

 ご承知のように、いろいろ政治の状況を踏まえまして、実は年内に親委員会が開催され

て、第３期中期目標の原案を提示して親委員会で審査していただくということがあったの

でございますけれども、親委員会が１月下旬ぐらいに先延ばしになっておりまして、本日

は、そこのところの議論はないということです。先走ってどんどんいいますが、後で事務

局からご説明があると思いますが、第３期の目標に関しては、改めて１月にこの分科会を

開かせていただいて、そこでご議論、ご審議をお願いするという流れになっていると理解

しております。 

 ということで、本日は今申しましたような視点で、第２期中期計画の業務の評価、見直

し及び第３期に向けた展望についてご審議をお願いしたいということでございます。コン

テンツが当初といろいろ変わっていまして、本日の会の趣旨はそういうことになっており
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ます。ＩＰＡさんのほうで業務の見直しのところ、自己評価、点検をやっていただいたと

いうことを中心にご説明いただいて、それで第３期どうするのだということも言及してい

ただきますので、そういうことについてご審議を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。 

 今日の状況はそういうことでございまして、議題 (2)ですけれども、第２期中期目標期

間における業務実績についてということで、先ほどもございましたけれども、これまで指

摘されている、いわゆるＳＥＣ絡みの情報システムの信頼性の向上、ＩＴ人材の育成、そ

れからＩＴの安全性向上に向けた情報セキュリティ対策の強化、この３つについて業務見

直しをしていただいたということになっております。 

 そのようなことを踏まえまして、まず、情報システムの信頼性の向上に向けたソフトウ

ェア・エンジニアリングの推進に関して、ＩＰＡから要点を簡潔にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○仲田ＩＰＡ理事  技術担当理事の仲田でございます。まず最初に、情報システムの信

頼性向上に係る事業実績と評価について説明させていただきます。 

 お手元に資料２―１という同じ番号がついている資料が３点ございます。クリップでと

めておりますので外していただきたいのですけれども、１つが縦長のＡ４の厚い冊子でご

ざいまして、本体です。これが事業実績と評価について取りまとめたものですが、分量が

ございますので、これを総括表にまとめたのがＡ３、１枚紙になっております。この中に

事業内容、ＩＰＡが実施するのが妥当かどうかについての評価、それから今後の方向性、

継続するのか民間に移管するのかやめるのかといった欄がございます。これの内容の説明

用資料としてパワーポイントの資料がございます。基本的には、総括表とパワーポイント

の資料を用いて説明させていただきます。 

 まず最初に、パワーポイントの資料ですけれども、１ページ目の下に１と書いたページ

がございます。ここについては、まず第２期中期計画における業務のファクトが書いてご

ざいます。 

 一番上にありますのは、主務大臣、経済産業大臣が定めました第２期中期目標ですが、

ここには情報システム・ソフトウエアの信頼性、生産性を向上するためのソフトウェア・

エンジニアリングの高度化に取り組むということで、第１期は、主に生産性の向上に取り

組んでおりましたが、第２期では、信頼性と生産性の向上を目標としたということでござ

います。 
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 このための取り組みとして、３つの取り組みが書いてございます。１つがＩＴシステム

の信頼性確保、２番目が地域企業、中小企業のための手法の提供、３番目が国際連携、こ

の３つの取り組みをするということが第２期中期計画で定められておりました。 

 この実績について、どのように評価するかという評価の視点を定めましたのが、ページ

をめくっていただきまして、右下に２と書いてあるところでございます。先ほど説明があ

りましたように、そもそもこれはＩＰＡでやる必要があるのかという点がございましたの

で、それについて主に２つの観点から評価しております。 

 １つ目は、民間では収集が困難な情報の収集。これが国の機関でありますＩＰＡではで

きるということで、ＩＰＡでなければできないという評価の観点でございます。もう１つ

は政策的必要性ということで、政策的な必要性があるけれども、民間では取り組みがその

ままでは進まないという観点から評価するということです。 

 第１の観点については、さらに２つの評価点に分かれておりまして、１番目が本当に機

微な情報、具体的には実際のプロジェクトデータとか、普通は絶対外には出せません。国

の機関だから出せますというものでＩＰＡが収集できたものです。それから、２番目とし

てはノウハウ的なもの。経験とかノウハウということで、全く不可能ではないけれども、

普通は外へ出すことがなかなか難しいもの。中立的な国の機関であるＩＰＡだから出しま

しょうといった情報を扱う事業でございます。 

 この３つの基準を幾つ満たしているかということで評価いたしました。結果として複数、

２つ以上の基準を満たした事業は、最初の取り組みでは31事業中11事業、取り組み２では

７事業中３事業ということで、複数の基準を満たした事業がかなりの比率を占めていると

いうことがわかります。 

 もう１つの欄であります今後の方向性でありますけれども、これについては、今後、第

３期においてどういう方向に進むか、それに照らして各々の事業を継続するのか民間に移

すのかやめるのかという観点から評価いたしました。 

 基本的な考え方としては、前回の分科会でご議論いただきましたドラフト、基本的な考

え方に基づきまして、ＳＥＣにつきましては信頼性、安全性の向上に係る取り組みに重点

化を図る。特に国民生活や社会基盤を支える重要インフラ分野、それから電子政府におけ

る信頼性、安全性の向上に係る取り組みを重点化するという考え方で今後の方向性を検討

いたしました。 

 すべての事業について４つの類型に整理するということで、民間に移管するもの、事業
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を終了するもの、所用の見直しの上で次期中期計画において取り組むもの、民間移管する

のは完全に民間移管するもの、メンテナンスだけは行いますけれども、普及については民

間にゆだねるものという形でさらに２つに分けてございます。この結果、トータルで事業

が40ございますが、そのうち10事業について次期中期計画期間において事業に取り組むと

いうことにさせていただきました。 

 この見方ですけれども、ちょっと資料を飛んでいただきまして、６ページに大きいＡ３

の表の見方が出ております。先ほどいいました３つの基準について、３つとも該当するも

のについては◎、２つ該当するものが○、１つに該当するものが△という形で評価いたし

ました。その結果が、大きいＡ３の紙のＩＰＡ実施の妥当性に書いてある記号でございま

す。 

 それから、今後の方向性については、今ご説明したように、今後とも所要の見直しを行

った上で取り組むものについては◎、第２期中期計画をもって成果を出したので完全に民

間に移管するものをⅠ、改訂業務を除き普及促進を民間に委託するものをⅡ、十分な成果

を出しましたので、第２期中期計画をもって事業を終了するものはⅢという形になってお

ります。Ａ３のほうをみていただいてわかるように、今後の方向性のところには、今後引

き続き行う◎で書いたものが10個ございます。 

 １ページ戻っていただきまして、第２期中期計画中、実際にＳＥＣの取り組みはどんな

効果があったのかという定量的な評価を試みております。 

 まず４ページでありますが、これは実際に第２期中期計画期間中の取り組みの経済効果

に関して定量評価を実施しております。これは前回の分科会でもご説明しておりますが、

基本的にはＳＥＣで行っておりますソフトウェア産業の実態把握調査、こういったデータ

を用いまして、仮定を置きまして計算しております。組み込みで 1,000億程度、エンタプ

ライズ系で 2,000億から 3,000億程度ということで、大体 3,000億から 4,000億程度の年

間経済効果があったという試算でございます。 

 また、その下の５ページに書いてありますのは、競争力強化に関して、ちょっと古いデ

ータですけれども、2004年のデータでは、海外に比べて日本の生産性は人月当たりのファ

ンクションポイントとして約 1.8倍高い。生産性の向上効果をみてみますと、その下にあ

るグラフにありますように、2008年から2011年にかけて、年平均５割程度の改善効果があ

った。また、信頼性もこの期間中に約３％、バグ１件当たりの発生に対するファンクショ

ンポイントが増大しているということで、信頼性が向上しているという効果が出ている。
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これがこの中期計画期間中の定量的な評価という形で試算を出しております。 

 ページをめくっていただきまして、今いいましたように、全体的に40事業を評価いたし

ております。８ページに、今後継続していく事業をどのように判断しているかというのを

二次元で図示しております。このグラフは、水平方向は、左側がどちらかというと生産性

向上を目的とした事業、右側がどちらかというと信頼性向上を目的とした事業、垂直方向

は、下がどちらかというとベンダーレベルを対象とした事業、上がユーザーレベルを対象

とした事業という形でプロッティングいたしました。 

 図をみていただいてもわかりますように、今後継続する事業は◎ですが、この図の中で

は青インクで書いております。基本的には右上、すなわち信頼性向上、あるいはユーザー

レベルの観点から取り組む事業を基本的には重点化してやるという形になっておりますの

がおわかりいただけるかと思います。 

 ただし、左下に１つ定量データに基づくプロジェクト管理促進事業がありますが、これ

はＳＥＣが設立された当初からやっております事業で、実際のプロジェクトの生データを

各企業から出していただいております。既に 3,000件を超えるデータがありますが、これ

はＩＰＡでなければ絶対収集できない。各企業とＮＤＡを結びまして、ＩＰＡを信頼して

いただいて出していただいている事業ですので、これにつきましてはＩＰＡでなければで

きないということで、引き続きやっていかなくてはいけないと考えております。 

 以上が全体的な事業実施の妥当性及び今後の方向性についてのご説明であります。40事

業すべてをご説明するには時間がございませんので、幾つかの代表事例について、以下ご

説明します。 

 まず、最初は改訂作業を除き普及促進を民間移管する事業として、どんなものがあるか

についてご説明いたします。 

 １つ目の例が９ページにございます。プロセス改善アセスメントモデル、ＳＰＥＡＫ―

ＩＰＡの整備です。これは、ソフトウェアの品質向上を目的とした負担の少ないプロセス

改善の手法を提供するということで取り組んでまいりました。もともとこれはプロセス・

アセスメント・モデルとしては有名なものにＣＭＭＩというのがございますが、これは非

常に負担が大きいということで、より負担を少なくできる手法を開発するということで取

り組んだ事業でございます。 

 これについては、昨年３月に実証実験を踏まえて改善を行い公開しております。また今

年４月に、さらにベストプラクティスを収集いたしまして公開しているということで、十
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分な成果を出しております。今後、これにつきましては民間において普及促進を図るとい

うことで、現在民間団体と調整を行っているところでございまして、これにつきましては、

民間に移管するという方向のプロジェクトでございます。 

 次の10ページでございますが、共通フレームの改訂。共通フレームというのは、国際標

準ＩＳＯ 12207がございますが、一言でいいますと、業者間で異なるプロセスの定義とか

用語を国際的に共通の物差しで統一していく。さらに、国際標準に準拠した形でより拡張

した、具体的にはその下にある右側の図の青い部分ですけれども、そこをＩＳＯから拡張

した形で出版しております。これは最初の版を前第１期中期計画期間中の平成19年に出し

ておりますが、平成21年に最新の国際規格を反映した形で発行しております。また、現在

さらにＪＩＳ規格の改訂を踏まえた共通フレーム2013ということで、発行に向けた改訂作

業を今年度実施しておりますが、これが実施されて発行されたら、普及については民間の

ほうでお願いしたいと考えており、今調整中でございます。 

 以上２つが第２期中期計画に成果を出しまして、改訂作業を除きまして今後は民間に移

管するものでございます。 

 次に11ページにありますのは、第２期中期計画をもって終了する事業の例でございます。

具体的には、ここに出ております組み込みシステムの信頼性向上事業です。これはその下

にある図のように、開発プロセスあるいはテストのプロセス、それぞれのところで必要と

される、あるいは全体的に必要とされるガイドを当初の計画で順次開発していくというこ

とでこのプロジェクトを進めておりましたが、当初の予定どおりすべてのガイドをつくり

終えました。したがいまして、これにつきましては、今回第２期中期計画で実績を上げた

ので終了することにいたします。 

 今後、ＳＥＣの取り組みといたしましては、当初、もともとＳＥＣが始まったときは、

エンタプライズ系と組み込み系ということで、２つのプロジェクトで進んでおりましたが、

現在、実態上で組み込み系がエンタプライズ系の中に一緒に使われるという形、いわゆる

統合系のシステムが社会で増えてきておりますので、今後は組み込みシステムに関するソ

フトウェア・エンジニアリングに関しては、統合システムの中で取り組んでいくことを予

定しております。 

 これがやめるプロジェクトですが、12ページ以降は次期中期計画において所要の見直し

を行った上で取り組む事業でございます。１つは、重要インフラ情報システムの信頼性向

上ということで、社会の中で使われる重要インフラ、ここでは基本的にＩＴで動いており
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ますので、情報システムの信頼性向上の取り組みを重要課題としてやってきております。

これにつきましては、ここに出ておりますようにシステムの障害事例を収集いたしまして、

それを分析、分類いたしまして、目標管理のための指針や信頼性向上対策の取りまとめを

やっております。これらにつきましては、次期中期計画においてもさらに重要度が増すと

いうことで、引き続き取り組んでいきたいと考えております。 

 それから13ページは、ソフトウェアの信頼性に関する第三者による説明力の強化事業と

いうことで、これは米国における自動車のリコール問題を契機に、非常に必要性が沸き上

がったということでございますが、ＩＰＡとしては、昨年９月にパブリックコメントを経

まして、制度フレームワークに関する提案（中間報告書）を出しまして、今年11月、先月

でございますが、このフレームワークを詳細化するとともに、関係規則等の調査報告書を

公開しております。今後は、産業にこれを具体的にどうサプライしていくかということの

検討を続けてまいりたいと思いますので、次期中期計画においてもこれを継続して、さら

に拡張していきたいと考えております。 

 14ページと15ページは、電子政府に関連するものです。文字情報基盤につきましては、

電子行政システムで必要となる基盤の整備を今第２期中期計画中に完了いたしましたが、

今後はこれを実際の各自治体、あるいは政府にサプライしていく。あるいはこれを国際標

準化していくという形で引き続き進めていきたいと考えております。これにつきましては、

既に民間のほうでも、マイクロソフトが先月この文字情報基盤を扱えるようにパッチをつ

くっていただいていますので、今後は他のアプリケーションでもこの文字情報基盤が表示

できる、ハンドリングできるように民間にも浸透させていきたいと考えております。 

 また15ページは、政府調達に関連する技術参照モデルの整備事業ですが、これにつきま

しても平成22年度より毎年改訂版を公開しておりますが、今後これを実際の政府における

調達に反映していっていただくようにやっていきたいと思います。また、欧州委員会情報

科学総局でも似たような取り組みをしておりまして、これを我が国のＴＲＭにも反映して

いきたいと考えておりますので、このＴＲＭ及び上に書いてあります文字情報基盤は電子

政府の実現に非常に重要な寄与ができる事業でございますので、引き続き拡張、発展させ

ていきたいと思っております。 

 最後ですけれども、16ページに出ておりますが、先ほどご説明した定量データに基づく

プロジェクト管理促進事業ですけれども、これは当初 1,000件ぐらいのデータから始まり

ましたが、現在既に 3,000件を超える実際の生のデータを収集しておりまして、それに基
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づいた解析結果を出しております。当初は毎年出しておりましたが、2011年から２年ごと

になっておりまして、現在、2012―2013を出している形でございます。10月に出しており

ます。ということで、最初に説明したように、この事業についてはＩＰＡ以外ではできま

せんので、これも次期中期計画で引き続きやっていきたいと考えております。 

 簡単でございますけれども、説明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。それでは、委員の先生方からご意見、ご質

問ございましたらお願いしたいと思います。 

○宇野委員  今後の方向性という３ページのところに、重要インフラ分野や電子政府等

における信頼性、安全性の向上に係る取り組みに重点化を図ると書いてあって、残るもの

をみると、ぽつぽつとは残っているのですけれども、方向性と残すものの間に割とギャッ

プがあるようにみえるのですが、これとは別にまた取り組みか何かを入れることによって、

この方向性に合わせていくというしつらえになるのですか。 

○仲田ＩＰＡ理事  今日の説明は、基本的には第２期中期計画に取り組んだ事業の棚卸

しというか実績評価であります。この中で次期方向性に沿ったもので重点化を図るという

形で、母集団が第２期中期計画でやったものだけになっております。次期中期計画におき

ましては、この基本的な考え方に沿いまして、どうやっていくかを現在検討中であります

が、当然これを入れた上で新たな取り組みも検討していきたいと考えております。 

 まだこれは検討中でございますので、実際は来月の分科会でご審議いただきたいと思い

ますが、１つの方向性としては、電子政府の取り組みは強化していきたいと思います。例

えば、今話題になっておりますオープンガバメント、あるいはオープンデータといったも

のは、現在アメリカ、オバマ政権になってから非常に強化していまして、あとイギリスも

公共財という観念、あるいは民主主義を強化するためにはこういったことが必要だという

世界的な潮流がありますので、我が国でもオープンデータについては既に取り組む形が出

ておりますが、そういった取り組みの技術的な支援をＩＰＡとして検討していきたいと考

えております。 

○宇野委員  今、政府ＣＩＯというのが昨年８月に設置されて、それはそれで１つの政

府全体の取り組みになろうとしているので、それとＩＰＡで取り組むことの間の全体整理

とか、何かそういうものが必要だろうという気がするのです。おっしゃることはよくわか

りますので。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、政府ＣＩＯが設置されたというのは今年
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の１つの政府全体としての成果かと思いますが、今現在、設置はされておりますけれども、

法的な位置づけとか、その辺をどうするのかというようなことについては、政府の中で法

律の準備なども検討しておりますので、それについては引き続きやっていきたいと思いま

す。 

 また、そういう中でオープンデータ、オープンガバメントを進めていこうというのは、

政府ＣＩＯ、さらには政府全体のＩＴの計画の中にしっかりと明示して政府の決定という

形で行っております。そのような中でも、ＩＰＡがオープンガバメントに対しての役割を

果たしていくというのを明示的に記載するような位置づけもしておりますので、それらも

含めまして、全体の中でのＩＰＡの役割を明示していくことにしたいと思っております。 

○徳田委員  今のオープンガバメントやオープンデータの流れで、この表で、フォント

はＩＰＡさんがさらにもうちょっと手をかけていこうという意図で◎になっていると思う

のですけれども、下のほうの４―１、４―２、オープンソフトウェアに関しては、どちら

かというと日本ＯＳＳの推進フォーラムのほうに自主事業として継承していこうと。これ

はある程度成長したから、もう大丈夫ではないかというご指摘だと思うのですけれども、

地方自治体や何かが本当に今度本腰を入れて使っていこうとしたときに、ＩＰＡさんと嫁

入りで出した先の日本ＯＳＳ推進フォーラムとの関係や何かはどのようなコラボレーショ

ン、フォントはフォントでＩＰＡでやっているよ、でもそれを使うソフトウェアがうまく

連動していなかったり、そういうことはないと思いますけれども、コラボレーションのパ

イプはどのようにつないでいくのでしょうか。活用するソフトのほうと……。田代さんが

やっていらしたらあれですけれども。 

○田代ＩＰＡ参与  ＯＳＳに関しては、ＯＳＳ推進フォーラムですとか、一部全然別な

団体とかに移管するということで、全部整理が済んでいるのですけれども、ＯＳＳ推進フ

ォーラムも少し前まで事務局をＩＰＡが務めておりましたが、それも今終わっておりまし

て、そういう意味での形式的な関係はないということになっています。 

 ただ、例えばフォントの話で、今回、ＩＰＡフォントのたくさんの文字に対応するよう

にマイクロソフトからアドインが出ましたけれども、同じことが例えばオープンオフィス

などでも作業が進められておりまして、そういうところへの情報提供ですとか、いろいろ

な支援というのですか、何かをつくってあげるということはないですが、技術的なフォン

トの情報などは提供して、いろいろ裏から支えているようなことはやらせていただいてい

ます。 
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 今後は、オープンデータなどに関してもいろいろそれを活用するソフト、これは自治体

などで随分議論されていますけれども、オープンソースみたいなものが使われるような場

面もあるかと思うのですが、直接ソフトをどうということは余り考えにくいのですが、い

ろいろな面での関係は保っていきたいと思っています。 

○太田委員  もうかなり具体的な議論に入っているのですけれども、今の説明ですと非

常に抽象的でありまして、やはり今、街頭で選挙演説を聞いている人たちにわかりやすい

ように説明しないと、この情報村だけでオープンだとか電子政府だとかキーワードだけが

並んでいると、非常に抽象的です。 

 ですから、終了するもの、民間に移すのもいいです。ぜひ継続したいというものについ

て、もっとわかりやすく説明しないと、はっきりいって、オープンガバメントだとか、よ

くわからないです。質問をひっくり返しますけれども、市井の人たちにわかるような言葉

で訴えない限り無理です。普通の人たちがわかるように丁寧に説明しないと。電子政府な

んてもう何十年もいっているわけでしょう。ＣＩＯのフォーラムだって何年前からやって

いるのです。ちょっとその辺、やはり心に行き届くような言葉で説明しないと、ここだけ

でオーケーを出しても意味ないですよ。それはぜひお願いしたいと思います。 

○松山分科会長  それは前々から私も業界向けの話ではよく同じことをいっていて、徐

々にといった話ではあるのですが、１つは、今日のところの趣旨は、現在の第２期中期計

画の事業整理をしますという段階でして、次の話は余りちゃんと伺っていないところがあ

るのですが、第３期に向けた目標、計画の中で、今いっていただいたようなところもしっ

かりとやっておいていただかなければ困ると思うのです。 

 特に今、政府ＣＩＯ等々を含めて、行政組織がそういう電子化に進もうとしているとこ

ろとＩＰＡさんがどう係わるのかというのは、実際問題としては非常に不透明なのです。

セキュリティに関しても全く同様。とはいいながら、ＩＴは政府等々含めて行政機関自身

の問題でもあるので、そこらのところがＩＰＡの必要性をどこまで認知してもらえている

ような形としてＩＰＡの業務がしっかりと定義できるのか、今おっしゃっていただいたこ

とはまさしくそういうことだと思うのです。ＩＰＡがなくてもいいのではないか、あるい

はなかったら何が困るのとか、何かそういう説明が大事だと私は思うのです。 

 だから、今日の話はもちろんないのですが、残されたものを次に展開するとき、もしＩ

ＰＡがこれをやらなかったら何が起こるのかとか、何かそのような意味でいうと、太田さ

んがおっしゃるように大分理解度が広がるのかなという気がする。今は何となく、なくて
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もいいじゃんといわれていて、どんどん民間に移しますというので、これだけは残してね

みたいな感じのトーンなのです。今日はそれしか仕方がないのですけれども、そうではな

くて、やはり第３期のときは、これをやります、これがなかったら社会はこうなりますと

いうような、何かそのような話でやっていただくといいかなという気がします。 

○太田委員  松山先生にわかりやすくおっしゃっていただいたとおりで、なぜやらなけ

ればいけないのかということをはっきりさせないと。 

 ちょっとまた議論をあれしますが、電子政府のイメージからいえば、これは大した話で

はないかもしれないけれども、去年、おととし、Ｆというところが 200自治体のクラウド

で、いわゆるいろいろな自治体がそこに乗っかって、ネットで行政サービスをするという

のがとまりましたよね。結局、どんどんクラウド化していると、本当に市井の人たちがア

クセスできなくなってしまう。では、セキュリティ信頼性はどうするのですかというもの

をＩＰＡがやるのか民間なのか、そういった事故があったときにＩＰＡはこうしますみた

いなことをわかりやすく説明しないと、松山先生は耳にたこで済みませんけれども、わか

りやすい言葉で語らないと、どうもキーワードばかりが踊っている。 

 もちろん松山先生がおっしゃる位置づけと、普通の人たちにとって、ああいう事故を起

こさないようにしますよみたいなところだと、ＩＰＡはそういうことをやっているのね、

では、ぜひ頑張ってねとなるのです。そういった感覚はすごく大事だと思うのです。あれ

はネットにさらされている 200自治体が一遍にだめになってしまったのでしょう。やはり

そういったわかりやすい言葉で語りかけられるかどうかがためされると思っています。 

○江口情報処理振興課長  その辺につきましては、次期中期目標をつくるというのが次

の作業として出てきますので、その中でわかりやすい言葉を使っていくと。 

○太田委員  そういうところから一歩ずつステップを踏んでいったほうがいいと思いま

す。 

○松山分科会長  耳にたこというのはあるのですが、普通、日本語でいうと口酸っぱく

してというのだけれども、私は口の中がたこだらけになるぐらい同じことをいっている。 

 最初にいいましたように、本来は、それも今日あわせてというはずだったのですが、ち

ょっと時間的余裕ができましたので、ご意見を踏まえて第３期のほうでこのような形でま

とめていただければ。ちょうど今まとめていただいているところですので、ありがたく思

っております。 

 ほかよろしゅうございますでしょうか。ＳＥＣ関係はこういうことで、大きなところは、
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今どんどんなくしていって、やせ細って、なくてもいいんじゃんという方向かということ

ではなくて、まず３期のほうで、方向性としてはこういうところを軸に考えていくという

ところでこの表ができているというようにまずご理解ください。 

○阿草委員  １つだけいいでしょうか。文字基盤ですけれども、これはアプリケーショ

ンというか、プログラムまでつけた形で配るのですか。文字はあるので使い方は自由だと

いう……。 

○田代ＩＰＡ参与  これはフォントと文字についてのメタデータを集めたような一覧表

があるだけでございまして、使うためのソフトはうちでは何もつくっておりません。 

○阿草委員  マイクロソフトがそれをつくったのはいいのだけれども、日本の会社がつ

くらずに全部そっちでやるのかとなると、データだけ送られてもしようがなくて、データ

のティピカルな使い方というのは…… 

○田代ＩＰＡ参与  そういう意味では、実証実験というのを今年度やっておりまして、

これは各自治体の中で、こういう新しい体系の事業をどうやって使っていこうかというこ

とを…… 

○阿草委員  そのプログラムは公開されるのですか。 

○田代ＩＰＡ参与  されます。プログラムというか、ソフトウェアは必ずしもオープン

ソースではないのですが、自治体の中のソフトを開示したりするものもありますので。 

○阿草委員  ですから、本当に文字に近いところのドライバーのあたりは標準化してお

いた方が他のところも使いやすいので、そこを変につくり込まれてしまうと、結局使いに

くく…… 

○田代ＩＰＡ参与  ちなみに、文字をたくさん使うという部分に関しては、ＩＳＯで標

準化された技術を使っているのですが、それに対応するのを今回マイクロソフトが出した

のですけれども、それはマイクロソフトとしてオープンソースで出していただいていまし

て、その辺の技術は公開されています。 

○阿草委員  そうですか。みんなに使われると。結構です。ありがとうございます。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、次のトピックでございますが、ＩＴ人材育成の戦略的推進に関して、できま

したら、また簡潔明快によろしくお願いいたします。 

○田中ＩＰＡ理事  それでは、２―２の資料で３点セットになっています。先ほどの信

頼性向上と同じ構成になっております。Ａ３の一覧表とパワーポイントの資料とワードの
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資料ということで、パワーポイントの資料を基本にご説明したいと思っております。 

 同じように、ＩＴ人材育成本部の中期目標がパワーポイント資料の下側に書かれていま

す。高度なＩＴ人材の育成とグローバルプラットフォームの戦略推進ということが目標に

なっておりまして、ＩＰＡとしては、産業競争力を満たす高度人材、地域・中小企業のＩ

Ｔ化促進、それからＩＴグローバリゼーションへの人材面での対応、突出したＩＴ人材の

発掘と育成という４つの柱でやってきました。 

 めくっていただいて、同じようにＩＰＡとして実施が妥当かということを人材の場合に

は４つの切り口で見直しています。１つ目、２つ目、３つ目に関しては、基本的に信頼性

の見直しと同じように情報が民間では集められないとか、あるいは政策実施ということで

まとめていますが、人材のほうは試験がありますので、試験は法令で明記されている事業

ということで４つ目があります。 

 今後の方向性なのですけれども、仕分けでも指摘されたように、民間でできるものに関

しては移管していくということでやっています。 

 その次のページから幾つか代表的な効果が書かれているのですが、人材育成の効果を定

量的に把握するのは相当難しいことでありますが、基本的に高度な人材を育成するという

目標がありましたので、日本の技術者のレベルがどうなったのかということが３ページ目

下のほうに書かれています。 

 また今期では、「ＩＴ人材白書」というのを毎年つくっていて、その調査で日本の技術

者のレベル調査をやっています。2009年の調査と2011年の調査では、スキル標準はレベル

１からレベル７の７段階を設定しているのですが、レベル３以上の一人前の技術者とみな

されるレベルの人数、それからレベル４、５以上、あるいは６、７の人数が押しなべて増

えています。減っているのはレベル１、２。これはＩＰＡの直接な成果ではないと思いま

すが、技術者の客観的な評価基準をつくったということと、育成のためのガイドラインの

指針をつくったということがある意味寄与しているのではないかと考えています。 

 スキル標準を企業で導入しているということで、今、日本のＩＴ技術者、これはベンダ

ーだけではなくてユーザー技術者も組み込み技術者も含めてですが、４割がスキル標準の

傘の下に入っていて、スキル標準を導入している企業の技術者と導入していない企業の技

術者では、キャリアに対する目標とか、今の仕事に対する満足度とか、そういうところに

明らかに有意な差が出ています。そういうことで、スキル標準を制定して、それの導入推

進をしてきたということは、人材のレベルを上げるという意味では役に立ったのではない
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かと考えています。 

 それから、次の４ページ目の右上ですが、これは今期に文科省と経産省で産学パートナ

ーシップというのを結んで、経団連等の要請もあって、大学の教育が産業界のニーズとギ

ャップがあるので、大学の中でエンジニアを育てるような教育をやってくれということで、

第２期期間中には、実際に産業界の人材育成ノウハウを使ったカリキュラムを幾つかの大

学に導入して、講座を開いて単位をとれるようにするということをやってきました。今、

全部で16大学ぐらい実際にＩＰＡが支援した大学がありまして、そこで毎年合計 2,100名

が何らかの形で、ＩＰＡがコーディネートした産学連携の教育講座を受講しているという

ところまでまいりました。 

 それから、産業界のニーズを大学にフィードバックしていくという活動を白書などを通

じてやった結果、2007年、平成19年には産業界の教育ニーズというのですか、人材育成の

ニーズと大学での順番がかなり違っていたのですが、今年の「ＩＴ人材白書」では、大学

とＩＴ企業が重視しているスキルの順番がほぼ合ってきたということで、産学連携で大学

に産業界のニーズを意識してもらうということについては、ある意味成果が出てきたと思

っております。そういったマクロなことを踏まえて、今後どうしていくかということが書

いてあります。 

 ５ページ目は、先ほど説明にありましたように、同じように今の事業を見直して、今後

どこを残していくかということについて棚卸しまして、その棚卸しの結果がＡ３の表にな

っています。 

 それで、次の７ページです。見直した結果、今後重点としてやっていく事業ですけれど

も、２期まではＩＴ情報システムを信頼性高く、あるいは生産性を高く上げていく人材を

どう育てるのかということを重点的にやってきたわけですが、３期に向けては、ＩＴはど

んどんコモディティ化してきていますので、ＩＴを高度に活用できる人材、一方でセキュ

リティとかクラウドといった形で、先ほど太田委員からもありましたように、インフラが

集中していきますので、そこで高度なセキュリティ人材とか性能や信頼性を確保するとい

った高度な人材にフォーカスを当ててシフトしていく。そのためには、突出した人材も非

常に重要なファクターになるので、そこは継続してやっていきたいということが基本にな

っています。 

 そういうことで、スキル標準にしても産学連携にしても、ある面継続はしますが、重点

の項目を変えていくということでやっていきたいと思っています。 
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 それでは、各事業について、ちょっと簡単に方向性だけのお話をさせていただきたいと

思います。８ページ目、スキル標準でございます。２期で一番大きくやったことは、スキ

ル標準というのは、ＩＴベンダー向けのＩＴＳＳとユーザー企業向けのＵＩＳＳ、それか

ら組み込み技術者向けのＥＴＳＳと３つのスキル標準がありました。ただ、クラウドサー

ビスといった形になってきたときに、ＩＴベンダーが要求されるスキル、ユーザーが要求

されるスキルというのは境目がなくなっていますし、組み込みとエンタープライズの境目

もなくなってきていますので、人材技術とかということも含めて、３つのスキル標準のコ

ンテンツを集め、それを再整理して、ボーダーレスで人材育成に活用できるような形にい

たしました。 

 そういうことで、今年３月に３つのコンテンツを整理して、自由にカスタマイズで活用

できる形にデリバーしたのですが、非常に評判が良くて、今までスキル標準を適用できな

かった企業等も積極的に導入していくというようなことで進んでいます。 

 次期に向けては、そういうことで先ほどちょっと話しましたけれども、物づくりの人材

をしっかりつくるという視点から、利活用あるいはＩＴ融合を実現できる、一方で複雑に

なったシステムをしっかり維持できるような高度人材を育成していくということで、視点

を移していきたいと思っています。 

 それから９ページ目、これは産学連携ですけれども、先ほどちょっとお話ししましたよ

うに、第２期は実際に大学の中にＩＰＡがかかわって、学部の中で産業界の人材育成ツー

ルとか教材を使って講義をするというようなことをやってきました。情報系だけなのです

けれども、１万 6,000人ぐらいの卒業生のうち 2,100名ぐらいまでの体制になりました。 

 そういう意味で１つの役割を終えたと思っておりまして、今後は地域地域で地域の企業、

それから地域の大学と産学連携の芽が育ってきていますので、そういったところにＩＰＡ

が今まで培ってきたノウハウを提供する、あるいは情報交換のハブをやっていく。そうい

ったところに役割を移していくというように考えています。 

 それから、めくっていただいて10ページ、11ページ目は突出した人材の育成です。未踏

とセキュリティ・キャンプの事業です。未踏に関しては、第２期中に大きく２つのことを

やりました。１つは、未踏というのは、今までソフトウェア開発事業の支援だったのです

が、２期のときに人材育成の発掘に完全にフォーカスして、ソフトウェア開発事業部だっ

たものを人材育成本部に移しました。そういうことで人材育成にフォーカスしたというこ

と。 
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 もう１つは、25歳以下ということに絞りました。これは、今までいろいろやってきて、

確かに作品のできばえとかというのは、年齢層の高いところはかなりいいものができるの

ですが、やはり育成期間中の成長度合いは若い人のほうが目をみはる成長度合いがあると

いうことがわかりましたので、２期のときに25歳以下ということに限定してやる。未踏は

長く続いているのですけれども、大きくフォーカスを変えるということをやってきました。

今後も日本の将来にとって非常に重要な事業なので、これは継続したいと思っています。 

 それから、下のセキュリティ・キャンプですが、これも２期中に大きく変えたのは、Ｉ

ＰＡが主体的に未踏の事業とあわせてやっていくということで、同じ人材育成本部の中の

産学連携センターにセキュリティ・キャンプ事業も位置づけました。セキュリティ・キャ

ンプ事業は22歳以下ということで、さらに若い層です。これは中学生から高校生、大学１、

２年生、そういった人たちを集めてやっているのですが、セキュリティ・キャンプの卒業

生から未踏の事業に応募してくる人が結構出てきて、また採用されるようになっていきま

す。そういうことで、セキュリティ・キャンプ事業と未踏の事業を合わせて、シナジー効

果が出るようなベースを１つ作りました。 

 それから、キャンプに関しては、ＩＰＡだけではなくて民間の事業、それから民間の資

金も入れて、ＩＰＡだけではなくて底辺を広げる活動を始めました。そこが２期での大き

なことなのですが、未踏とキャンプに関しては、極めて重要な人材育成事業だと思ってい

ますので、３期も継続していきたいと思っています。 

 それから、次の情報処理技術者試験ですが、やはり２期中に大きく２つのことをやって

います。１つは、先ほどのスキル標準のレベルと試験制度をしっかりとマッピングすると

いうことをやって、新試験制度を作りました。スキル標準で規定したレベルを試験でしっ

かりと測るということで、連携しました。そういうことで、レベル１、２、３までは試験

と連動する。レベル４に関しては、高度試験をまず必要条件として位置づけるような形で

やっています。 

 この結果、ＩＴ企業の大手では、プロフェッショナル制度というのがかなり立ち上がり

まして、従来の課長、部長、本部長とかという価値観ではなくて、プロフェッショナルと

してのレベル１、２、３という形で同じような処遇を受けられるといった処遇制度が第２

期中にほとんどの大手で立ち上がりました。そういう面では、高度技術者の育成とか処遇

に寄与していると考えています。 

 もう１つは、ＩＴパスポート試験を作りまして、広くリテラシー構造をねらうというこ
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とで、ＣＢＴと一緒に立ち上げました。その結果、受験者の学生の比率が少し上がってき

ました。そういうことで、情報処理技術者試験、ＩＴリテラシーのすそ野を広げるという

意味では貢献しているのではないかと思っています。 

 それから13ページですが、スキル標準と試験に関しては、東南アジアに関する見解をし

ています。特に試験に関しては、６ヵ国同時に同じ試験をやるということをやっています。

第２期中には、従来からの情報処理技術者試験に加えて、ＩＴパスポート試験と応用技術

者試験、そういう面ではレベル１、２、３の試験をモンゴルも含めた東南アジア６ヵ国で

同時にやるということを立ち上げました。 

 また、その試験の運用に関しては、問題自身も６ヵ国合同でつくれるようにするという

ことを支援してきまして、現在では３分の１ぐらいは日本から支援しなくても試験の問題

がつくれるというところまで来ました。 

 ということで、ある役割は終えてきたと思うのですが、これは海外にもコミットしてい

ることもありまして、海外からの支援要請があれば、その分に関しては続けていく。ある

いはＪＩＣＡとかそういったところで資金の支援要請があれば継続してやっていく、その

ような形でやっていきたいと思っています。 

 以上です。 

○松山分科会長  ありがとうございました。それでは、ご意見、ご質問をお願いいたし

ます。 

○太田委員  人材育成というのは、インフラ部分で非常に大事なところだと思うのです

けれども、情報システムの信頼性とか、これから説明いただける安全性向上、継続とか終

了とか区分けするのも大事なのですが、また次の議論の先走りになってしまうのだけれど

も、ストーリー性というのかな、個別でこれは継続します、これは終了しますというのは、

それはそれで１つ大事な作業なのですが、経済産業省として、またそれを受けたＩＰＡと

して、人材育成の中で個別は一つ一つ説明をいただきました。では、それと情報システム

の信頼性の向上とＩＴの安全性向上に必要な人材は何ですかということを規定して、とい

うことはＩＰＡだけが必要なのか、世の中も必要なのか、その辺はわからないけれども、

そこのストーリーをつくらないと、これは継続だ、終了だと、個別に一つ一つは未踏とか

いろいろな改善をなさって前進していると思うのだけれども、ちょっとばらばらに聞いて

いると、個別性の妥当性とかといわれても、そうでしょうねというようなもので、もうち

ょっとストーリーを作っていかないと、みえなくなってしまう。 
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 だから、今日ここに投げ出されたアジェンダと私の意見は大分ずれているかもしれませ

んけれども、個別でいい悪いということよりも、もっとストーリー性を。さっき信頼性で、

これは民間、これは終了、継続と。では、継続する中で、人材と信頼性の向上と安全性の

向上については、人材インフラだとすると、信頼性の向上と安全性の向上のためにはこう

いう人材が必要なので、こういうものをつくっていきますみたいなつながりをしていただ

くとすごくわかりやすいなと。すみません、私は今日のアジェンダと全く違う議論をして

いるのかもしれないけれども、そういう印象を受けました。 

○松山分科会長  ありがとうございました。何かございますか。 

○田中ＩＰＡ理事  それは同じＩＰＡの中なので、セキュリティ人材をどうするかとい

うのも、今実際にセキュリティセンターと人材本部で一緒にやっていますので、具体的な

目標ができれば当然やっていく話…… 

○太田委員  パーツをそれぞれ話していただいて、それを組み立ててどういう大きな流

れというか、不謹慎だけれども、おもしろいストーリーがつくれるかが一番のポイントだ

と思うのです。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、恐らく人材のところというのは、今後の

ＩＴのみならず、何をやるにしても基盤になるところですから、すべてのものに共通しま

すけれども、人材の育成は重要だというのはきっと共通の理解になると思うのです。人材

の育成は重要でないという人がいるのだとすれば会ってみたいという気はしますけれども、

それはちょっと置いておいて、いずれにしても経済産業省全体の政策として、ＩＴを活用

して、ＩＴ融合とかいろいろなことをやっていく。ＩＴの技術をただ上げるということで

はなくて、ユーザー側の視点に立って新しい価値を見出していくとか、新しいビジネス、

サービスを生み出していこうというような方向があるわけです。そういうときに必要とな

る人材というのはどういうものがいて、どういう人たちを育てていかなければいけないの

かというのがまず１つの柱になっている。 

 そういう意味で、とにかく優秀な人材といいますか、ここでいうと未踏とかスーパーク

リエイターということでいっていますけれども、そのような人材を育てていくというのが

まず１つの方法ではないかと思いますし、さらにはセキュリティということについても重

要だと。既にセキュリティの人材が足りないといっている中で、何をやっていくべきなの

かということ。あとは信頼性を向上させていこうといったときに、どういう人たちを育て

ていかなければいけないのかというのは大きなストーリーだと思います。 
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 いずれにしましても、今日こういう形で整理させていただいておりますけれども、次期

中期目標をつくる上ではストーリーということで今日は何度も話が出てきていますが、そ

ういう中で位置づけをきちんと明確にするという作業に取り組みたいと思います。 

○松山分科会長  どうぞ。 

○徳田委員  個別にきょうの①、②、③のロジックで整理されているのは、多分こちら

にいる委員も、誰がみても論理的に整理されているので、そのロジックはそれで結構なの

ですけれども、ちょっとだけコメントさせて頂くと、例えば６―１の未踏を残されて、特

出した人材を残そうと。一方、５番のＩＴのグローバリゼーションへの人材面での対応を

みるとⅡ、Ⅲという評価で、グローバリゼーションへの対応という視点でみると、全部移

管されていく。 

 私の提案は、例えば未踏をやるときに、昔、我々はデビッド・ファーバーを推薦して、

外国人のＰＭにして、若い人たちが外国のＰＭができるレベルの人たちと英語で自分たち

のソフトウェアを説明して、コンタクトしながらできるようなことをやると一石二鳥で、

特出した人たちがずっと日本語でぐちゃぐちゃ書いてやっていると、やはり穴があいてい

かないと思うのです。 

 私たちが特出した人をつくりたいといっているのは、第２期中期目標のグローバルプラ

ットフォーム戦略というのは、日本語だけでソフトウェアをやっているとよくない。だか

ら、グローバルに対応できるいろいろなソフトウェアを考えつつ、特出した人たちをつく

るという意味では、まだまだ未踏やなにかは進化していただいて、グローバルにも耐え得

る人たちをやるというほうに進化していただけると、我々は周りをみていて、非常にエキ

セントリックで能力が高そうな変わった人はいるのです。だから、おしりをたたいて、若

手未踏のものはどんどんアプライしなさいとかというカルチャーは、結構いろいろな大学

で定着してきていると思うのです。だから、もうひと味深化すると…… 

○田中ＩＰＡ理事  おっしゃるとおりなので、そういうことにトライしなければいけな

いと思うのですが、一方で、ＳＮＳ等ができてきて、今の未踏に応募してくれる人、それ

から卒業生はかなりグローバルになってしまって、英語が余りしゃべれないのに、自分の

作品をユーチューブに載せた途端に世界中からコメントが来てしまって、逆に一緒にやろ

うよとかということが出てくるし、彼らは自分の作品をいきなりグローバルのアメリカで

発表したりオーストラリアで発表したり、そういう形になってきているので、そういう面

では、意識せずになり始めているというところもあるのです。 
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○徳田委員  では、あと一点だけ。これは蛇足で恐縮ですけれども、そのときにお金を

出してくれる文化が、日本だと、すぐうちの会社の中に入りなさいと引き込まれてしまっ

て、フェイスブックなど起きないアイデンティティーになってしまう。だから、そこら辺

はぜひ海外の方たちとやると、そのアイデンティティーを保ったままで伸びていけるパス

が残っているので、やはり個人に任せるのではなくてそういう仕掛け、全部がそうでなく

てもいいですけれども、外国のＰＭとやれるようなチャネルをつくってあげると非常にい

いと思います。 

○田中ＩＰＡ理事  本当におっしゃるとおりで、出口をどうするのかというのは、しっ

かり考えないともったいないのです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  徳田先生おっしゃるように、出口はいろいろなのです。これだけ

の有能な人間がいるわけですから。私はそういう意味で、これは田中さんとも話している

のだけれども、期間的な問題ももうちょっと検討しようと。８ヵ月とかそんなもので何が

できるのというところもあるわけです。 

 それで、特に今、徳田先生がご指摘されたようなことをやるとすれば、やはりもうちょ

っと時間が必要だと思うし、それから、今はいや応なくグローバルのところへ出ていって

しまっているというのも間違いない事実なのです。ただ、おっしゃるとおり、少なくとも

しっかりと話ができるというか、まともな話ができるというのは絶対に必要なことだと思

います。 

○田中ＩＰＡ理事  外国のＰＭとかはぜひ考えたいと思います。 

○仲田ＩＰＡ理事  １点だけ。現時点でＰＭは全員日本人なのですけれども、かなり中

身が日本人ではない人もいまして（笑声）、今、成果が出ますと、そのプロモーションビ

デオをつくらせて、しかも英語でつくらせているのです。キャプションもナレーションも

全部英語で、それでユーチューブとかに放り込むというのをＰＭがしりをたたいて、やれ

といってやっています。そこら辺は既にかなりグローバルを意識してやっております。 

○松山分科会長  どうぞ。 

○宇野委員  こちらでも多分意識されておられると思うのですけれども、私たちユーザ

ー企業からみると、ＩＴベンダーも随分時代からギャップが出ているような気がしていま

して、ソフトウェアをつくるとかシステムをつくるということにフォーカスし続けている

のですけれども、今の時代、私たちからみると、クラウドとかというのが進んできますか

ら、どう使うかという視点でいろいろなことを考えていくのですが、そのような、これか
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らのまさにＩＴを使っていく人材をどうやって育てていくか。枠組みはあるので、どうい

う人材を育てるかというところで、先ほどお話しにあったようなセキュリティもあるので

しょうし、だから、つくるよりも使う側の人材をいかにつくっていくかみたいなところも

ぜひとも次につなげていただければと思います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  おっしゃるとおりだと思います。私が思っているのは、今ＩＴベ

ンダーは、確かに宇野さんのご指摘どおりです。この２人はＩＴベンダー出身なのですけ

れども、そのとおり。ただ、ＩＴベンダーも今のままではどうしようもないというところ

には来ているから、ここのところ事業転換を図っておられるというのは宇野さんもご存じ

だと思うのです。 

 そういう中で、スキルの関係なのですけれども、さっき少し田中理事が申し上げました

けれども、普通の会社というのは課長だ、部長だ、係長だとあるでしょう。ベンダーから

いわせると、ＩＴスキルというのはそれとは違うわけです。これは専門職ですから。それ

をいかにしっかりと評価するかということに関しては、もの凄く寄与しているのです。 

 各社によってネーミングは違うけれども、ＩＴスペシャリストで年間 2,000万ぐらいの

ギャラをもらって、なおかつ若年でというような人間を輩出するなどということ、私は、

本当にＩＴスキルだ何だというのができなかったら、これはできなかったと思います。そ

れで、今度はそれを宇野さんご存じの共通フレームワークにもっていくわけですから、私

たちはそこをいかに企業が――企業といっても別に個別の企業をえこひいきするつもりは

ないけれども、やはり日本の産業界が強くなってもらわなかったら、こんなことをやった

って意味がないので、そういう意味で、第３期の人材育成はそこが一番大事なところだと

私は思っています。 

○田中ＩＰＡ理事  ちょっと先行して、ＪＵＡＳさんと一緒に、共通キャリア・スキル

フレームワークをベースにして利活用モデルにしたときに、スキルカテゴリとかコモンス

キルはこれでいいのかとかということも含めて、今見直しを始めてプロジェクトを開始し

ています。そういうことで、その辺ができれば、また世の中に対してフィードバックして、

ユーザーというよりも経営視点でみたときに、このスキルがどう見えるのかというところ

で見直そうとしております。 

○太田委員  今の理事長がおっしゃった、スキル標準をつくることで企業の人の評価に

資するということは、具体的な成果物としてどうやって発表する。ここで口頭ではなくて、

世の中に向かって…… 
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○藤江ＩＰＡ理事長  それは、やはりそれぞれのベンダーが発表してくれないといけな

いでしょう。 

○太田委員  せっかくいいお話であるから、では、具体的にＡ社はこう、Ｂ社はこうと、

ＩＰＡのこれによって…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  わかりました。ＦちゃんとＮちゃんにお願いに行きますから（笑

声）。 

○松山分科会長  以前、同じ議論があって、評価をまとめていただいたことがあったと

思うのです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それの第二版みたいなことですね。 

○太田委員  それとまた、さっきの徳田先生の問題提起を蒸し返すようですけれども、

すごく大事なことを先生がおっしゃって、それで対応をいろいろ議論していましたが、も

う一回ゼロベースに戻ると、未踏とかそういう人たちの、まさに理事長もちょっとおっし

ゃったけれども、これのゴールはどういうところなのですか。ユーチューブでどんどんや

っていますという、そこまではいいのです。その後、ＩＰＡとすれば、こういうことをき

っかけにそういう人たちが起業して、ビジネスとして成功してほしいというところまでや

るのか、ところで何がゴールかというのがよく…… 

○田中ＩＰＡ理事  ＩＰＡにふんだんにお金があれば、ファンドをつくってやりたいで

すけれども、それはできない相談なので、そういうエンジェルに結びつけるところまでを

ゴールにせざるを得ないです。 

○太田委員  では、徳田先生に連れてきてもらえば。 

○藤江ＩＰＡ理事長  今まで未踏といっても、残念ながら知る人ぞ知るで、なかなかだ

ったのですけれども、今回、初めてＩＰＡフォーラムから未踏の発表会を分離しました。

そして、新宿のとあるホテルでそれだけでやりました。企業に徹底的に声をかけようとい

ったけれども、残念ながら40人ぐらいしか来なかった。私としては、田中さんもそうだと

思うけれども、本当だったら 100人ぐらい来てもらいたかった。だけれども、そういうこ

とを繰り返しやれば、必ず企業は来ます。 

 何でそのようになったかというと、その前の未踏の発表会を聞いていたときに、周りに

は例のゲーム――余り具体的にいってはいけないかな。ゲーム関係の人事担当がみんな来

ているのです。それも結構即決できるようなレベルの人間まで。それで、あいつはいいと

か、こいつはいいとかと言っている。だから、私はいってやった。あなた方のために我々
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はこの事業をやっているのではないのだと。だけれども、そうやって活用していただくと

いうことは、ある意味でありがたいことだし、やっている人間も、そこでしっかりと処遇

していただければということはあると思うのです。ただ、本当はファンドまでやりたいよ

な。 

○田中ＩＰＡ理事  はい。それはできない相談なので。 

○江口情報処理振興課長  もちろんこれはいろいろな目標の設定の仕方というのがある

と思うのです。これはまたコメントがあればいただければと思いますが、私などが思うに

は、ＩＰＡで優秀な人材を育てている、その人たちが成功する、新しいビジネスを起こす

というのもそうですし、どこかの会社に入って何かをやる、これももちろん必要なことだ

と思いますけれども、やはり我々としてやらなければいけない、政府全体としてやってい

る意味は、特定の人だけが育つというよりは、そういう人たちを目指して若い世代とかが、

そういうことができるのだったら自分もそこを目指そうということで、そのすそ野が広が

っていく、その数を増やしていく、だからやる意味があると思うのです。その人だけ会社

が起きたから良かったのか、そういう評価ではないと思うのです。 

 したがって、いろいろなやり方があると思いますし、評価のしようもあると思うので、

その辺も含めてまたいろいろ検討していきたいと思います。 

○田中ＩＰＡ理事  今、起業するのが必ずしもゴールではないといわれましたけれども、

このワード文書の27ページに、今まで未踏の卒業生でどのくらい起業しているのか、ある

いは実際に起業ではないのですけれども、ライセンスとかＩＰＡ以外のサポーターが決ま

ったとか、そういう割合が出ています。世の中のこういう活動からすると、かなり高い割

合だと思っています。そういう面では、あるところではしっかりと認知されていると思っ

ております。これを広めることが多分大事な第３期の事業だと思うのです。 

○松山分科会長  １つは、多分、政策・評価委員会からＩＰＡさんがいわれているのは、

こんな人材育成は別に大学でも専門学校もみんなやっている。何でＩＰＡがやるの。だか

ら、法令で決められた国家試験だけにしなさいということなのです。 

 ですから、やはりさっき太田委員がいわれたことと全く同じで、人材育成に関しても、

ここらのＩＴ村のおじさんたちが、これはいいんじゃないかとかといっていても、対社会

に対して説明責任が果たせていないという認識からスタートすべきなのです。だから、業

界のための業界の人の人材育成になっている。それでは、別に業界が金を出してやればい

いではないか。公的なところでは、各種学校がいっぱいあるわけです。だから、それとの
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違いを明快にいわない限り、試験以外は実は意味がないのですといわれていると私は理解

しているのです。直接は聞いていませんが。 

 だから、今のお答えとしては、社会のシナリオはないのです。今のところでやっている

限りはだめです。第３期は、そこでとどまっている限りはだめだといわざるを得ないとい

う認識をもっていただきたいと思うのです。 

○阿草委員  未踏のときも、今の人材育成みたいな話とか人を発掘するといった、発掘

するのは何となく転がっているのをみつけてくるだけだから、やはり事業としてやる以上、

育てないといけないと思うのです。経産省がやる以上は、産業界への育成というのがある

ので、もし売り上げが１億で、 148人で１億だったら 148億あるわけですよね。今投入し

たのに対して何倍のビジネスになったかというのは、この産業の投資効率はいいのだとい

う主張をされないと、今の大学の教育とどこが違うのかと。だから、そういうビジネスを

育てるように人材育成しているのだとすれば、それは経産省が産業育成という、そこを強

くいわないと難しいと思います。 

○松山分科会長  おっしゃるとおりで、できないですといわれるのが私はすごく心外で、

できないといった途端にやる必然性は何もないのではないですかということをはっきり申

し上げたいと思うのです。 

○阿草委員  直接投資はできないと思うのです。でも、やはりエンジェルとマッチング

させて、ある意味で 148億の売り上げをもったという事実は、そこまでやったという主張

をされないと、できないですというのは、私もすごく違和感を感じました。直接投資はで

きないですけれども。 

○田中ＩＰＡ理事  直接投資はできないという意味です。 

○阿草委員  でも、できないというのだけを聞くと聞こえてしまう。 

○田中ＩＰＡ理事  直接ファンドをつくることはできないといった意味になります。 

○阿草委員  でも、例えば 148億の売り上げがあって、彼らがまたファンドをつくれば

いいわけですよね。そうやって回さないと正帰還がかからないですから。 

○藤江ＩＰＡ理事長  だから、いろいろそういうのをスカウトして使って、それなりに

なっているところもあるし、起業してそこまで行っている人たちもいるけれども、そこま

での魅力がまだないということなのです。 

○阿草委員  年間 148億あると14億超えてしまう。そうするともっと利益が高いから、

 148億あると数十億は残るはずですよね。 
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○徳田委員  ちょっと余談ですけれども、中国で初代マイクロソフトリサーチの所長を

やったカイフーリーという我々の昔の同僚なのですけれども、それをやめてグーグルの所

長をやって、その後それもやめて、彼は年間 200人の精華大学の学生に 100万から 300万

円自分で出してあげて、どんどん好きにつくらせているのです。だから、長期的には未踏

の中で育った方で非常に成功した方たちが同じようなことをやれば、そういう意味ではＩ

ＰＡから離れて、自助努力で。 

 あと、ドイツはＩＴ産業界がお金を出して、フランクフルトから２時間ちょっとのとこ

ろにセミナーハウスがあって、私呼ばれてこの間行っていたのですけれども、そこは１週

間缶詰になって、大学の先生なり企業の人たちと一緒にセミナーをやるための施設をもっ

ています。ですから、そういう意味では、まだＩＴ業界の分野自体の成長が乏しい。それ

で、こんなことをやるべきではないといわれてしまうと、全然育っていかないと思うので

す。 

○松山分科会長  でも、私はむしろ逆に、第３期に向けて考えた場合、未踏の育った方

々が 200人ぐらい、そうならなかった人も含めて、やはりそれだけの実績があるのです。

その資産、それを活用するプランがなくして、同じように 230、 240と積み上げますとい

うことではほとんど意味がない。そういうことは常々申し上げていて、活用というのは非

常におこがましいのだけれども、彼らが自立的にやる、あるいは彼らの立場から今度は後

輩をとかというところのスキームを組み込んでいくときにそろそろ来ていると思うのです。 

 そこでうまくフィードバックがかかれば、ＦとかＮはどうなるかわからないけれども、

ＩＰＡバレーができて、そこが日本の情報産業を発信したというのでいいではないですか

と思うのです。そのぐらいの心構えをもって、第３期はかなりしっかりとそこでやってい

ただきたい。経産省もそういう意味でのフェーズに来たなという認識はもっていただきた

い。そうでない限り、普通に育てていますでは、もう試験だけしか残りません。 

○田中ＩＰＡ理事  非常に大事な意見なので、我々も出口をどうするのかというのは非

常に考えているので、そこは第３期の目標をどうするのか。その面で、先ほどいったよう

に、第２期はソフトウェア開発支援事業を人材育成事業に変えたということが大きな転換

点だったので、第３期に向けては、それこそ今後その人材をどう活かしてもらうのかとい

うところに視点を拡重していくことでやっていきたいと思います。 

○太田委員  日本に投資家がいなければ、その人たち 200人とワールドツアーをして、

お金があるところから集めればいいではないですか。そういう発想も必要なのではないで
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すか。もし40人しか集まらないのだったら、お金があるところに行くのです。 

○松山分科会長  だから、先ほどゲーム何とかとおっしゃっていたあの辺の方たちは、

もうみんな向こうのエージェントの前でやっていますよね。だから、実体はそっちに行っ

ている。 

○太田委員  組織的にもしＩＰＡもいろいろやるのなら、そういうことも考えたほうが

いいのではないでしょうか。 

○松山分科会長  すみません、余りこれをやっていると時間が（笑声）。 

 それでは、最後でございますけれども、ＩＴの安全性向上に向けた情報セキュリティ対

策の強化ということで、またＩＰＡさんからご説明をお願いします。 

○仲田ＩＰＡ理事  次はセキュリティセンターですけれども、これは極めて簡潔に説明

いたします。 

 資料２―３のパワーポイントをみていただきますけれども、中期目標と中期計画が書い

てあるように、セキュリティセンターについては取り組みが５つあるということです。基

本的には、評価項目はＳＥＣと同様でございます。セキュリティ用に若干文言は変わって

いますけれども、基本的な考え方は一緒。ただ、セキュリティの場合は継続するものが非

常に多うございます。セキュリティ上の取り組みとしてはやめられないものが多いという

ことで、結論的にいうと、Ａ３の表にありますように28事業ありますけれども、第３期に

も引き続き継続したいものが18事業あるということでございます。 

 ＩＰＡについて、取り組みの定量評価ですけれども、毎年インターネット上で意識調査

をやっております。有効回答が 5,000あるものですが、ここでＩＰＡがセキュリティにつ

いての情報源として望ましいと回答している人が20％ございます。これは前回の１年前に

比べても増えているということで、ＩＰＡを情報源としてかなり認識されている。ちなみ

に、世帯数で換算しますと約 700万世帯ということで、視聴率に換算すると20％。 

 さらに、ＩＰＡ以外の情報でもテレビのニュースとかございますが、これはＩＰＡが発

信している情報がそのまま流れるのが非常に多うございますので、間接的にはＩＰＡが情

報発信としてかなり認知されているというのがございます。 

 それから、５ページはマイクロソフト社の全世界的なマルウェアの検出率です。日本は

グリーンになっておりまして、世界平均に比べると６分の１ぐらいになっているというこ

とで、これはセキュリティセンターも含め、我が国独自のボット対策であったＣＣＣ（サ

イバー・クリーン・センター）といった取り組みの成果だと思います。 
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 今後の方向性として６ページに、先ほど申しましたように継続するものが多いのですが、

やめるもの、あるいは一部民間、縮小するものは、例えば今申しましたＣＣＣは国の事業

でございましたけれども、国の予算が終わりましたので、今民間に移っております。 

 それから、今から説明いたします制御システムの関係は民間に移る。あるいは中小企業

向けのものについては十分成果が出ましたので、普及等については民間に期待という形で

ございます。 

 具体的に民間に行くものについては９ページをご覧いただきまして、１つは、制御シス

テム。これは従来余り攻撃の対象と思われていなかった工場等の制御システムですけれど

も、近年はこれが非常に攻撃対象になってきているということで、今年これのための技術

研究組合が設立されております。ＩＰＡはこの中で国際標準化及び評価認証スキームの構

築を担当しております。このスキームを構築しました後は、民間の適合性認定機関に運営

を任せることになっています。したがって、これは民間に移管するものでございます。 

 またその下にありますように、中小企業の情報セキュリティ対策については、その下に

あります５分でできる自社診断シート、あるいは学習用のビデオ、セキュリティのポータ

ルサイトといったものを第２期中に充実させましたので、基本的には普及については民間

にお願いしたいと考えております。 

 継続するものでございますが、まず１つは、これは先日の分科会でもご報告しています

けれども、標的型攻撃の情報共有スキームでありますＪ―ＣＳＩＰ、これは昨年10月に設

置が決まりましたが、今年４月から本格的に運用が始まっています。下の図の左側のボッ

クスにあります重工ですが、これはもともと三菱重工の標的型攻撃から始まっておりまし

て、重工のインナーサークル、ＳＩＧ（Special Interest Group）と呼んでおりますけれ

ども、ここが４月から開始です。その後、電力、化学、ガス、石油と今５つのＳＩＧが運

用されていますが、ＩＰＡはこれの情報ハブとなっております。ＩＰＡでないとこういっ

た機微な情報がハンドリングできないということで、これについては引き続き運用してい

きます。 

 また、「情報セキュリティ白書」は毎年出しておりますが、情報セキュリティ関係者の

間のベストセラーになっております。総合的な技術、あるいは重大脅威という形でトピッ

クス的なもの、あるいは制度的なものが網羅的に出されているものが唯一ございまして、

アマゾンでもよく売れているものです。 

 それから、国際機関の連携は一層充実が図られております。ＮＩＳＴとは定期協議、従
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来からの単なる情報交換だけではなくて、共同事業も着々と進んでおります。具体的には、

脆弱性の情報のハンドリングをアメリカ、日本が共同して全世界に向けてこれを拡張する

ことを提案しております。また、暗号モジュールの評価認証については、後ほどご説明し

ますが、共同で認証するということについても合意しております。これ以外に、ヨーロッ

パではＥＮＩＳＡ、あるいはＩＣカードの認証についてヨーロッパの認証機関の集まりと

も連携をとる。アジアにおいては、ＩＰＡが開発したベンチマークシステムをアジアに展

開する、あるいはコモンクライテリアをアジアで展開するといったものについても国際的

な協力を大きく発展させました。 

 さらに、セキュリティの評価認証ですけれども、これは日本でＩＰＡが唯一の認証機関

になっておりまして、認証数としては世界で３位となっています。 

 また15ページですけれども、暗号モジュールにつきまして、先ほど申しましたＮＩＳＴ

との間で共同認証。これによりまして、日本のベンダーはＩＰＡに申請を出すだけでＮＩ

ＳＴの認証も同時にとれる形になるということで、一応今年10月に両制度から認証を受け

られる共同認証を行うことで基本的に合意できましたので、現在この運用のための準備を

しているところでございます。 

 また16ページですけれども、ＣＲＹＰＴＲＥＣは政府推奨の暗号ですが、これの改訂作

業を行っております。2013年、来年春が策定の期限になっておりまして、現在パブコメ中

でございます。これの事務局をＩＰＡがＮＩＣＴと共同で行っておりまして、実績を出し

ているということであります。 

 あと、最後の17ページ、18ページは、ＩＰＡが経済産業省の告示で定められております

ウイルス不正アクセスの届け出窓口、あるいは脆弱性の届け出窓口になっておりますが、

これも非常に実績を出しているものでございます。 

 簡単ですけれども、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、ご意見、ご質問をお願いいたし

ます。 

○太田委員  前回も重工の話をかなり問題提起したのですけれども、結局去年の夏にあ

あいうことが起こって、前回のここだったかな、ＪＰＣＥＲＴはこれからですとおっしゃ

っていて、11月30日に名古屋製作所が攻撃を受けましたよね。その検証はどうなって……

済みません、急に個別な話なのですけれども、そのレッスンがちゃんと役に立ったのか、

結局１年後また同じようにウイルス感染していますよね。それはもうやむを得ないことだ
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というのが前提というのは、セキュリティセンターの笹岡さんなどは、バックドア対策だ

ぞというのが大きな世論ということなのだけれども、重工に対しては、去年のケースと今

度のケースはＪＰＣＥＲＴとしてはどういう形で情報共有して、何をしなければいけない

ということを今やっていらっしゃるのか聞きたいのです。 

○笹岡ＩＰＡ参与  ちょっとＮＤＡの関係があって事細かくいえませんが、今回の重工

の件は、ほかのＮＤＡを結んでいる各社とも一応情報共有しております。当然、あすは我

が身ということですので、そういった情報共有はここの９社のお役に立っているのではな

いかと思っています。ＮＤＡの関係があるので、これ以上詳しいことはいいませんけれど

も、情報共有によってＳＩＧに入っている各社の今後の攻撃に対する予防対策に非常に役

に立っているという評価を受けております。 

○太田委員  どうしてまた重工の名古屋は同じところが襲われたのですか。 

○笹岡ＩＰＡ参与  それは私がお答えする立場にないですし、ちょっとそれはわかりま

せん。 

○太田委員  個別なことで済みません。すごく気になっているのです。ＪＰＣＥＲＴが

そういうことを、情報共有ということでＮＤＡだけれども、それを防ぐためにやるのでし

ょうと、前回しつこく聞いたと思うのですが、それが機能しているのかどうかという話を

伺いたかった。 

○笹岡ＩＰＡ参与  一応、機能はしています。 

○太田委員  情報共有ということは機能している。 

○上村情報セキュリティ政策室長  情報セキュリティ政策室でございますけれども、去

年の案件と同じかどうかは、今まさに重工さんとも話をしています。これまでのところ同

じ関連性は確認されていないということなのですけれども、これはまた最終的な調査結果

を報告いたします。 

 そして、Ｊ―ＣＳＩＰにおいてより良い共有プラス予防にどうつなげていけるかという

のは、Ｊ―ＣＳＩＰを初め私ももう一回話をした上で、あと重工各社ともどこかのタイミ

ングでやりたいなと、それはまさにこういう事案を重ねることでよりよくしたいと思って

おります。 

○笹岡ＩＰＡ参与  こういうのはイタチごっこですので、全く同じであれば、学んでし

っかりしていると思いますけれども、向こうも手を変え品を変えやっていますので。 

○松山分科会長  どうぞ。 
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○徳田委員  こちらのほうは粛々と継続してやられるのが多いので、私のコメントとし

ては第３期に向けてということで、今のスタートした標的型攻撃のためのＪ―ＣＳＩＰで

したっけ、総務省さんは総務省さんで内閣官房のほうかな、ＮＩＳＣの下でセプターカウ

ンシルという日本の重要インフラをもっている人たちが、攻撃を受けたことをある程度情

報共有しようということで、いろいろなセグメントに分かれて、情報通信協会とか電力、

金融、生保、損保、そういうところとある種の演習みたいなことまで含めて、情報共有は

１個、その次、本格的なサイバー攻撃がまだされていないので、我が国は割とのんびりし

ているのですけれども、非常に強力な悪意をもった人たちが攻撃してきたときに、連動し

ながらアタックをかけられる。 

 そうすると、どうもＩＰＡの守備範囲はパソコンとかサーバーとかこっちで、ネットワ

ークのほうは別のところに任せてしまっていて、ネットワークの攻撃とホスト側とかサー

バー側と組み込み側とそういうことが連動した形で、非常に強い悪意をもった人たちに対

する演習のようなシナリオづくりも含めて、少し高度なディフェンス、よりセキュリティ

の高いチームをつくり出せるような仕掛けを第３期のときには考えていただけるといいの

ではないかという気がします。 

○仲田ＩＰＡ理事  これは江口課長か上村室長から。一応、そういった関係機関の協議

会というのが、ここの図にも出ていますけれども、サイバー攻撃解析協議会というのを今

年やっていまして、そこで情報共有を強化していく形になっています。 

○上村情報セキュリティ政策室長  あとＪ―ＣＳＩＰでいろいろな情報が共有されてい

くことによって、では、どういう対応をすればいいのだろうか。演習であり、あるいは気

づきみたいなものを出さなければいけないという話があります。これはやっていくことを

含め、第３期においてはもう少し議論したいと思います。 

 演習は今、別途セプターカウンシルがやっていますけれども、確かにそことはまだ連携

が明確にはないということで、今はＪ―ＣＳＩＰの蓄積をもとに役立つベストプラクティ

スみたいなものをつくろうと。それをセプターとも何かできるかどうかはこれからの課題

でございます。 

○笹岡ＩＰＡ参与  一応、セプターカウンシルについては我々もオブザーバーとして今

年から参加することになりました。それはＮＩＳＣからぜひ入ってくれという要請を受け

て入りました。また、セプターカウンシルが実際攻撃を受けて、ウイルス検体というのを

解析してほしいということになれば、第一義的にはＩＰＡがその役割を担うということで、
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向こう側と文書も取り交わして、しっかり連携しております。 

○宇野委員  まさにセキュリティというのはＩＰＡが果たす役割が非常に大きいと思う

のです。民間企業ではとてもできない情報がいっぱいあると思うのです。今もお話しあっ

たとおり、何かアタックがあったときに、どこがどういう機能を果たすみたいなこと、Ｉ

ＰＡはそのうちの何を果たすみたいな、何かそれがないと、ここだけでどこまでできるの

かというのを拡大解釈されても難しいでしょうし、余りに狭いのも何でしょうから、何か

そういうのをぜひとも第３期をやるときには整理をしていただければと思います。 

○松山分科会長  よろしゅうございますでしょうか。――いろいろなご意見をいただき

ましてありがとうございました。今いただいたご意見で、今期の見直し結果を総務省の評

価委員会に返す…… 

○江口情報処理振興課長  基本的には、今日の結果も踏まえた形で次期中期目標、中期

計画をつくっていきます。それとあわせて、これまでにやってきたことの評価もしっかり

と説明せよということになっていますので、その返し方については、また総務省とやって

いきたいと思いますが、基本的には我々が評価したことを説明していくような形になろう

かと思います。 

○松山分科会長  そのための原案が今日３部ありますが、これが正式文書ということに

なっていますので、できましたらＩＰＡ事務局のほうで今日のいろいろなご意見を踏まえ

て、特に残すべきものについてというところと、第３期の方向性は多分セットで議論され

ると思うので、その辺にうまく生かし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。 

 私の理解ですと、総務省の評価委員会からこのような方向性でやれというのがまだ出て

いないということでしょうか。 

○江口情報処理振興課長  まだ出ていません。 

○松山分科会長  ですよね。以前、自己点検評価しなさいという話があったのでこれを

やった。プラス、第３期の方向性はこうだということを、総務省の政独委のところとまだ

やりとりがございますので、そういう中で見直し案という形と第３期の中期目標の設定と

いうことでやっていただくことになると思うのです。 

 私もその辺のスケジュールをよく理解できていませんで、先ほどいいましたように、親

委員会のスケジュールもまだ調整中、１月下旬という状態になっていますので、ちょっと

時間があるのですが、その辺の段取りがよくわかっていませんので、本日ご意見いただい
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たところの取りまとめ方に関しては、私と経産省さんとＩＰＡさんのところでまた協議を

重ねながらということで、任せ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。 

 それで、一応予定いたしました議題は終わらせていただきまして、最後に事務局から連

絡事項がありましたらよろしくお願いします。 

○村上情報処理振興課課長補佐  いや、特にありませんが、端的にいいますと、１月下

旬に次の分科会をやりますということだけです。 

○阿草委員  １月下旬の大体いつぐらいというのもわかっていないのですか。 

○村上情報処理振興課課長補佐  下旬だと思います。新年早々、もしくは年内に調整は

させていただきたいと思います。 

○松山分科会長  でも、親委員会のスケジュール日程が１月下旬から２月頭でしょう。 

○村上情報処理振興課課長補佐  そうですね。だから、その前になると思います。 

○松山分科会長  なので、親委員会もまだ調整中みたいなところで、今回は予定外でや

っているところもあるので、次回は、先生方も私も忙しいときに、きっとピンポイントに

開催される可能性が結構あったりするので、またご連絡さしあげるということで。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よ

いお年をお迎えください。 

 

                                 ――了―― 

 


