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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２９回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２５年１月２４日（木） １０：００～１２：００ 

２．場 所： 経済産業省 第４共用会議室（本館１７階） 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、宇野委員 

４．議 題： （１）独立行政法人情報処理推進機構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ついて 

（２）独立行政法人情報処理推進機構の第三期中期目標の考え方について 

（３）その他 

 

○松山分科会長  それでは、定刻よりも１、２分早いですが、お揃いでございますので、

第29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、お手元に配付されております議事次第の順番に沿いまして、まず１つ目は、事

務局から、１月21日、今週でございますが、総務省の政独委からＩＰＡの主要な事務及び

事業の改廃に関する勧告の方向性というのが示されましたので、それに基づきまして見直

されましたＩＰＡ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ついて（案）

のご説明をいただき、その後でＩＰＡの第３期中期目標の考え方についてご説明いただい

て、ご意見をいただきたいと思います。 

 なお、ご承知のように、本日１時から、ここでのご審議の結果を受けましたことに関し

まして、いわゆる親委員会と申しますけれども、経産省全体の独法の評価委員会のところ

でＩＰＡの見直しということをご審議いただくことになっておりますというのをご理解い

ただきたいと。時間が連続していますので、そことのつなぎのところも含めて、どのよう

にしていくかということも含めてご審議いただければありがたいと思っております。 

 それでは、資料の確認をお願いしたいと思います。 

○村上情報処理振興課課長補佐  それでは、資料の確認ですが、資料１、２―１から２

―３、２―１が一枚紙でして、２―２、２―３。２―３が横に左右に載っているものでご

ざいます。それで資料３がありまして、参考資料１に今後のスケジュール、参考資料２に

決算の見込みということで、資料欠損等ございましたらお知らせください。 
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○松山分科会長  よろしゅうございますでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 それでは、早速でございますが、議題１のＩＰＡ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ついて、ご審議をしていただきたいと思いますが、まず事務局から資

料に基づきました説明をお願いしたいと思います。 

○村上情報処理振興課課長補佐  それでは、資料１及び２―１から２―３までについて

ご説明をさせていただきます。 

 まず、資料１でございますが、まずその前に資料２―２をご覧いただきまして、こちら

資料２―２は、本年７月の当分科会において原案を作成したものを、その後、親会を８月

に開きまして、９月に総務省に提出したものでございます。その後、総務省とこの内容に

関していろいろなやりとりがございまして、その結果を踏まえまして、ここを見直すべき

だというのが資料１の勧告の方向性でございます。何で方向性なのかといいますと、勧告

そのものは、この勧告の方向性に沿っていなかったら勧告を打つよというのを勧告の方向

性という、法律上、勧告しか仕組みがないので、そういう仕組みになっているというよう

にご理解ください。 

 その上で、資料１が、そのいろいろなやりとりがあった後の、総務省としてこういう内

容で見直しの方向性を見直せという内容でございます。これをかいつまんでご説明させて

いただきます。 

 １枚目なのですけれども、第１の１で情報処理政策の実施体制についてということで、

これは要するに情報処理政策の実施体制は不断の見直しが必要であるということでござい

ます。 

 ２番ですが、民間人材を多用した人材戦略の見直しということで、こちらは総務省との

間で、要はＩＰＡはプロパーが少なくて外から任期付きで雇う人が多いのではないかとい

うことでいろいろな議論になりまして、そこは必要性に応じてやっているのですよという

議論もしたのですけれども、いずれにしても、もうちょっと新卒採用を促すような人材戦

略をとるべきではないかというような指摘でございます。 

 次のページをご覧いただきまして、３番、わかりやすい指標と明瞭かつ客観的な目標水

準ということでございます。もちろん定量的な成果目標が置けるものと置けないものとが

あるのですけれども、やはり進捗管理をしっかりとするようにということにおきまして、

目標をしっかりと定めろと。特に第３期においてはこういうことをしっかりと考えながら
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つくれというのが３つ目でございます。 

 ４つ目が運営費交付金債務でございまして、運営費交付金というのは実は中期目標期間

中は期をまたがって使えるのですけれども、総務省政独委のご指摘は、さはさりながら、

それにしても債務が大き過ぎると。交付金の規模40億に対して、最終年度では運営費交付

金債務が18億というのは多過ぎるのではないかということで、計画的な執行、若しくは年

度計画の実施ができていないのではないかというのが彼らの指摘でございまして、ここは

交付金の厳格な執行をしっかりとやるようにということでございます。 

 次のページ、事務事業の個別の見直しでございます。まず１つ目、セキュリティのとこ

ろでございますが、これは基本的に重要性はわかるということでございますが、いずれに

しても、次期中期目標についても抽象的な記載ではなく、わかりやすく具体的な記述内容

でやれということでございます。 

 ２つ目が、情報システムの信頼性の向上。いわゆるＳＥＣの業務でございますが、こち

らは、るる説明をしたのですけれども、やはり我々の説明が至らなかったのか、なかなか

必要性を理解していただけませんでして、この中段に、やはり業務の必要性、意味をしっ

かりと厳格に自分たちで評価した上で、意味がないならやめろというようなことを指摘さ

れております。これを踏まえまして、実は昨年の12月に既にこちらでご議論させていただ

いたのですけれども、こういう背景がございまして、ＳＥＣに関しては、まず現状の業務

が本当によかったのかどうかを見直せというのがありまして、その上で、次のページをご

覧いただきまして、いずれにしましても、次期中期目標については、さらなる民間の負担

を求める等、抜本見直しを図るということと、セミナー、イベントに関しましては、ＩＰ

Ａ主催の方式から講師派遣の方式に変えろということでございます。 

 高度ＩＴ人材に関してもほぼ同様の指摘を受けておりまして、さらにいうと、こちらは

現在、地域先端向けに年間数百万の予算でやっておりますｅラーニング研修のソフトウェ

アの提供というのは余りにも使われていないのだからやめろということになりまして、こ

れには明確にやめなさいというような指摘がされているのが③でございます。 

 その他の業務の見直しということでございまして、１つは、ＩＰＡグローバルシンポと

ＩＰＡフォーラムに関しては、政独委の会議の場でいろいろと指摘を受けまして、要する

にもっとやり方を考えるべきだと。何だ、この予稿集が白だらけなのはおかしいではない

かとかそういうことをいろいろいわれましたということで、こちらも見直せと。 

 地域ソフトウェアセンターに関しましては、こちらは既にるるＩＰＡでも見直しをして
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いるところでございますが、やはり繰越欠損金の減少とこれ以上傷口が広がらないように

することを念頭に見直ししろということを言われております。 

 さらにこれに加えまして、内部統制であるとか不要財産の国庫返納であるとか、その他

閣議決定に基づいた対応をしろというのが全体の方向性になっておりまして、かなり厳し

い指摘を受けていると考えております。 

 この方向性を踏まえまして、先ほど申し上げました、７月にこちらでお諮りした中期目

標の見直しに関する資料を修正しました。それを資料２―３でご説明させていただきます。 

 資料２―３でございますが、これは左右が新旧になっているわけではございません。左

が、見直しの方向性をどう見直したかの見え消しになっています。右側が、それに対して、

先ほど説明した勧告の方向性のどこが該当するかということを示したものでございまして、

左と右で赤の意味がちょっと異なっておりますので、ご注意ください。 

 順番に説明しますと、まず、当初案が当初案ではなくなって、「（案）」になったという

ことと、基本認識のところはさすがに直しようがないので基本的にあまり変えていません。

３ページの中段で、ソフトウェア品質監査という言い方を、ソフトウェア品質のフレーム

ワークという言い方に変えているのを踏まえて、少し修正しているだけです。 

 先に進んでいただきまして、まず見直しの基本的な方向のところで、ＩＰＡがやるべき

ことは中立性が必要、利益性が少ない等、民間では実施が困難であり、云々かんぬんとい

うものに限るというようなことを勧告でいわれておりまして、限るというかそういう事業

をしているとこちらは説明していますので、それを左側に移植しております。 

 次に、これはいかんしがたい話なのですけれども、閣議決定の平成22年12月７日のもの

と平成24年１月20日の部分に関しては、政権交代の結果、総務省より削除するようにとい

う話が来まして、消しています。 

 次に、さらにその下、６ページの３．の組織の見直しのところ、こちらもとりあえず消

せという話が来ましたので、消しています。 

 あと、総人件費改革のところは、もともと既に終わっている話なので、間違えていまし

たので、これも消しているということでございます。 

 右側に移りまして、７ページなのですけれども、個別の事務事業の見直しというところ

で、セキュリティに関しては抽象的な記載ではなく、わかりやすく、具体的な記載にしろ

というところに関しては、これはセキュリティのところに書くのではなくて、それ以外も

含めて抽象的ではなくてわかりやすく記載しろという指摘だととらえて、こちらはあらゆ
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る事業に関してそうだという指摘に読みかえまして、次の８ページの事業の重点化の左側

のところにまた赤字でいろいろ書いていますけれども、赤字の最後のほうに、また、抽象

的な記載ではなく、わかりやすく記載するものとするというように書きました。 

 あともう１つ、８ページの右側です。ＩＰＡが実施すべきかどうかであった検証と、①

のさらなる民間の負担、さらにいうと、９ページの右下の人材に関しても、さらなる民間

の負担というところを統合しまして、８ページの左側の中段のしっかりと検証することと

いうところにまとめております。 

 それで、その次は比較的大きな修正はありませんで、あと、先ほど申し上げました人材

に関しては、オンデマンドの研修に関してはやめろといわれているので、ここは人材特化

の話なので、10ページでございますが、左側に、オンデマンドに関してはなくすというよ

うに変えております。 

 さらに進みまして、12ページなのですけれども、こちらは７月の段階では産総研との統

合の話を書いていたのですが、削除せよといわれましたので、消しています。 

 次に、先ほど申し上げました人材に関する指摘のところに関しては、やはり新卒採用を

確保しろということをいわれておりますので、そういう趣旨のことを12ページ、13ページ

のところの中段で対称的に書いております。 

 13ページも内部統制をそのまま書いているだけでして、あとは14ページでございますが、

適切な応分負担を求めるところはもともと書いているので、これはそのままということで

ございまして、次にグローバルシンポジウムのところに関しては、14ページの広報戦略と

いうところで、これこれこのように抜本的に見直しをしろということと、先ほど申し上げ

ましたＳＥＣと人材で、人材セミナーに関してはＩＰＡ主催方式から講師派遣方式にしろ

という指摘をそれぞれ受けていますので、それを統合する形で14ページの左側のところに

書いております。 

 最後、財務内容の改善ということで、地域ソフトウェアセンターについても、もともと

見直しの方向性には書いていなかったのですけれども、書いたということと、先ほど申し

上げました交付金債務が多いということと、適切なマネジメントをするべきだというとこ

ろに関しましても、15ページの左下のところに適切な予算執行をしろということで反映さ

せております。 

 以上が見直し案の修正内容でございまして、この見直し案に沿って中期目標をつくると

いうことになりますので、それは議題２でまたご説明をさせていただきます。 
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 以上です。 

○松山分科会長  ありがとうございました。資料１は勧告の方向性ですね。それで資料

２―２が、表の左側に書いてある見直しについての案ということで、これが１時からの親

委員会で説明して、議論にかかるというふうになっているということなので、この今の議

題１に関しましては、この組織・業務全般の見直し案についてご意見をいただきたいと。

修正等も親委員会のほうにできるだけ反映させるような形で対応したいということでご議

論をお願いしたい、そういう趣旨でございます。宇野委員、何かありますか。 

○宇野委員  人材を新卒採用を促すとなっているのですが、こういうＩＰＡみたいない

ろいろな技術がどんどん進展するところで、これがどれほどの重要性があるのかが、それ

でどれぐらいのウエートがいいのかというのがなされないまま、はいというのも、今後ど

のようなことになっていくのかがよくわからないのですけれども。 

○藤江ＩＰＡ理事長  そうなのですよね。言われたから、はいというのはおかしい話で、

特に人材についていえば、確かにプロパーを充実しなければいけないというのは、今 400

人ぐらいで回しているわけです。その中の大体 100人程度しかいませんから、これはやは

り回していくべきだと思うし、充実していくべきだと思っています。だけれども、宇野さ

んなども、企業で１人採用すると生涯３億かかるよと。昔１億、今３億といわれているら

しいのですけれども、３億でも足りないという人もいます。それでいて、逆にいうと、非

常にスペシャリティーの技術を要求されるということからしますと、そういう知識を必要

とするということからしますと、やはり民、それから官の出向者がある程度そこに入って、

逆にいえば、人件費の問題でいけば、１つのプロジェクトが終われば、それでどうぞお帰

りいただくというような、非常にフレキシブル性があるわけです。プロパーを採ってしま

ったら、もうそのまま。だから、私もこれをみたときに、ほんまかいな、こういう議論を

するのかいなと思いました。 

○宇野委員  お金３億もさることながら、１人採用すると30年、その人の業務を維持し

ないといけないのですけれども、このように環境が変化する最先端にいるところで、本当

に30年これがもつのかというのは、誰が判断するのか、よくわからない。 

○阿草委員  これは基本的に書かれた分はすぱっと入れるのですか。今の、新卒の確保

に向けた活動と書くのか、新卒も含めバランスを考えると書くのかで捉え方は違いますよ

ね。何かすごく文章がそのまま入っている感じが。例えばソフトウェアセンターのところ

も、こういう努力をしてきたがさらに進めると書くのか、これを言われたから何かやるよ
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うな、フレーズがそのまま入っているのは、趣旨が外れないように少し変えられるという

ことはされなかったのですか。何かすごく素直に、すぱっ、すぱっと入っている。 

○藤江ＩＰＡ理事長  非常に素直なのですよ（笑声）。私が、こんなことを言ってはお

かしいですけれども、非常に素直です。皆さんに指摘されたら、はい、そうかいってなも

ので。 

○阿草委員  確かに、言われたことに沿わないと、けったら怒られるのはよくわかりま

すけれども、だからといって、今までこれだけの努力を進めてきた、さらに加速すると書

けば、何もやっていなかったということではないので。 

○藤江ＩＰＡ理事長  現実に今プロパーはここのところ、３年間さかのぼりますと、４

人、３人、今度６人という形で…… 

○阿草委員  徐々に増やしてきてはいるがみたいに書いて…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  そうそう。だから、そういうことを少し書いてくれてもいいのだ

よ。バランスを考えながらとか、書いてくれてもいいのではないかと思うのだけれども、

いや、もうこういうものは余り抵抗はしないのですということであれば、そうですかと。

偽らざる私の心境ですね。 

○松山分科会長  でも、恐らくここの人材のところで民間等の出身者、出向者が大半を

占めているということの意味するところは、政独委の先生、委員の方かどなたかわからな

いけれども、結果的には業界団体ではないかということなわけですよ。基本はね。やはり

そこは、実は、ＪＮＥＳでしたっけ。原子力……規制庁に移ったところ。 

○江口情報処理振興課長  ＪＮＥＳです。 

○松山分科会長  ＪＮＥＳのところも典型なのです。結局、あそこでも実はすごく議論

になって親委員会でやったのですが、前年ですけれども、やはり見直しの方向性で全く同

様のことが行われて、結局、原子力事業者のＯＢさん、ちょっと早期退職とかいう人たち

が大半を占めているのです。そうしたら、安全検査をする立場と受検する立場が先輩と後

輩になっているではないかという、これは新聞等でもいわれた話があるのです。 

 ですから、結局何かというと、業界団体連合会ではないのというのがずっとベースとし

てある。人材構成ね。これはＩＰＡさんもそうなのですが、別の視点からみると、実はそ

う見えるのです。現実問題として。それに対して、そうではないですよということがやは

り説明し切れていないので、私の憶測ですけれども、どうしても政独委のほうからみると、

結局、ＩＰＡは業界団体ではないの、要らないのではないの、どうせ人員もほとんど出向
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者なのだから、もともとその人たちがどこか独法とは別にやればいいのではないのという

のが基本的考えとしてあるのではないかと思うのです。 

 その思いに対して、どこまで独法としての意義を説得、説明できるのかというところに

かかっているというので、実はこの人材確保の問題はそう簡単に、努力しているから何と

かかんとかで済むような話ではないのです。根本的な認識問題のあらわれ。それで、ＪＮ

ＥＳの話も同じように、ＪＮＥＳの場合、今年度からスタートするので、前年度に同じよ

うに見直しの……違う。もう１年前だな。だから、おととしのときに見直しをやって、前

年度、途中でどこかで規制庁ができたら移るのだけれどもといいながら、新たな第２期か

第３期の中期計画をやって、そのときも全く同じことをやって、親委員会ではもう数字を

出せといわれました。それは当時の状況のところもあるので、結局、業界団体と独立の立

場を独法が本当に保てているのかというところに関する１つの大きな数値指標なのです。 

 だから、宇野委員がおっしゃることは、実際、技術論ではそういうのは非常によくわか

るのですが、ただ、やはり組織論としてみたときに、そうみえてしまうところはやはりあ

るし、多分政独委のほうはそうみているということになるのです。だから、非常に根が深

い大きな問題。だから、単に２名、３名、６名増やしたからいいではないかということで

済む問題ではない。 

○藤江ＩＰＡ理事長  いやいや、それを申し上げているのではないのですけれども、Ｊ

ＮＥＳの場合とＩＰＡを比較しろというのなら、それはそれで、やはりやるべきですよね。

ＩＰＡとＪＮＥＳというのは、私の知っているＪＮＥＳというのはやはり大分違うのです。

あそこはＯＢとチェックするほうと、お願いしますというほうが全く同じ釜の飯を昔は食

べたというところに一番の問題点はあるのだと私は認識しているのです。だから、それと

ＩＰＡというのはね。例えば業界から第三者検証。第三者検証といったって、業界からと

いうのは、例えば大きな問題としてはトヨタ自動車の問題がありましたよね。あれからこ

れは火がついたわけですけれども、トヨタ自動車のブレーキの問題について、トヨタさん

から私どもに情報はいろいろな形で収集はしたけれども、トヨタさんから誰かが来てその

評価をしているという話はないわけです。 

 それから、もう少しいいますと、これは先生のご専門だから私があまりいっては、おま

え不勉強だといわれそうだからいってはいけないのかもしれないけれども、やはり第三者

検証の仕組み自身を日本として作っていかなければいけないということが一番大事であっ

て、それを経済産業省もやらなければいけない。それからＩＰＡもやらなければいけない
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ということであの問題というのは出た。その割合にしては、少し話は飛びますけれども、

この次、何をやるのかという中で、あれはあのときのトピックスだったからやったのだと。

今度の第３期の中期計画ではそれは余りフォローされていないと。これはやはり事業の継

続性ということからいっても、日本の国の富ということを考える立場から言っても、ちょ

っといささかと私は思うのですけれどもね。 

○松山分科会長  だから、そういうムードのもとで言ってきていると私は理解している

のです。そのこと自身が妥当性があるかないか等々ということはあるのですが、ただ、次

の議題でご議論いただきますけれども、第３期の中期目標で何を掲げるか、ＩＰＡのミッ

ションは何かというところとやはり大きくかかわるところもあってというところになって

いるという話は、少しご理解いただいたらありがたいと思います。どうぞ。 

○宇野委員  今のお話についていうと、ＩＰＡが何かルールの判断をするとか、それな

りにいろいろな影響を与えるような機関なのか、それともまさに情報処理を推進するとい

う機関であって、そこに出向者とかＯＢがいっぱい行ったら何かトータルに社会的に問題

を起こすような、そういう性格の組織なのか、組織がどうかという今、藤江さんがおっし

ゃったことと、新卒を採るということと、出向者がいけないというなら中採を採ればいい

わけで、30年を本当に見渡せるかというと、普通の企業であれば新卒の採用を減らしてい

かざるを得ないと。そうせざるを得ないのですけれども、本当にそのやり方がこの段階に

いいのかという、それをいいたかっただけなのです。 

○松山分科会長  恐らく、出向ではなくて中途採用を、やはり技術、高度なレベルでと

か、そういう言い方はあると思うのです。プロパーが 100人とおっしゃいましたが、そこ

の問題なわけですよね。全体的な話として。だから、私としては新卒がいいと思っている

わけではないのだけれども、やはりプロパーの人がしっかりといて、ＩＰＡの立場で業務

をやっていただくと。監査とか検査というようなところに関しては、セキュリティに関し

てはもう認証機関として実際問題やられていますよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  はい。 

○松山分科会長  だから、やはりそういう公的な認証のところがあるわけです。もちろ

ん人材育成のところでセンター、あれも国家試験で国家資格ですよね。その資格認定もや

られているという意味では、非常に公的な立場をおもちになっている。単に以前の協会の

ように、補助金を出して産業をいろいろ活性化しましょうというところの窓口ではなくな

っているというのは事実なのです。ですから、理事長はその辺、当然ご理解いただいてい
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ると思いますが、やはりＩＰＡがどういう方向性でやるのかというところにかかってきた

ときに、出向者でずっとみんなやってきているということに関しては、徐々に方向転換を

望まれているというのは、ＩＰＡとしてのミッションからして当然のことだと私は思うの

です。 

 それはだから、宇野委員がご心配のように、新卒を育ててこんなところですぐに即戦力

で役に立つのか、それはないので、そういう意味ではプロパーを増やすのだというところ

は方向性としてはいってもいいのではないかと思います。阿草先生、何か。 

○阿草委員  今の同じことで、出向者及び何とかとひとくくりにされるのは感覚的には

合わないですね。ある種の教育を受けて、そういう判断ができるレベルになった後に採ら

ないと、新卒で失敗したときの、どういうのですか、抜ける率をどれぐらいとれるような

経営ができるかならいいのですが、ドロップアウトすることを前提に優秀な人だけを残す、

そんなマネジメントができればいいですけれども、かなり公務員的なことであると、極端

にいうと、ずっとおられると非常に難しい感じがします。 

○藤江ＩＰＡ理事長  採用してから外にもう一回また別のところにというのは、公務員

に準ずる場合は、非常に厳しいと思います。 

○阿草委員  ですから、出向者に関しては、委員長いわれるような意味での問題点は非

常にわかりやすいので、都合のいいときだけいて、そこでいい判断してもらって、また適

当に帰っていくという、それは一番まずいので、だからプロパーという概念と中途採用が

ここに入っているということが気になる。 

○松山分科会長  それが気になりますね。 

○阿草委員  だから、新卒を採れというので、新卒の確保に向けた……を強化すると書

かれると、何となく、やはり違うかなと。新卒を採ることがそれだけ重要かというのは。

だから、委員長がいわれるような意味で、こういう問題が起こらないようにプロパーの確

保と新しい視野をもった人たちの確保に努めると書いて、それが新卒の人だというのなら

まだあるのですけれども。 

○藤江ＩＰＡ理事長  文章の表現としては難しいと思うのですけれども。 

○阿草委員  こう書いてしまうと、新卒採用率はどうでしたということを評価に書かれ

てしまいますよね。 

○松山分科会長  その辺はいかがですか。 

○江口情報処理振興課長  最大のポイントは、中長期的な視点に立った採用を行うこと
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だと。そこは間違いないと思います。 

○阿草委員  それで、新卒者の採用も含めてと書くというのがあるのですけれども、こ

れは新卒を採ると書いてしまっていると、評価監査がそこに引っ張られてしまうのではな

いかというのがすごくあります。だから、本当に素直に書くのですかというのは、いわれ

たとおり書かないといけないのなら、確かにこちらの見直しのところでは、新卒採用を促

すような戦略の見直しをと書かれてしまっていますから、新卒しかいけないかもわからな

いのですけれども、ちょっとそこはよくわかりません。普通の感覚からいうと、私は中途

採用である種の能力をもった人を30前後で見極めて採用というのが一番妥当な感じがしま

す。 

○藤江ＩＰＡ理事長  そういう方で今ご活躍になっている方もここのところ結構いらっ

しゃるのです。そういう方はやはり経験がありますから、実力を発揮されるし。だから、

ここでいわれた勧告の方向性というのは非常にシンプル・イズ・ベストみたいな書き方を

していますから、それに対して少なくとも人事施策なんていうのはすごくいろいろな要素

があり、かみ合ってでき上がってくるものですから、やはりその辺のフレキシビリティー

みたいなことが何かの方法で表現されないと、というようにしていただければありがたい

と思うのです。 

○松山分科会長  最後の着地の文章だよね。 

○阿草委員  はい、そこだけです。だから、右に書かれているのを、専門性、特殊性の

ある人材とその育成をしなければならないと書いて、最後の新卒を書かれたところをうま

く抜けば私はいいような気がしたのに、書かないといけないのですかというのはすごく気

にはなりました。 

○松山分科会長  １つの案としては、これは経産省のほうでいいかどうかわからないけ

れども、「新卒者採用の確保に向けた採用活動を強化するとともに」というのを１つ前の

行の「観点から」の前に入れて、締めが「中長期的な視点立った人材育成、採用を行う」

と書いてあると随分違う。 

○阿草委員  大分違う。 

○藤江ＩＰＡ理事長  違いますね。 

○松山分科会長  そこは段取り的にはどうですか。 

○江口情報処理振興課長  その方がいいとは思いますので、そこは修正をさせていただ

きたいと思います。 
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○松山分科会長  ありがとうございました。ほかは何か。 

 ちょっと事前の打ち合わせで私がようこんなん書くわと思っていたのが、実は８ページ

の右側なのですが、上から真ん中ぐらいで、「厳格な説明責任を果たせない場合には廃止

するものとする」といわれてしまっているのです。この前のところでは、ここは私、やは

りあれですけれども、ソフトウェア・エンジニアリング、ＳＥＣの業務に関して理解が得

られていないと思っているところもあって、さっきの人事施策のところも絡んでくるのだ

けれども、これは個人の意見でございますけれども、やはり名前もそうなのですが、情報

処理推進機構になっているので、推進するのがミッションだというような感じの名前にな

っているところも問題なのですが、やはりソフトウェア作成を推進するということを何か

やってしまっているのです。それはもう民間でどんどんやっているではないのという話に

なって、それをまだ何で独法でやるの、それがよくわからんという感じでいっているのが

つまるところだと思うのです。 

 やはりそのようにみると、さっきの出向者も結局、企業でやればいいことをＩＰＡでソ

フトウェア開発のためのツールづくりを国費を使ってやっているのではないの。それで、

出向者がやっているのではないのという色眼鏡といえば色眼鏡かもしれないけれども、そ

のようにみえてしまう部分というのはやはりあって、そこの疑念を払拭し切れていないあ

らわれかなということで、私自身としてはこの文言は、ここまで強いことを書かれている

ので、結構危機感をもっているのです。 

 そういう意味で、見直し案のところでは、１、２でも人材育成と二本立てにしてあるの

ですね。 

○江口情報処理振興課長  そうですね。 

○松山分科会長  そういう意味では、 (1)の社会基盤としてのＩＴの安全性・信頼性と

いう話で、安全性に関してはセキュリティ、信頼性に関して柱を立てていこうという形で

整理していただいているというような形になって、文言的には、９ページの上から四角括

弧で書いてある、社会全体を支える情報処理システムの信頼性向上に向けた取り組みの推

進というところにＳＥＣの方向性を転換していただきたいというような感じを申し上げて

きているというようなことになっている。そこは、多分、この文章がいいかどうかよくわ

からないのですが、意図はやはり、監査、検査、品質保証機関としてのＩＰＡということ

をもう徹底していくということに、特に第３期は踏み切らないと、ＩＰＡ自身の存在意義

を社会的に認めていただくのはなかなか難しいのではないかということを事前にお話はし
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てきているということであると。 

○藤江ＩＰＡ理事長  そこのところは本当に松山先生のおっしゃるとおりだと思います。

やはりそこをしっかり我々として具体的にどうするのだということが説明できていかない

と、必ずその話がループで戻ってきて、何でＩＰＡでやるのだと。 

○松山分科会長  そうそう。またそこの話。 

○藤江ＩＰＡ理事長  またそこの話になりますから、ここはしっかりとやらせていただ

かなければいけないところだと思います。 

○松山分科会長  ぜひとも。もう１つは、この勧告の方向性で何回か書かれているのは、

わかりやすくというのがあるのです。これはもう当然そうなのですが、ここの場は業界団

体連合会的なところがあるので、いろいろ話せばわかるというのがあるのですが、ここか

ら一歩外へ出ると、基本的には、話してもわらないのです。やはりそこに対する説明とい

うのをどういうスキームでやるかという意味では、宣伝ではないけれども、文書作成とか、

特に政独委に対する説明戦略とか、そういうのもかなり練っていかないと、なかなか理解

が得られない。やはり政独委の先生方は特に専門家ではないと思いますので、わかりにく

い、わかりにくい、わかりにくいと書いてあるのです。勧告の方向性の文章を読ませてい

ただくと、結構気になるところだという感じがします。 

○宇野委員  何回か私もいわせていただきましたが、セキュリティというところについ

ても、日本全体の中の例えば外国からアタックを受けたときに、ではどこが何をする。Ｉ

ＰＡが何をするという全体の位置づけがなくて、ＩＰＡだけをぽっと書くと、どこまでが

守備範囲で、どこまでまじめにやったのというのがわからなくなる。だから、全体の中の

位置づけみたいなものが、これから３期のところは特に明らかにしないと、ずっとこの問

題を引きずりそうな気がします。幾ら書いたってどこまでがカバー範囲かわからないので。 

○松山分科会長  多分、セキュリティに関しても、去年ですか、新聞を騒がせた、なり

すましというか、あの辺の乗っ取りの踏み台攻撃、まだ捕まっていないけれども、ああい

う話になると、あれは警察なのですよね。そうすると、やはり警察庁とかそんなところで

セキュリティポリスですか、そういうのを同居していって何とかかんとかというようなこ

とになると、それはそれでいいのですが、ではＩＰＡは要らないのではないの、警察がや

ってくれるよというように考えると、ああいう警察系のところの活動というのが、多分、

今度強化されますよね。 

○江口情報処理振興課長  されると思います。 
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○松山分科会長  というようなところとのバランスで、今までやってきたＩＰＡがとい

うことと、他の省庁の対応の状況が世の中どんどん変わってきて、結構刑事事件的に法整

備もできたので、そのようなところもあってというところになっているのでしょう。やは

りその中での、今、宇野委員がおっしゃったように、ではＩＰＡはそういうものとのかか

わり合いとしてどうなのだ、ＩＰＡの警察ではないところというのはどういうところなの

だと。やはりそういうのも説明をうまくやらないと、ああいう新聞とかマスコミで大きく

報道されるのはみんな普通の人は聞いていますので、それは警察庁がやるといっているの

ではないのということはあるので、セキュリティのところがあるからそこは大丈夫という

ことでは決してないような気がします。 

○阿草委員  やはり世の中でセキュリティの問題がどう動いているかは多分、極端にい

うと、ＩＰＡの問題ではなくて、今やすべての情報システムがオープン化されているとき

に、そのシステムの信頼性という中でセキュリティを論じないと、最初はそうだったのだ

けれども、起きた事件になってしまえば、今の警察とか、いわゆる別の意味での社会に対

する影響をみるのと、あとは情報システムを出荷前にどういうチェックが要るのかとかい

うのであれば、例えば監査機関であるとか、そういうのはまた、いわゆる商品をつくると

きの監査ですので、そういう意味でのセキュリティは絶対残ると思いますけれども、そこ

は今いわれたようにちょっと気をつけないといけないと思います。ああいうほうは目立ち

ますからね。ああやって、大変だ、大変だと人を採って組織を大きくするというのは絶対

そうなので、ここらも今からどっちに振るかは気をつけないと。 

○松山分科会長  それで、これは見直しの案なのです。それでいいのですが、次の議題

はまさしくその目標を定めていただく、今日いきなりではなくて、最後に次、もう一回、

２月にやらせていただくのですが、ただ、もうそのフェーズに来ているのです。ですから、

第３期の中期目標の定め方のところで、できましたら、こうすべきだとかいうのを、今日

スタートですけれども、ぜひとも委員の先生方からご意見いただいて、明快な説明責任を

果たせるような形にしていきたいと思っているというのが現状でございます。 

 ということで、先ほどの人事のところに関しましては少し文言を修正ということでまた

対応させていただくということで、その他のところは一応こういうことで、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 
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 それでは、次でございますが、今いいました第３期の中期目標の考え方についてという

ことについて、資料３になると思いますが、事務局の方からご説明をお願いしたいと思い

ます。 

○村上情報処理振興課課長補佐  それでは、資料３に基づきましてご説明をさせていた

だきます。 

 こちらは、先ほど申し上げました見直しの方向性、修正後のものを踏まえて、第３期の

中期目標を策定するための枠組みをつくってみました。これを膨らませていく方向なので

すが、まずは枠組みでご議論をということでつくっております。 

 構成ですが、中期目標とほぼ同じ構成なのですけれども、前文のほうを割と長めに書い

て、位置づけみたいなものをしっかりと整理した上で、本文のほうは比較的タイトルベー

スにしております。 

 まず前文、１ページ目でございますが、やはり経済社会と情報技術、要するに政府の政

策は置いておいて、社会全体とＩＴのかかわりの認識ということで、こちら実は第２期中

期目標の策定時にここに書いてある①から⑤のことが書いてあります。この中身、情報化

社会の本格的到来、一般利用者の保護とＩＴリテラシーの向上の必要性、供給者から利用

者主導の時代、不可逆のグローバル化進展への認識、⑤の情報量の爆発的増大とハードの

コモディティの時代、これはよく考えると、今でも十分通用する話ですので、こちらに関

しては同じ認識がありますよねということをまず書きました。 

 その上で２つ目でございますが、実はまさに政独委含め、やはりそもそも何で情報処理

って国がこんな支援をするのだというところでいろいろな議論が起きますものですから、

つらつら過去の資料等を眺めて考えますと、やはり他の製造業等に比べると相当人材とい

うもの、若しくはソフトウェアのつくり方というものが特殊な部分があるというところを

ひとつ説明した方がわかりやすいのではないかと思いまして、こういうことを書きました。

すなわち、情報処理システム、ソフトウェアの特徴としまして、２ページに書いたとおり、

これは実は過去の産構審の資料をそのまま写しているのですけれども、ソフトウェアとい

うのは目にみえず、プロジェクトの状況も目にみえない。情報システムを構築する作業は、

世の中の社会システム、ビジネスモデル等を人の思考を介して論理的に計算機の中につく

り、シミュレーションすることであるので、世の中の複雑さと同じだけ、情報システムは

複雑になる。人の知的創作物であるので、作成関係者の能力の影響が大きい。事後的な変

更が容易と誤解されやすい。コミュニケーション上の問題が多い。組み込みに関しては、
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ハードの問題をソフトで解決することが求められることが多いと。７年前と同じままかと

いうと、そうではないのですけれども、やはり人材の力量は十分必要であり、さらにシス

テムが複雑化する一方の現状においては、この方向性、ソフトウェアにおける問題という

のは実は余り変わっていないのではないかということをここで論じております。 

 その上で３）でございますが、今後第３期を迎えるに当たりまして、１）以外に新たな

社会情勢として何があるかということを考えてみたのですけれども、１つは①ということ

で、システム障害の影響増大、技術革新とネットワークの進展、情報利活用の高度化とい

うことで、１つはシステムの不具合が直接的に被害を及ぼすものが増えてきているという

ことと、２つ目は、まさにビッグデータ等々でいろいろなデータの利活用が進む中で、３

ページでございますが、物事が複雑化し、システムも複雑化していると。実際、組み込み

ソフトなどが典型だと思うのですけれども、７年前に比べると、組み込みソフト側のハー

ドの方がかなり高性能になっていますので、そうすると、ソフトも膨大化していくという

ことで、システムの複雑化、膨大化というのはエンプラ、組み込み両方に当てはまる話だ

ろうということで、ここら辺は逆にいうと信頼性が損なわれると深刻度が増すということ

で、そういう社会的な背景はまだ少し変化があるのではないかということが１つ目でござ

います。２つ目は、これはいうまでもなく、サイバー空間における脅威の増大で、まさに

ネット社会、若しくはそのシステムが個人にまで入り込んだ結果、サイバーセキュリティ、

特に最近でいうと、標的型攻撃であるとか、若しくはいわゆるプラント等の制御システム

にも攻撃が来るということで、これはまさに目にみえる危機が増大していると。 

 このような社会情勢とＩＴの背景を踏まえつつ、では、これもちょっとおさらい的にな

るのですけれども、情報政策とＩＰＡは今までどういう流れだったのかというのをざっく

りと論じております。１つは、３ページの下ですけれども、我が国のソフトウェア政策と

いうのはもともとはハードの附属物だったところ、特に90年代以降、ソフトの市場をつく

るということで、旧ＩＰＡは基本的にはお金の供給ということと、当時はＪＩＰＤＥＣで

すけれども、情報処理技術者試験によって担当する人の能力の見える化を図ってきたとい

う、ベンダー側の育成としては主にこういうことをやってきていまして、他方で、適用範

囲を広げることでＩＴを進めようということで、医療とか教育、あとは中小企業のＩＴ化、

もしくは政府調達というところに政策を打ってきているという実態がございます。 

 12年以降は、ＩＴ本部を中心に、総務省とも連携しつつ、どちらかというと最初のほう

はいわゆるブロードバンドのインフラ整備が中心だったのですけれども、その後は医療、
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教育、電子政府といった分野でのＩＴの利活用が中心になっているところでございまして、

経産省は特に中小企業とか医療とか、そういうところに比較的取り組んでいると。そうい

う中で、ソフトウェア・エンジニアリングということに関して、ＩＰＡも中心になってや

っているということだと考えております。 

 その上で、近年は、ＩＴを効率化だけではなくて、要するに、ビッグデータを含む情報

の利活用による付加価値の増大というところに向けて取り組みが進んでいるということと、

組み込みに関しても急速に自由度が増しているわけですが、例えばサポイン法という法律

に基づいて組み込みベンダーの支援なども行っているという、政府全体の方向性がありま

す。さらに、記憶に新しいところでは、昨年、政府ＣＩＯが設置されて、電子政府の高度

化とか政府データのオープン化、あとシステム調達や保守運用の合理化等も新たな議題と

してまた再度上がってきているということでございます。 

 こういう情報政策の60年代以後の歴史の中で、ではＩＰＡが何をしてきたかというと、

旧ＩＰＡ時代は先ほど申し上げましたとおり、資金供給が中心であったと。ただ、実は、

セキュリティの話はいろいろあるのですけれども、90年代後半と書きましたが実は前半ぐ

らいから、ウイルス、不正アクセス、脆弱性に関する情報の収集をＩＰＡは実は相当やっ

てきておりますと。そういう中で、比較的実績を残していると。平成16年の独法化以降は、

それに加えて、ベンダーへの資金支援だけではなくて、開発手法の高度化ということでＳ

ＥＣを立ち上げるとともに、もともとやっていたセキュリティに関しても、サイバー攻撃

に対してセキュリティ確保にもさらに取り組んでいると。さらに、情報処理技術者試験を

ＪＩＰＤＥＣから移管し、それと突合する形でＩＴ人材のみえる化、もしくは経営指標と

してスキル標準を整備し、さらに大学での人材育成ということで産学連携等をしつつ、こ

れらを経産省の政策の方向性を踏まえて実施してきたというのが主な歴史だと考えており

ます。 

 第１期の主な成果としては、まず、もともと特認法人時代のメインだった資金供給を抜

本的に見直して、基盤的なＳＥＣ的な事業に変えたということ。５ページ、さらに、情報

セキュリティに関しては、政府調達機器のセキュリティ認証みたいなことを機関としてや

るとか、ソフトウェア・エンジニアリング、ＳＥＣの形成、あとはＩＴスキル標準やスー

パークリエイターの発掘。 

 第２期になって、Ｊ―ＣＳＩＰの発足であるとか、重要インフラの信頼性対策、若しく

は組み込みソフトに関する要求開発からテストに至るまで一連のいろいろなガイドの作成、
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あとは電子政府関係として、ＩＰＡフォントのような文字情報基盤であるとか調達に関し

て、特に分離調達に際してのＡＰＩ的なＴＲＭの整備。さらにいうと、スキル標準を統合

したスキルフレームの開発、未踏人材、電子政府推奨暗号リストなどを成果として出して

きているということでございます。 

 以上を総括して、ＩＰＡに求められる役割は、第１期のもともと特認法人時代からの情

報処理の推進というところから、第２期は情報社会システムの安寧と健全な発展というこ

とで、より基盤的な事業に注力してきたところなのですけれども、さらにその後、複雑、

膨大化するシステム及びサイバー攻撃の一層の高度化を踏まえると、特に利用者視点に立

った複雑、膨大化する情報社会システムの安全性、信頼性の確保というのが１つの大きな

テーゼになるのかなと考えております。 

 このような環境の変化を踏まえて、これまでの事業の蓄積を生かしながら、ＩＴ戦略、

若しくは自民党時代の最後のｉ―Ｊａｐａｎ戦略とか、情報経済革新戦略、融合戦略等々

を踏まえつつ、次期中期目標は以下の２点を旗印としてその取り組みを進めるべきではな

いかと考えております。 

 １つは、社会基盤としてのＩＴの安全性、信頼性の向上ということで、セキュリティ、

情報システムの信頼度、重要インフラ情報システムの信頼度向上、あとは政府方針に基づ

く電子行政システムの構築支援。 

 ２つ目は、人材ということでございまして、６ページでございますが、特に未踏人材、

セキュリティキャンプ等の我が国のまさにエース、トップを担う人材の発掘と育成、さら

に次世代高度ＩＴ人材であるとかセキュリティ人材に関するスキル標準整備等、その環境

整備かと考えております。 

 なお、政策評価における指摘などを踏まえ、やはり今後行う事業については、国として

実施すべき施策か否か、ＩＰＡとしてやるべきか否か、知見が生かせるものかどうかとい

うのを常に留意する。さらに、事業実施に際しては、やはりそれがどう社会に裨益したの

かを測定する指標などを必ず設定するとともに、進捗や内容について不断の見直しを図り、

さらに出口のない事業を行わないように事業の明確な展望を定め、いずれにしても、出口

においては可能な限り民営化を推進するものとするということを、政独委等々の指摘を踏

まえて書かせていただきました。 

 これを踏まえまして、以上、本文に関してはこれから肉づけをする話ではございますが、

簡単に方向性を説明させていただきます。 
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 ７ページでございますが、まず第３期の期間は、統合の話もとりあえずはなくなってい

るので、５年というように書いた上で、１つ目、社会基盤としてのＩＴの安全性、信頼性

の向上ということで、１―１がセキュリティでございますが、まず (1)としてサイバー攻

撃等に対する情報の収集、分析、提供、共有。こちらは、90年代からやっておりますウイ

ルス、不正アクセス、脆弱性の収集、若しくは対策に加えまして、Ｊ―ＣＳＩＰ等々によ

ります重要インフラに関するセキュリティ対策の情報の収集とそれの普及。 

 ２つ目、情報セキュリティに関する普及啓発ということで、特にＩＴに関する国民やプ

ライバシーに関する情報提供をしていく。さらに各国との連携を深める。 

 ３つ目が、既に先ほど申しました政府調達に関する機器認証でございますけれども、こ

ちらも引き続き評価、認証、スキームを回していくということでございます。 

 ４つ目が暗号技術ということで、暗号の適時適切な見直しみたいなところを、こちらは

他省庁とも連携しつつやっていくと。 

 さらに、制御システムの国際的な認証制度についても取り組んでいくというのがセキュ

リティに関しての主な取り組みでございます。 

 次、８ページでございますが、１―２、社会全体を支える情報処理システムの信頼性向

上に向けた取り組みの推進ということで、１つ目が、先ほど松山先生からございました重

要インフラに関しての障害情報の収集・分析と再発防止の導入促進や、行く行くは個別の

事例に対する対策支援。 

 ２つ目として、利用者視点でのソフトウェア信頼性の見える化の促進ということで、作

成したフレームワークをどのように適用していくかを引き続き検討していく。 

 ３つ目、政府方針に基づく電子政府システムの構築支援ということで、こちらに関して

も、これまで文字情報基盤であるとかＴＲＭ、広くは先ほど申し上げたＣＣＲＡのような

政府調達に関してのさまざまな支援を行っている実績を踏まえまして、昨今の政府ＣＩＯ

の方向性であります電子行政オープンデータの推進の支援であるとか調達のガイドライン

の引き続きの整備みたいなことをやっていく。 

 あとは、これまでもやっております海外の機関、フラウンホーファー等との連携による

海外の先進事例の国内への取り込みであるとか、ＳＥＣで確立した手法の国際標準化につ

いて取り組むというのが１―２かと考えております。 

 次、２つ目、人材でございますが、特にこれは高度なセキュリティの確保と次世代を切

り開く高度ＩＴ人材というところに重点を書いていくということで、 (1)が我が国のトッ
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プノッチを担う人材の育成ということで、まずは未踏による若手エース人材の育成と発掘。

２つ目がセキュリティキャンプによる若手セキュリティ人材の発掘。 

 ２つ目は、昨年度出しました次世代高度ＩＴ人材に関しての報告書等々も踏まえまして、

融合ＩＴ人材に関するフレームの整備、すなわちどういうスキルが必要なのかということ

をもう少し体系化した上で、スキル標準等に整合させていくということと、セキュリティ

人材に関して必要なスキル、タスク等は何かということを、現状のサイバー攻撃の状況を

踏まえながら、さらに深めていくと。 

 ３つ目が、情報処理技術者試験の活性化、効率化ということで、１つは、社会情勢が変

わる中で不断の見直しをするということと、後ほどご説明がありますけれども、今年度の

決算等々を踏まえた持続的な運営を可能とするための収益の改善。 

 その他としましては、行革等々を踏まえまして、スキル標準と産学連携に関しては民間

実施体制についての構築を早急に進めていくということを考えております。 

 以上に加えまして、あとはロジ的な話でございますが、業務運営の効率化に関する事項

ということで、こちらは比較的、政独委の先ほどの指摘を踏まえたことを書くことにして

おります。 

 まず (1)として、勧告の方向性を踏まえた対応ということで、具体的には、１つはやは

り各事業についてＩＰＡ実施の妥当性と出口戦略の不断の見直し。２つ目が、運営費交付

金の計画的執行。３番目が、戦略的な組織マネジメント、人材マネジメントの実施で、先

ほど議論になりました新卒云々かんぬんというのは、こちらの方に具体的に書いていくこ

とになると考えております。 

 さらに加えまして、これは第２期と同等でございますが、引き続き取り組むべき事項と

しまして、急速な進展に伴う諸課題への緊急対応。機動的、効率的な組織の改変、運営。

あとは、この３つ目が恐らくＩＰＡさんとしては今回重要だと考えていらっしゃると思う

のですけれども、戦略的な情報発信をさらに進めると。さらに、業務経費の効率化と調達

の適正化。 

 最後に財務内容の改善に関する事項でございまして、これも基本的に今の中期目標と同

じでございますが、１つは、これは政独委の方にも書いていましたが、適切な受益者負担

による自己収入の増加。２つ目が、情報処理技術者試験の収益改善による財務基盤の確保。

一層の透明化。 

 さらに、地域ソフトウェアセンターに関する出資業務に関しましては、やはり繰越欠損
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金をなるべく減らす。引き続き減らす努力をしていくと。さらに、繰越欠損金が減らない、

若しくは今後さらに利益増加の状況が見込めない場合等に関しては、他の株主や関係者の

協力による解散を含む整理。 

 最後、債務保証に関しましては、残り３億ぐらいでございますが、こちらの債権管理を

最後までしっかりするというのが今後の中期目標の主な内容だと考えております。 

 先ほど一瞬申し上げましたけれども、参考資料２として今年度の決算見込みについて後

ほどＩＰＡさんの方からご説明があるということになっております。 

 以上です。 

○松山分科会長  そうしましたら、参考資料２は続きでやってもらってよろしいですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  はい。これは、24年度の決算見込みということを、成果、評価と

いうことも考えていただく中でやはりオープンにしてということで、今の段階というのは

完全に締まっていませんけれども、ここに書いてあるとおりでございまして、試験勘定及

び地域事業出資業務勘定、これで約４億円の大幅な赤字が見込まれています。 

 対応策として、今までのあれしてきた資産ということで、債権を売却して 4.8億の財務

収益を確保したので、法人全体としてはかろうじて利益を計上できると考えております。

ただ、もう売るべき債権はございませんので、これで最後ということだと思っています。 

 それから、では、何でこの試験勘定がと。結局、受験生が減ったということなのですが、

ご案内のように試験は 5,100円でやっているわけですけれども、 9.6万人減ったと。この

売り上げというのが直に響いてきますので、ですから、これと 9.6万人減ってその額とし

て 4.9億。それから費用の節約というかコストダウンを 1.9億していますけれども、現状

では 3.4億と。 

 それから、もう１つ、地域出資勘定の関係では、広島ソフトウェアセンターについては

広島県の決断も得まして、今回、年度末にしっかりとこれを畳むということになりまして、

まずは、我々は４億出資しているわけで、そのうちの今のところ 0.4億の欠損が見込まれ

るということです。 

 ですから、 3.4億と 0.4億で 3.8億、約４億円の欠損となるというのが両勘定の内訳で

ございます。 

 以上です。 

○阿草委員  この ９万 6,000人は、何人が９万 6,000人減ったのですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それは、試験センター長、具体的に話してもらえますか。 
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○田辺ＩＰＡ参事  まだ24年度全部終わっておりませんので、一応見込みの数字でござ

いますけれども、一番大きく落ち込みましたのがＩＴパスポートの試験でございます。 

○阿草委員  何人が何人ですか。これが１割とかだったらそれぐらいぶれてもと思うの

だけれども、何人と思って予定したのが、９万 6,000人減ったのですか。 

○田辺ＩＰＡ参事  予定というか、ＩＴパスポートは大体12万人ぐらい受けていたので

すけれども、それが大体半減いたしました。 

○阿草委員  12万が半減したのが一番きいたということですか。 

○田辺ＩＰＡ参事  はい。具体的にいうと、もう少し実はダブった数字がございまして、

ＩＴパスポートは23年度が13万人受けておりましたけれども、今年は恐らく６万数千人に

なるという見込みでございまして、恐らく７万数千人が落ちる見込みです。 

 もう１つ大きいのが基本情報技術者試験でございまして、これは昨年度に比べて約１万

 5,000人落ちております。これが最も大きな落ち込みでございます。 

○江口情報処理振興課長  トータルでいうと60から50、そんなイメージでよろしいので

すか。 

○田辺ＩＰＡ参事  そうですね。57万人から48万人ぐらいに落ちると。高度試験は余り

落ちていないのですけれども、あと基本情報の上の応用情報、これも 5,000人ほど落ちて

おります。一番大きいのはＩＴパスポートでございます。 

○阿草委員  ということは、最初、ＩＴパスポートがすごいといったけれども、最初だ

から受けたけれども、あとはそんなにマーケットはなかったということを読み間違えたと

いうことでしょうか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  3.11等もあって試験をどうとか環境的にはいろいろなことがあり

ましたけれども、一番のあれは、ＣＢＴにして、いつでもどこでもということで、だれも

がみんなそれなりに受けていただけるだろうと思ったのですが、便宜性ということも相当

良くなりました。ところが、あに図らんや、阿草先生は違うと思うのですけれども、私の

学生時代を考えますと、明日試験、とどのつまりというところでないとなかなかこういう

ものというのは受けないものでございますので、そういう意味で非常に厳しい環境になっ

てしまったということでございます。 

 一言でいえば、いろいろ細かい話はありましたけれども、ＣＢＴが12万から６万に減っ

て半分になったということと、基本情報が１万 5,000人減ったと。もう先生ご存じのよう

に、この試験勘定はその売り上げが即イコールという形できいてきます。 
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○阿草委員  そうではなくて、ＣＢＴでも12万と読んだのが、いわゆる欠損というのは

計画との話ですよね。ということは、それだけ同じように入ると読んだのが、読み損なっ

たということですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  もう完全にそうですね。それで、その12万人も別に根拠がないわ

けではなくて、従来のペーパーでやっていたものでＩＴパスポートというのは何年やって

いたのだ。 

○田辺ＩＰＡ参事  ３年です。21年からです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ３年だね。それで徐々に増えて、12万人までいったものですから

……。 

○阿草委員  そうすると、ペーパーでやったほうがよかったという可能性もあるという

ことですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  あると思います。 

○阿草委員  ＣＢＴの投資が……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  あれが 3.4億かな。 

○田辺ＩＰＡ参事  ４億円です。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ４億円、ＣＢＴのシステムに投資しましたから、それはもう完全

に事業的にその辺、見誤ったということだと思っています。 

○阿草委員  これはＣＢＴの投資も含めるから 3.4億で、今度はその投資がある意味で

回収フェーズになれば、同じ人数でも黒になるのですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ううん、そこはそうはいかないでしょう。 

○田辺ＩＰＡ参事  投資は毎年償却費の中に入っています。 

○阿草委員  償却費の中で、４億がそのまま直接載っているわけではないと。 

○田辺ＩＰＡ参事  はい、そうです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  はい。いずれにしても、きつい状況でございます。 

○松山分科会長  ということもあって、財務内容の見直しというのも、今年度の見通し

を出していただいたのはそういうことで、従前までの想定と随分違うような財務状況に試

験勘定のところもなってきているということのご説明と理解して、それはあくまで決算と

いうので来年度になりましたらまた評価ということになるのですが、今日のところは資料

３で、先ほどの見直しのところを踏まえて、中期目標の考え方をこういうのでつくるのは

いかがでしょうかということで、先ほど申しましたけれども、これはまだ案の案でして、
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いろいろなところでまだまだこれから詰めなければいけないのですが、できるだけ早急に

委員の先生方にみていただいてご意見をいただければ、またそれを反映して案として確定

させていきたい、そういうフェーズでございます。 

○阿草委員  １期は政府プロモートで、２期は整備で、今度３期は利用者側という、説

明は大きなコンセプトはいいのですけれども、ぱっと見たときにそれが見えるような、だ

から大題は変わったけれども、下の細目は従前どおりというように見えてしまうので、そ

こはかなり意識して書かないと難しいかなと。いつも松山先生がいわれるように、最初は

業界をある意味で支援したと。それで、情報システムの特徴といって、例えば２ページに

書かれているその問題があるからといったら、そういう問題はともかくも、世の中、広ま

ってコモディティがきたのだから、いわゆるユーザーに不利益がないように、情報産業自

身はこれだけ結構従業者数というかそれに従事しているポーションは大きいので、だから、

情報処理をプロモートする時代は終わったのだと。今度はそれが健全なマーケットに入れ

るようにリテラシーを強化して、その益を受ける人たちのレベルアップも必要だしという、

そのマーケットをいかに今度はするかということを明確に、何か１期、２期、３期といわ

れたとき、３期の中の仕事をみると、旧然と全く同じように見えてしまうというのは、何

か、えいっと思い切って書きかえないと、フェーズが変わったのだという意識を何か前に

出されたらいいと思います。 

 だから、そういう意味では、情報システムを全部コモディティ化するとこういうことに

問題があるので、そういう不利益を利用者が受けないようにという意味では、こういう制

度設計が要るのだという書き方の違いで、やっていることは多分ほぼ一緒だと思うのです

けれども、これを見る限りは過去と全く同じといわれても、タイトルだけ変えたというよ

うに見えてしまうので、その辺を少し意識されたらいいのかなと。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ありがとうございます。３期は特にやはりマーケットというのを

意識して、ここにマーケットという言葉が全然入っていないのだけれども、マーケットと

いうことを意識してやらなければいけないと思っています。そして、ソフトウェアはもち

ろんあれなのですが、従前からのソフトウェア、プラス、マーケットとユーザーというこ

とになると、そこにサービスというのが出てくるのです。だから、そのサービスをどうい

う形でＩＰＡが、セキュリティなどもそういうあれもあるでしょうし、それこそＳＥＣで

もあるでしょうし、そういうことでユーザーが不利益にならないように考えていくのだと。

我々としては方向性をそっちへもっていくのだということを書かないと、阿草先生おっし
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ゃるとおりで、従来とどこが違ったのだといわれると、いや、内容は変わるのですけれど

も、題目が同じですというので、これは日蓮宗のお経みたいなものですから（笑声）、こ

こはやはり変えなければいけないと思います。 

○宇野委員  すみません、少し違うかもしれないのですが、今、私たちが企業で認識し

ている差異というのは、今までコンピュータにしても何にしても企業とか組織のほうが最

初に入れて、ユーザー、いわゆる消費者に提供するという順番だったのですが、今はタブ

レットにしてもスマートフォンにしてもまずお客様の方がもっていて、それにどう対応す

るかというように変わっているのです。 

 私どもでいいますと、海外で保険会社をいっぱい立ち上げたりすると、いきなり最初か

らグローバルになってしまっています。まさにＩＴの時代と。そう考えると、モバイルに

関する知見とか、モバイルのモデルとしてはどうつくるとか、そのもとのセキュリティみ

たいなところが従来にも増して大事になっておりまして、特にＡＳＥＡＮみたいなところ

では電線を通じてなんてことが成立する国は余りなくて、24時間電気が来る国も割と少な

くて、そうすると、いきなりモバイルというところから物を考えないといけない。 

 多分、日本でもそうなるのだろうと思うのですが、書いてあることはみんなそのとおり

なのですけれども、認識的にはそういう通信、それからモバイル通信みたいなもとでのい

ろいろなサイバーとか技術とかセキュリティということとか、国際標準というところでも、

今まではむしろパソコンの中でマイクロソフトのＩＥか何かで何かをつくるということだ

ったのですけれども、モバイルのマルチプラットフォームになったら、そんなものでは全

然通用しないので、ＨＴＭＬ５ベースで全てをつくらないとマルチプラットフォームにな

らないと思います。今、直面していることは、ここに書いてあることが抽象的にはイエス

なのですけれども、私たちがやっているのとは少しギャップがあるように思いまして、多

分、むしろＨＴＭＬ５みたいなものを普及させれば、アメリカの企業のロックインから逃

れられるからすごくいいことだと思うのですけれども、今度、ＨＴＭＬ５の標準をとって

いくみたいなこともＩＰＡがやっていくというのはあってもいいような気もします。 

○仲田ＩＰＡ理事  極めて適切なご指摘だと思うのですが、ただ、これは中期目標なの

です。５年生きるということなので、おっしゃっていることは現時点においては物すごく

正しいことだと思うのですけれども、ＨＴＭＬ５が３年後に、完全に今のＪａｖａのよう

な形ですべてのデバイスに入っている状態になっていればそれでいいかとは思うのですけ

れども、固有名詞としてＨＴＭＬ５と書くのがいいかどうかというのは中長期にという意
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味で……。ご指摘の方向性は極めて正しいと思うのですけれども、中期目標になると書き

方の問題もあるのではないかという気はいたします。 

○阿草委員  問題になりそうかどうかぐらいは、ＩＰＡの組織だったら評価できて当た

り前と（笑声）。私たちだと、怪しいよねという冗談はいいのだけれども、国を引っ張っ

ていくという意識があるのなら、例えば５年は無理ですとかいってくれれば、私は何かあ

りがたいような。そういう問題はよくわかるのですけれども、やはりどこかがポリシーを

もって動かないと、この手の話はみんな批評家はやりやすいので、結局、当たったものを、

ほら、いったとおりだという人はいるのだけれども、やはり国のシステムだと何年間はこ

ういう方向で行くということをやってあげることによって、回りがつきやすいですよね。

標準化に今の段階だとそれがいいというなら、そちらに行きやすい。 

○田代ＩＰＡ理事  今、あまたある標準の中から国でどれを採用するのがいいかみたい

なことを、まさにそういう将来性だとか、公平性とか、そういういろいろな視点で評価す

るというようなことをヨーロッパと一緒に進めていたりするのですけれども、電子政府支

援みたいなところにはそういう視点を取り入れて、ぜひ採用すべき技術というのをしっか

りと見極めていくと。それは今もう既に始めているのですが、それをさらに拡張していこ

うという方向で考えております。 

○田中ＩＰＡ理事  今いわれたように、今までの日本の企業はセキュリティでも、企業

はツイッターはやらせないとか、フェイスブックはやらせないとか、もうとにかく防御の

ことでやっていたので、端末も会社の支給品しか使うなとか、そっち側でやってきたので

すけれども、個人がもっているデバイスを前提に情報システムということを考えていかな

いと、グローバルの流れからすると、日本だけ変になってしまう感じはします。それで、

ＢＹＯＤとかいっていますけれども、個人がもっているデバイスが前提でセキュリティを

どうするのかとか、情報システムの信頼性をどうするのかとか、そのように考えていかな

いと、宇野さんいわれるようにちょっと……。やることはほとんど変わらないと思うので

すけれども、観点は多分そうだと思います。 

○宇野委員  あとはＩＴと通信、これは一体的で…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  だから、今さらＩＴというのは、ＩＴＣというお話でしょう。も

うそれは本当に、どちらかというと、世の中、今、ＩＣＴですから、これは別にそれにど

うのこうのというのは、もう宇野さんのおっしゃることは本当にそのとおりだと思います。

だから、これはやはり私たちもＭＥＴＩの傘下の独法ですから。だけど、この頃、こんな
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こというとまた怒られてしまうかもしれないけれども、40代のＭＥＴＩの方は大体ＩＣＴ

といっておられる方が多いですよ（笑声）。だから、あと10年か15年たてば、黙っていた

ってＩＣＴになるのですよ。と私は思っています。いわれると必ずそうなりますからと。

ＩＴというには無理があるというのは。今、このように変わってきますと。 

○松山分科会長  それで、これはＩＰＡの組織体制にかかわるのですが、７ページのと

ころをみさせていただいて、１―１のところは情報セキュリティの業務規定ですよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  はい。 

○松山分科会長  次の８ページの１―２というのはどこがやるのですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  これはＳＥＣでしょう。 

○松山分科会長  ＳＥＣって名前は何でしたっけ。 

○藤江ＩＰＡ理事長  名前を変えろというわけでしょうか。 

○松山分科会長  いや、阿草先生が最初にいわれたけれども、これまではベンダー側の

ソフトウェア開発プロセスを効率化、透明化して、誤りが生じないようなソフトウェア政

策手法をやるのだと。それはエンタープライズ系もあるし、組み込み系もあるのだよとい

うので第２期はやりました。そのためにＳＥＣがあってやりました。それは変わりました。

ＳＥＣはなくなりましたというのがわかりやすいのはわかりやすい。それを、先ほど阿草

先生はどこまで思われたかわからないですが、一枚みてみると、いっていることは変わっ

た、利用者視点というのだけれども、ＳＥＣがそのまま業務をやっているのだったら、結

局そのまま横滑りで同じことをやっているだけではないかということに見えてしまいます

よねと、私などはもうちょっとストレートにいわせていただくとそう思ってしまうのです。

だから、名前を変えるということなのか、もう本当に組織を抜本的に変えるというのか、

ということも含めて具体的に展開手法がやはり出てこないと。 

 やはり私、政独委のコメントはすごく良くわかるのです。外からみたらわからない。だ

から、あまりいっぱい説明をする必要はなくて、すぱっ、すぱっ、すぱっとやるというの

と、もう１つは、やはり評価指標がしっかりと立てられるというようなところも、この際

にどういう指標でやったらいいのかというのは検討していったらいいかなと思うと、ＳＥ

Ｃのあり方というのが非常に大きなホットポイントになるのかなという気がするのです。 

 とはいっても、いきなり人も含めて急に変われないというのは当然あるし、新しい業務

がいきなり立ち上がるなんて、そんなことはないわけですけれども、ただ、やはり目標の

中に書き込むときとしては、１つ検討するとしたらそういうこともあるのかなという気が
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するのです。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、これから中期目標というのを作りますけ

れども、ＩＰＡとしてそれを受けた計画というのをつくる中で、組織をどうしていくのか

とか、その辺は触れていただくべき点が出てくるのかと思いますので、そこはまた引き続

き対外的な説明のしやすさも含めて考えないといけないのかなと思います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  確かにイノベーションだ何だ、それからもうＩＴ、ＩＣＴをめぐ

る環境は物すごく変わっていますという割には、ずっとご指摘のとおりなのです。それは

今、江口課長がいわれたことも含めてちょっと考えないといけない。では今すぐこうしま

すとはなかなかできないけれども、やはり考えなければいけない問題で、こういうのはい

われたときにワーキングをつくって、うちの中で誰が責任者でやるという形でやりましょ

うよ。そうしないと、この次、また松山先生にお会いしたときに、おまえ、何もやってね

えじゃねえか、何なんだこれはという話に大体なってしまうので、ワーキングをつくって、

別に半年で結論を出すとかそういうことではなくて、ある意味では、もっとじっくり考え

るということで、ワーキングの中でやらせていただきたいと思います。 

○松山分科会長  ぜひともお願いします。もう１つ、全然別で、これは多分前回のこの

分科会で議論になったと思うのですが、人材育成でスーパークリエイター、 200人余りお

られて、いろいろなことをやられていてという話があって、それをＩＰＡとして産業育成

政策とかいうような形で展開するということに関する目標というのもあってもいいのかな

という気がするのです。もちろん前のときにＩＰＡがベンチャーキャピタルをやるわけに

もいかないのでということをおっしゃっていたのもよくわかるのですが、ただ、スーパー

クリエイターを育てました、そこでエンドになっていて、そこはそれこそ新しい時代の産

業育成をそういう人たちがやれるような支援とか、実際、周りのサポーターをどうやって

オーガナイズして、そのスーパークリエイター制度とどういう形で出会い、マッチングで

もいいのですけれども、そんなのをやるかとか、それでとにかく新たな若い人たちをどん

どん、いわゆる従来のエンタープライズ系でこなせるようなソフトウエアサービスではな

いので、そういうところに関してはこの人たちが次世代の新しいところをやるというとこ

ろへ、いよいよＩＰＡも踏み込んでいきますよと。今までは打つ手がなかったので、まず

弾込めをやってきて、十分弾込めできて、それが実際あって、そこのところも何かもう一

ひねり、二ひねりやっていただいて、できたら産業育成、情報処理振興なのだけれども、

それはいわゆる昔の、申しわけないけれども、日立、東芝、ＮＥＣ、富士通というのでは



 

- 29 - 

なくて、やはりグーグル、フェイスブックという21世紀型で出てきているのに、日本がで

きてない。やはりそこへのチャレンジというのに 200名の優秀な方が来ているし、実績が

あって、それは産業として育成するところにどういう支援ができるか。具体的にどこまで

できるどうかというのはちょっとわからないのですけれども。 

○田中ＩＰＡ理事  第３期の未踏の中心の施策は、松山さんいわれたようなところをや

りたいと思っていまして、ただ、ＩＰＡはお金がないので、お金がない中でどうやって出

口を充実させるかというのは、中で今ちょっと議論はしているのですけれども、例えば中

小の技術とのマッチングとか、蒲田と東大阪と彼らとをどう結びつけるかとか、そういう

ことは中でいろいろ議論していて、そういうことを実際の計画の中には謳っていきたいと

思っています。 

○松山分科会長  だから、やはりそういう人材育成も出口戦略を明確にして、何かそう

いうところで日本の新たな産業育成のチャレンジをする方向へ展開するのだとか、何かそ

のようにいっていただくと、大分トーンが変わったのではないかという話になって、わか

りやすいかなと思うのです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  これもやはりワーキングで、人材の中でやっている話を。それと、

こんなところで言って申しわけないけれども、こういう話をやはり役員会でやるべきなの

だと思っています。役員会では、契約をしました、順調に進んでおります、あるいは、こ

の案件をこういうことで注意してください、しっかりみんな競争入札で何社来ますという

のも大事だけれども、役員会はやはりこういう話だと思うから、先生方から今こういう考

えでどうだと、そのとおりだと思うし、我々も今やっているところも若干はあるのです。

そういうことで特に後者の問題などはマッチングだから、これは３ヵ月ぐらいたってまと

めてもらったら、それを役員会で徹底的にやるとか、そのためには別にあれを設けるとか、

そういう形でみんなで討議する。わしゃ知らんではどうしようもないのでやります。 

○松山分科会長  ぜひともお願いします。ありがとうございます。 

○宇野委員  すみません。その人材について１つまたお話をしたいのですけれども、こ

こで書いてあるのはどちらかというとテクノロジー系の気がするのです。今、タブレット

とかそういうのをやっていると、むしろデザインとかアート系の人がいないとできないの

です。まさにおっしゃるとおり、ＮＥＣ、富士通ではうまくできなくて、もっと違う、マ

スコミ系みたいな人とか、印刷会社みたいな人などとやらないと、まさに消費者が望むコ

ンテンツというのはなかなかできないのです。しかも、静止画もそうなっていますし、動
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画みたいなものだってモバイルだったら、でかいものをつくったら絶対に落ちませんから、

それをいかにセンスよくつくるかとか、アートとテクノロジーがだんだん融合してこない

と高度人材として生かせないようになってきているというのもあるのです。 

○田中ＩＰＡ理事  未踏の半分以上の人間は、今、アーティスティック系になっていま

す。 

○仲田ＩＰＡ理事  映像のモディフィケーションをやるとか、そういったＩＴではない

人も結構未踏に応募してきてはいるのです。 

○田中ＩＰＡ理事  かなりセンスのいい人とか、国際的にも結構認められている人間も

出てきているので、そこをさっきいわれたビジネスとか事業にどう結びつけていくのかと

いうところが一番大きなところであり、個人としては相当すごい人が出てきてます。 

○阿草委員  やはり私はこういうのも発掘だからよくて、発掘すると今度、ビジネス育

成ならいいのだけれども、発掘育成となると教育みたいにみえた瞬間に、文科省がやるこ

とと違うのですかみたいな。実をつけて、ビジネスを育成するというのならいいのだけれ

ども、そこがないと、もっといいプログラマーにしますとかそういう話とはちょっと違う

のです。発掘するということは、最初から金の卵なのです。だから、それが埋もれている

のがもったいないということと、そのビジネスということで、ちょっと。だから、人材育

成という言葉は気をつけて使わないと、我々、人材育成って何のためかといったら、やは

りビジネス育成とか新産業育成とかそういう話なので、そこの部分はしっかりと二段階に

分けられたら。最初から出口ありきで、産業育成するために発掘するのであって、能力あ

る人をずっと磨き上げて商品にするというのはやることではないですよね。 

○仲田ＩＰＡ理事  ただ、未踏の実際応募者というのは、金の卵になれる人というか原

石っぽくて、ＰＭの人の指導を受けますと非常に伸びるというのが実態上、事業としては

物すごく伸びると。それで金の卵になるというイメージではあります。 

○阿草委員  今の未踏の選び方でも、もう最初にこれをやらせてみて選ぶわけではない

ので、試験をやって原石を見つけているわけではなくて、明らかに彼らはビジネス提案と

いうか夢を提案させて拾っているということは……。 

○仲田ＩＰＡ理事  ただ、実装能力をＰＭがやっています。バシバシたたいてあげると

いう形で。 

○阿草委員  もちろんそれはわかるのですけれども、やはりそういう意味では発掘でア

イデアもいいし、彼らとやれそうだなという……。 



 

- 31 - 

○藤江ＩＰＡ理事長  彼ら自身も、昔のクリエーターは知らないけれども、今のクリエ

ーターは、話をしてみると、みんなやる気満々で、やはりそれをビジネスとか新産業とか

そういうものにうまく、なかなか言い得て大変だとは思いますけれども、それに結びつけ

るということが経済産業省ならではという話になるのだと思います。 

 確かに育成といったら、文科省はこんなこといったらあれだけれども、動きは遅いけれ

ども、やり出すとあそこは金はありますからね。だって、高等教育の人材育成というのを

やったら、中等教育なんて、彼らは大変なお金をもっているわけですよ。だから、その中

の少しをやってぴっと出せば、これはもう全然ＭＥＴＩの及ぶところではないですよね。

だけれども、我々はそういう形でずっとやってきたわけだから、それをビジネスというか

新産業というかそういうのに結びつけるのだと。それを未踏の最初、皆さんにお声をかけ

て応募していただく応募要領の中に明確に謳いましょうよ。 

○田中ＩＰＡ理事  未踏の発表会もできるだけ会社の経営者に来てくれ、社長が来てく

れと今いっているのです。社長が専務に振って、専務が部長に振って、担当の部長が来る

というのではなくて、本当に社長自身が来てくれということを直にいっています。 

○藤江ＩＰＡ理事長  少しは来てもらえるようになっているよな。 

○田中ＩＰＡ理事  ええ、少しは来てもらえるようになってきています。 

○松山分科会長  ありがとうございます。ほかには何かございますでしょうか。 

○櫻井ＩＰＡ監事  監事をやらせていただいて今年で９年目になって、外部としてみて

いて、正直いってこの８年間、世の中の動きに合わせて大きく変えてきたという、これは

わずかな人数でそれなりにうまくいったと思います。 

 一方、総務省の評価委員の方からみると、評価委員をしばらくやっていましたから、昨

日もある人にメールで送ったのですが、彼らは本当の実態をみようとしない。ですから、

先ほどの新卒を採ったほうがいいというような、えっと思うところがしばしばあって、し

かも、経済産業省は非常に現実をみながらやると。ですが、総務省の場合は形の上で字面

で、あるいは数字合わせでみようというところがあるので、全てをそのまま受け入れる必

要はないのだけれども、中にはそのとおりだなというのがあると思います。 

 これからのあり方なのですが、確かにＩＣＴという立場に行かないといけないのですが、

本当は私など例えばソーシャルメディアなどみていて、日本が諸外国と、特にアメリカと

比較して非常に遅れているという。これはどこがやるのだと。本当はＩＰＡでここまで視

野に入れた政策ができるといいのですが、とりわけソーシャルメディアなどは戦略性とい
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うのと、それから、自分の専門は１つは、コーポレートリピュテーションですから、リピ

ュテーションリスクをどうやって対処するかという問題。これでは論文を１本書いたので

すが、それから今やっているのはソーシャルメデイアの監査。内部監査というもの、これ

も日本ではほとんど議論が行われなくて、これからやらなければいけないテーマだと思う

ので、本当はＩＰＡあたりがそこまで突っ込むことができるとよろしいと思うのですが、

ＩＰＡでも一度問題提起はしたことがあります。ＩＴってどこまで考えるのだと。先ほど

理事長から話した、40以降と40を境にして大分考え方が違うと、こういうのも出てきたの

ですが、省庁との関係でそのとき考えないといけないのは、経済産業省の情振課という枠

組みの中でやると利用者重視というのが若干外れてくる可能性があるので、今までずっと、

ここまでは役員会でもいったことがないのですが、そこら辺はこれからどう変わっていく

かというのが非常に難しい時期になってくると思います。ある程度経済産業省の方でそこ

までやってよろしいということであれば、もう少し踏み込んだ記載ができるようにと思う

のですが、その点もぜひとも考えてほしい。今まで非常に委員の方、適切な意見が出てき

たので、そのようにうまく変えられたのですが、これからまた非常に難しい時期に来てい

るのかなというように感じます。 

○松山分科会長  ありがとうございました。ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 それでは、最初申しましたけれども、本件、第３期中期目標に関する考え方につきまし

ては、後のところでまた予定を事務局からいっていただきますが、これから議論して練り

上げていくということですので、もしお気づきの点がございましたら、またメール等でも

していただければいいと思っておりますので、よろしくお願いします。どうぞ。 

○江口情報処理振興課長  今日ご議論いただきました重要インフラの障害情報等々の話

もそうですし、未踏とか産業育成的な視点を入れてというようなことについてもすべてそ

うだと思いますが、いずれにしましても、冒頭、阿草先生のほうからやっていることが一

緒のようにみえるというような話と完全に絡んでくる話だと思いますので、ちょっとその

辺も工夫しながら、後半部分も含めて、文言を含めて文章に起こして、また議論させてい

ただければと思います。 

○松山分科会長  お願いなのですが、できましたら、今日ご欠席の先生方もおられます

ので、ここのところ日程が非常にタイトですけれども、できるだけメール等を通じて方向

性に関する議論をいろいろな方々から集めていただいて、より皆さんがやる気が出るよう

な形の目標にしていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ありが



 

- 33 - 

とうございました。 

 それで、先ほどちょっと議題１の方で、議事録に確認として残しておかなければいかん

ことをいうのを忘れていまして、先ほど新卒の採用等々のところで文言の修正ということ

で、一応口頭では私、申し上げましたけれども、そのような趣旨のところで文言修正とい

うことの具体的なところは私と経産省にお任せいただいて、それをどういう形で１時から

の会議で言うかというのも含めて、お任せいただければということのご確認でございます

か、よろしゅうございますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 もう１つ、実は親委員会でこれは最終決定する訳ですが、見直しの「（案）」がとれるの

は、親委員会が了承して初めてということになっているわけです。現時点ではまだ

「（案）」の状態で、親委員会でも幾つかご意見が出てくるということがございまして、そ

れによって文言等の修正ということが出てくる可能性もございますので、その際もあわせ

まして私と経産省の方で調整させていただくということでご一任をお願いしたいと。 

もちろん非常に大きな修正を求められるようなことになりました場合は、また別途、メ

ール等になるかもしれませんが、分科会でご審議いただいて、そういう修正が可とするの

か否とするのかという議論が、分科会としての立場がございますので。そういう場合はま

たご連絡を差し上げますが、そうでない場合はこちらの方でまたちょっと文言修正という

ことがございますので、あわせてご了承いただきたいと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

 それでは、最後にスケジュール等を含めて事務局からお願いします。 

○村上情報処理振興課課長補佐  最後に参考資料１をご欄いただきまして、今後のスケ

ジュールでございますが、少しタイトなのですけれども、２月20日の独法評価委員会の親

会でＩＰＡ、ＮＥＤＯ、ＪＯＧＭＥＣの次期中期目標を審議するというところから逆算し

まして、２月上旬、中旬ぐらいかもしれません、そのどこかで分科会をもう一度開かせて

いただきまして、その場で中期目標を大体、ほぼこれでいくというのを策定いたしたいと

思いますので、先ほど松山先生からもお話ありましたとおり、メールベースでも早目早目

に情報を提供させていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○松山分科会長  できましたら、今日の議論の整理もありますので、資料の３のところ

でそのままでいいと思うのですが、ほかの委員の先生もこの資料をお持ちではないですね。 
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○江口情報処理振興課長  今日お送りするようにします。 

○松山分科会長  そのときに今のことも幾つかの論点で、項目だけでいいと思うのです

が、こんなようなこともご指摘があったので、そういうのを踏まえて次のバージョンをい

ついつ目途につくるとか、何かそういうので参加意識をもっていただくような形のご案内

をしていただければありがたいかなと思います。これは、４年でしたっけ、５年？ 

○江口情報処理振興課長  ５年です。 

○松山分科会長  ５年いくのです。実は。あまり表立っていわれませんでしたが、産総

研との統合はなくなっているのです。 

○江口情報処理振興課長  そこは凍結というか、見直しがもう一回行われるという方向

かと思います。 

○松山分科会長  だから、現時点での見直し案のところで産総研絡みのところは削除に

なっているという状況で、それを今の時点では想定しないという意味ですので、今考える

べきことは、ちょっとまた状況が変わりまして、本当に５年間、ＩＰＡの業務というのが

この方向性、目標に従って考えられていくべきものなのだという意味では、我々としても

いろいろ、５年間の予想も含めてあると思うのですが、できるだけご意見を積極的にいた

だければありがたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 あと、よろしいですか。 

○江口情報処理振興課長  はい、結構です。 

○松山分科会長  では、どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


