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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３０回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２５年２月１８日（月） １０：００～１２：００ 

２．場 所： 経済産業省 商務情報政策局 第１会議室（本館４階西８左） 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、太田委員、宇野委員、徳田委員 

４．議 題： （１）独立行政法人情報処理推進機構第三期中期目標について 

（２）独立行政法人情報処理推進機構第三期中期計画について 

（３）その他 

 

〇松山分科会長  それでは、定刻となりましたので、これより、経済産業省独立行政法

人評価委員会第 30 回情報処理推進機構分科会を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、お手元に配付されております議事次第の順番に従いまして議事を進めさせてい

ただきたいと思います。 

 議事次第をみていただきますと、ご議論いただく議題としましては、ＩＰＡの第三期の

中期目標と中期計画ということになっております。これは前回、１月 24 日だったと思いま

すけれども、第 29 回の分科会におきまして、経済産業省より、第三期中期目標の考え方と

いうものが提示されまして、そこから、ご議論いただいたことを踏まえて作成されたもの

でございます。 

 今回は、事務局及びＩＰＡから、前回のご意見を踏まえまして作成いただきました目標

及び計画をそれぞれご説明いただきまして、最終案を固めるためのご議論をお願いしたい

と思っております。 

 それから、後でまたお話はございますけれども、あさって、親委員会の方で、ここで審

議していただいた結果を踏まえて、最終的にご審議をいただくというスケジュールになっ

ておりまして、分科会としましては、本日のご議論で修正及び承認をいただいて親委員会

に上げると。そういうことで、時間が非常にタイトになっておりますが、その分、しっか

りとご意見をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、事務局の方から資料の確認をお願いいたします。 

〇村上情報処理振興課長補佐  資料でございますが、表紙がございまして、資料１とし

てＡ３の大き目の紙と、それの参考ということで別紙Ａ～Ｇまでがございます。そして、 
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資料２－１と資料２－２が中期目標の方でございまして、資料３－１と資料３－２が中期

計画でございます。 

 資料は以上でございます。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、早速でございますけれども、議題１、独立行政法人情報処理推進機構第三期

中期目標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。 

〇村上情報処理振興課長補佐  それでは、資料１と資料２に基づきましてご説明をさせ

ていただきます。 

 資料２－２が、先だって１月 24 日にご議論いただきました中期目標の考え方みたいなも

のを膨らませて中期目標としたものでございまして、資料２－１がその概要でございます。 

 本日は、その前に、まず、そもそもこの中期目標に至るまでのストーリー、背景事情な

どをご説明した上で中期目標の内容をご審議いただきたいと考えまして、資料 1 を作成し

ましたので、まずは資料１からご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料１は今回の中期目標を定めるに当たっての全体の議論の流れで、別紙はそれぞれの

論点に関しての参考資料でございます。したがいまして、資料１に基づきましてご説明を

させていただきます。 

 資料１でございますが、右上に、前回策定時のＩＴ関連の社会環境認識ということで、

これは先だってご説明させていただいた５点でございます。 

 そして、これも先だってご説明させていただきましたが、今回策定時にさらに加わった

ＩＴ関連の社会環境認識ということで２つ、１つ目は技術の高度化によるシステムの不具

合の影響増大と、２つ目がサイバー空間における脅威の増大ということで、もう少し詳し

く申し上げますと、モバイル端末、センサー、ネットワークの発達により、あらゆるデー

タが情報処理の対象となり、その基盤が複雑・高度化し、ＩＴの利活用の範囲が効率化か

ら付加価値の増大へと、また、農業・エネルギー等新たな分野に拡大している。 

 この結果、金融・交通など重要インフラ分野に加えて、モバイル端末や組み込みソフト

等が一体となり、情報処理システムやソフトウェアが複雑化・膨大化している。 

 ここまではファクトなのですが、その障害が利用者に直接与える影響範囲が拡大してい

る。 

 ２つ目が、サイバー空間における脅威の増大で、従来型の攻撃に加えて、プライバシー

の大量情報流出につながるような標的型攻撃や、プラント等の制御システムへの攻撃など、
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その被害が利用者に直接与える影響範囲が拡大している。 

 これらが大きな社会認識かなと考えております。 

 それで、左の青い枠囲みでございますが、こちらは今後の方向性ということで、特にＩ

ＰＡに限らず、政府・官民全体を含めた今後の方向性はこうなるであろうということを考

えてみました。 

 １つ目が、システムの構築や具体的なデータの利活用については、これはもともともち

ろん民間主導なのですけれども、政府としては、個人情報保護法との関連する法制度・規

律の整備や、実証事業等を行うことが重要である。 

 その際、利用者への悪影響を回避する観点から、複雑・膨大化するシステムから発生す

るさまざまな障害事例について、政府として分野を越えて情報を共有し、対策を進めるこ

とが重要であろう。 

 別紙Ａに、具体的に、例えば平成 24 年におきましてどのような重要インフラ障害が起き

ているかということを、これはもちろん報道発表ベースでございますが、そちらをもとに

まとめてみたものでございまして、こういういろいろな業種で起きている不具合、特に運

用保守における不具合を集めて、それを横展開することは非常に重要であろうということ

が１つ目でございます。 

 次に、資料１に戻りまして、２つ目はサイバーセキュリティ対応でございます。 

企業や個人がセキュリティ意識を高め、実践することはもちろん民間が主体となってと

り組む必要があるのですが、政府としては、これらのとり組みを促進する環境を整備する

ことが重要であろう。 

 それで、具体的にどのようにサイバー攻撃が高度化・具体化しているかということを別

紙Ｂ－①に書かせていただきまして、さらに、別紙Ｂ－②には、具体的な攻撃に対してこ

れまでＩＰＡはどのような貢献をしたかということを簡単ではございますけれども、書か

せていただいております。 

 環境整備に当たっては、これまでの実績も踏まえ、公的位置づけが必要なとり組みであ

って、必ずしも収益が得られず民間主導では進まないとり組みを政府が主導で行うことが

必要であろうということでございます。 

 次に、３つ目の人材でございます。 

情報システム・ソフトウェア産業は、「目に見えない」「人の思考を介入して構築する」

「人の知的創作物である」といった特徴があり、他の産業よりも人材の重要性が高く、こ
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のため、人材の育成・活用をもちろん教育機関や企業が主導して行うのですが、政府とし

てそのとり組みを促進する環境を整備してきた。具体的には、情報処理技術者試験やスキ

ル標準の策定などがこれに当たると考えております。 

 今後、政府としては、大規模データ等の利活用に対応できる人材、高度セキュリティ人

材等の育成の環境整備を行うことが重要であろうと考えております。 

 こちらに関しましては、別紙Ｃに、昨今の人材白書とか、若しくは情報経済分科会の報

告書等を踏まえまして、特に融合ＩＴ人材とセキュリティ人材が重要であろうということ

に関しまして、簡単に概要と現状を説明させていただいております。 

 資料１に戻りまして、さらに、人材に関しまして、特に我が国のエースとなり得る人材

については、通常の教育機関等では発掘が困難であり、引き続き直接政府がとり組むこと

も重要ではないか。 

 これに対しまして、ＩＰＡの主な実績と知見ということを右の枠囲いの中に書いており

ます。 

 １つ目は、ソフトウェアの開発ということで、ご存知のとおり、ＩＰＡは昭和 45 年発足

後、一貫して多様なソフトウェア開発のファイナンス支援がもともとのメインでございま

した。そして、独法化後はソフトウェア・エンジニアリング・センター（ＳＥＣ）を設置

しまして、ソフトウェア工学の高度化についてさまざまな知見の集約と展開、特に上流工

程や信頼性、プロセス改善、組み込みソフト等に関するツール・ガイドライン群等を発出。 

 さらに、オープンソースソフトウェアによるシステム構築や調達における技術標準（Ｔ

ＲＭ）や文字情報基盤の整備改訂、ＲｕｂｙのＩＳＯ化等、情報システムの相互運用性確

保や電子政府高度化の基盤となる技術を整備してきている実績がある。 

 この辺は、別紙Ｄに具体的な中身について書かせていただいているところでございます。 

 次に、セキュリティに関しましては、ＩＰＡは平成２年（1990 年）から、我が国唯一の

ウイルス情報の公的届け出機関として情報収集を開始し、その後、不正アクセスや脆弱性

の情報も収集しております。 

 さらに、独法化後は、政府調達におけるＩＴ機器の国際セキュリティ認証（ＣＣＲＡ）

の我が国唯一の認証機関として技術的な知見等を蓄積するとともに、電子政府推奨暗号リ

ストの改訂なども実施している。 

 さらに、近年では、三菱重工への制御系への攻撃などを契機としまして、Ｊ－ＣＳＩＰ

という情報共有システムをつくりまして、セキュリティに関しては関係府省からその存在



- 5 - 
 

について大きく認知をされているということで、こちらに関しましては、別紙Ｅに具体的

にＩＰＡがどのように関係府省から認識されているかみたいなことを含めて書かせていた

だいているところでございます。 

 資料１に戻りまして、さらに、ＩＰＡの実績と知見ということで、ＩＴ人材の育成でご

ざいます。もともと多様なソフト開発の支援の実績を生かして、平成 12 年より──これは

独法化前からですけれども、未踏ソフトウェア創造事業によるエースプログラマーの発掘

支援をしておりまして、現在に至るまで毎年多くのエースを発掘しているということで、

ここについては、別紙Ｆに、今後の方向性も含めまして、未踏人材の現状と今後について

書かせていただいております。 

 そして、独法化後は、情報処理技術者試験とスキル標準の整備等により、我が国のＩＴ

人材の育成環境を整備するとともに、特に第二期に関しましては、産学連携のとり組みを

進めることで、大学において即戦力人材の育成環境を整備した。 

 あわせて、地域ソフトウェアセンター等のとり組みを支援するなどにより、地域中小の

ＩＴ人材・ベンダー人材の育成に係る環境を整備してきた。 

 ここまでがＩＰＡの主な実績と知見でございます。 

 この上の２つの箱を踏まえまして、下の緑の四角がＩＰＡの第三期の方向性ということ

でございます。 

 ①でございますが、制御システムへの攻撃や標的型攻撃など新たな局面を踏まえたサイ

バーセキュリティ対策について、これまでのＩＰＡの実績や知見を踏まえて、第三期も関

係諸機関と連携しつつ、情報収集とその展開、最新情報の普及啓発、技術評価認証等につ

いて、引き続きとり組むということでございます。 

 別紙Ｇに、具体的に政府レベルにおいてどういう体制でとり組んでいるかについて整理

をさせていただきました。簡単に申し上げますと、情報セキュリティ政策会議という一番

ヘッドの会議がございまして、その下にＮＩＳＣがいて、警察庁、総務省、防衛省、経済

産業省という横割り官庁がいて、それぞれが連携しつつ、特にＩＰＡは経産省の政策実施

機関としていろいろやっておりますが、中でも、平成２年からやっていることもあって、

情報の収集とその展開ということが非常に大きな力として発揮している部分であろうと考

えております。 

 資料１に戻りまして、②複雑・膨大化する情報処理システムについて、ソフトウェア工

学の知見等ＩＰＡの実績と知見を踏まえて、運用段階における障害情報の収集と対策など
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についてとり組む。この際、ソフトウェア・エンジニアリングから名称の変更等も検討す

べきであろうと。 

 さらに、既にあります電子政府行政オープンデータ推進などのようなところで既に閣議

決定されているものがあるのですが、文字情報基盤やＩＰＡのＴＲＭ等の実績を踏まえて、

政府システムのオープン化、効率化を目指した政府システムの構築支援に引き続きとり組

む。 

 ③次世代高度ＩＴ人材、セキュリティ人材など新たな人材ニーズを踏まえて、特にこれ

までの未踏人材事業やスキル標準といったＩＰＡの実績と知見を踏まえて、新たな人材ニ

ーズに対する育成・活用の環境整備を行うとともに、特にエース人材に関しては特別に引

き続き自ら発掘・利活用にとり組む。 

 以上を踏まえまして、資料２－１でございますが、中期目標のポイントでございます。

これは今申し上げましたことをもう少しざっくりと書いてございまして、重複するところ

は説明を省きますけれども、特に箱囲いの中段で、ＩＰＡに求める役割の変遷が、第一期

の「情報処理の推進」から、第二期は「情報社会システムの安寧と健全な発展」、第三期は

「利用者視点に立った情報社会システムの安全性・信頼性の確保」が重要であろうと考え

まして、下に第三期の業務に関する事項として、それぞれこういうことをやるべきではな

いかということでございますが、今回は特に成果指標というものをきちんと定めて、それ

に基づいて第三期の中期目標は評価をしてくださいということを行革等からいわれており

まして、それも踏まえまして、中期目標としては、例えばセキュリティであれば、ウイル

ス感染率の低減など、我が国の情報システム・ソフトウェアに関する安全性の向上に関す

る指標は何かしら設定して評価すること。 

 真ん中の信頼性に関しましては、重要インフラに関する障害発生率の低減や、政府情報

システムの相互運用性の確保に関する指標を設定して、それに基づいて５年後に評価する

こと。 

 人材に関しましても、ＩＴ人材の質の高度化に関する指標を設置して、５年後に評価す

るべきこと。 

 これらを中期目標に定めることとしております。 

 そして、資料２－２が、そういう意味では最終的な中期目標の案でございます。内容に

関しましては、先だって１月 24 日に説明したものをあちこち微修正等を行いつつ、具体的

な膨らましを行っておりますが、特にポイントとなるところを簡単に説明させていただき
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たいと思います。 

 １～３ページまでは前回と同じですが、２ページは前回の宇野委員のご指摘も踏まえま

して、特にハードの技術革新とネットワークの高度化に加えて、モバイル端末の普及とい

うものをつけ加えさせていただいております。 

 さらに、３～４ページは前回の内容を少しブラッシュアップさせていただいております

けれども、ほぼ同じ内容で書いております。 

 ６ページですが、ここが重要だと思いますのは、特に今回は政策評価という観点から、

総務省等からかなりいろいろな指摘を受けたのですけれども、ＩＰＡとしても、今後やる

べき事業について、そもそも国として実施すべき事業か、そして、さらになぜＩＰＡがや

るのかというのは不断の見直しが必要であろう。 

さらに、事業実施に際しては、当該事業が社会に対してどのように裨益したかを測定す

る指標などを設定して、個々の事業についてその進捗や内容について不断の見直しを行い、

事業の出口展望を明確に定めて、可能な限り民間への最終的な移管ができるような事業を

推進していくことが重要であると考えております。 

７ページですが、こちらは具体的な事業の中身でございまして、まず、このページはセ

キュリティに関してですけれども、先ほど申し上げましたとおり、最初に１－１．のすぐ

下のところに、こういう指標を置いて中期目標を評価しましょうと。さらに、中期計画の

みならず、各年度の年度計画においても、個々の事業についてもしっかりと指標を設定し

て、その指標に基づいてきちんと評価しましょうということで、定性的ではなく、なるべ

く定量的な評価をしていきましょうということを、中期目標においてもそうですし、年度

計画においても、そうしましょうということを書いてあります。 

８ページですが、上段では、こちらも信頼性に関しての中期目標における指標の設定は、

年度計画における指標の設定をしっかりとやりましょうということで、８ページの中段よ

り下ですけれども、人材に関しても、質の高度化について指標を設定してやりましょうと

いうことを書いております。 

９ページ以降は、前回はお示ししていなかったのですが、中身というよりも、こちらは

独法の体制論そのものというか、ロジの話でございますけれども、幾つか書かせていただ

いております。 

１つは、先ほどと同じ下部論ですが、今回の政策評価の観点からいろいろ指摘されたこ

との中の１つで、Ⅲ．の１．（１）各事業についてＩＰＡ実施の妥当性・出口戦略の不断の
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見直し、（２）交付金債務残高が最初よりかなり高くなってしまったことを踏まえて、なる

べく計画的な執行を心がけるということ、（３）戦略的な組織マネジメントで、特に（３）

の②に関しましては、先だって１月 24 日にもご議論になりました人材育成については、新

卒採用だけにこだわるのではなく、それも含めた中長期的な人材の育成を図ると書かせて

いただいております。 

それ以外はそれほど目新しいことは書いていないのですけれども、10 ページの中段でご

ざいますが、戦略的広報の実施ということに関しましては、これは非常に重要なことでご

ざいますけれども、他方で、行革の観点から、特に勧告の方向性でも、グローバルシンポ

ジウムやＩＰＡフォーラムに関しては、実施政策に関して分析・評価を行った上で抜本的

に見直すようにということをいわれましたので、そのとおりのことを書いてございます。 

さらに、11 ページでは、Ⅳ．１．資産の健全化につきましては、（２）で、地方開催の

セミナー・イベントに関しては講師派遣のものに切りかえるとか、情報処理技術者試験に

ついては財務基盤の確立を目指すとか、（５）として、保有資産については自主的な見直し

を引き続き行うということに関しましては、先だってご議論しました勧告の方向性を踏ま

えて中期目標の方に反映したところでございます。 

以上ですが、補足情報を申し上げますと、なぜ私が今これをしつこくいったかといいま

すと、この辺の反映がしっかりとできていないと、総務省の政策評価独立行政法人委員会

から実際の勧告がなされるということでございまして、ここは彼らの指摘を踏まえてきち

んと反映をさせていくことが非常に重要だということで、改めてご説明をさせていただき

ました。 

雑駁でございますが、以上でございます。 

〇江口情報処理振興課長  すみません、質疑等に入る前に、資料１ですが、修正をお願

いしたいところがあります。 

 「ＩＰＡの主な実績と知見」というところで、セキュリティ対策のところの〇の３つ目

ですが、「Ｊ－ＣＳＩＰ等を構成し、制御系攻撃に対応するための」とありますけれども、

この「制御系攻撃」は「標的型攻撃」の誤りでございますので、すみませんが、ここの部

分のみ修正をしていただきたいと思います。 

以上です。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等をよろしくお願いしたいと思います。 
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〇太田委員  また基本的なことをお伺いしますけれども、ＩＰＡの新たな中計をつくる

に当たって、位置づけですが、今ご説明があったように、政策実施機関であるということ

をおっしゃっていると。 

 そういう場合、私は前回出られなかったのでメールでお伝えしたと思うのですが、結局、

実施機関としてＩＰＡが主語になった場合、いろいろ普及を図ったとか効果があったとか

るる述べているのですけれども、その実施機関なるものは、ＩＰＡが主語になって、述語

は何かと。それを普及するというのが述語でもあるし、収集するというのも述語であるし、

防止するのか、それとも研究開発をするのか、そこをまずきちっと押さえていただきたい

なと思っています。その実施の中身は、ソフトウェアとセキュリティと人材でそれぞれち

ょっと違うと思うのです。そこがまず基本中の基本のところです。 

 ２番目は、これから 5 年を考えると、セキュリティは国と一緒にやっているねというこ

となのですが、結局、中国をどうやって意識するかということがすごく大事だと思うので

す。全部つながっていて、中国から攻撃があるということで、１番目のポイントで、実施

する中で情報収集するという、もしそこの観点を中国に当てはめると、中国とどういう形

で、人材交流も含めて、あちらの情報通信省か何か知りませんけれども、そことの今後５

年間をどういう形で人事交流していくか。セキュリティ、サイバー攻撃の安全保障として、

すぐ抑止力にはならないけれども、ＩＰＡの専門家たちと中国の専門家たちが、この５年

を視野に置くと、絶対、人事交流しておかなければまずいということを僕はすごく強く思

います。 

 ですから、ここで実施機関の主語と述語をはっきりさせて、５年間、中国はどういう攻

撃をしかけてくるか知りませんが、今も毎日やっていると思うのですけれども、それを直

接的に防衛省的に守るとか抑止的何とかではなくて、ＩＰＡとしては中国とセキュリティ

分野で人材の交流をしておく。それは効果があるのですかといったら、多分ないと思う。

それは面と面を突き合わせて中国と５年間つき合っていくという観点がないと、幾ら総務

省とか内閣府とかがやっても、あくまで日本国内の話じゃないですか。そこを絶対にやる

べきだと思います。そういう時代観をもたないといけない。 

せっかくこの実施機関といういいものがあるのであれば、すぐ効果を求めなくていいと

思うので、それは総務省とか行革の立場からいけばどういうパフォーマンスがあるのとい

うことはあると思うけれども、ＩＰＡの専門家たちがいらっしゃる。もちろんドイツのフ

ランホーファとかといろいろやっているけれども、結局、中国とどうやって人材交流をし
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ておくかということが、セキュリティの安全保障の面ですごく大事だと思います。そうい

う時代感覚をもてるかどうかはすごく大事なことだと思います。 

３点目は、ソフト業界のあこがれの人材だと書いてありますけれども、それはもうセキ

ュリティ人材ですよね。それであれば、ＩＰＡにそういうセキュリティ分析官みたいな仕

事をつくって、「ＩＰＡの分析官になりたい」と。そうすればセキュリティ会社に高給で入

れるとか、そういったパスみたいなものをつくって、ＩＰＡ自身があこがれの人材をつく

る。そのためには、「セキュリティ分析官」みたいなカッコいい名前をつくって、ＩＰＡ自

らがあこがれの人をつくるということをやらないとだめだから。 

４点目は、もうこれでどんどん絞られているから、釈迦に説法ですけれども、自前主義

でいかないと。ともかくいろいろなところと、大学も含めて、もっともっと外の活用をど

うするかということをやっていくべきだということで、いきなり冒頭からですけれども、

そういう時代認識をもつということ。皆さん専門家なので、私がいうのは不肖なのですが。 

中国との関係でいえば、戦略的に人材交流してほしいということです。それはもう安全

保障という意味になる。国内でも、総務省で滑った、転んだ、それはいいですよ。Ｊ－Ｃ

ＳＩＰもいいですよ。攻撃元は中国じゃないですか。もちろん、中央ヨーロッパもありま

すけれども。中国と、人と人がつながっていると。いざあったときに、電話をかけて、「藤

江さん！」といえる交流ができるかどうかですよ。 

すみません、冒頭から。そういう時代認識を踏まえたＩＰＡの主語と述語をはっきりさ

せていただいて、そうすると、一つ一つが今のご説明で落とし込んでいけるのかなと思い

まして。前回、意見がいえなかったものですから。 

〇松山分科会長  目標の方は経産省が定めるということなので、今の点について何かご

意見はありますか。 

〇上村情報セキュリティ政策室長  中国との関係をどうしていくかというのは、ご指摘

のとおり大事だと思っています。どうしても現状は、中国というよりは、友視国──アメ

リカとかヨーロッパとか、そういうところが主になっているかと思います。私どもも、ア

メリカの国土安全保障省とかＮＩＳＴとか、これは政府もそうですし、ＩＰＡももう既に

チャネルをもっています。 

 中国については、現状ですと、例えば、ＣＣＲＡという製品の貿易の関係であったり、

あるいは暗号の関係でチャネルを政府としては今もっていたり、あるいは築こうとしてい

ます。ＩＰＡもそのＣＣＲＡの関係などではあります。 
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 ただ、今おっしゃったことは多分標的型などで、例が適当かどうかですが、例えば、自

衛隊であっても、お互いよく知り合っていなければいけないというので、将官クラス、士

官クラスで交流がありますよね。そのレベルだとすると、まだ現時点ではパキッととらま

えられていないので、そこは政府としてまず考えなければいけない。 

 そのためには、まずどこが適当なカウンターパートかを探す作業が要ると思っていて、

実は私どもも何度か中国に行こうかと思いながら、まだいろいろなタイミングが合わなく

てなし遂げられていないのですが、それはぜひやった上で、ただ、後はどういう出し方を

するかですね。固有名称をどこかに書けるかというと、まだなかなか……。 

ただ、いろいろな関係の国とか国際的な中での流れをとらまえながら、何をしていくか

という意識はきっちりもって、具体的には、当然、今おっしゃられた中国なども念頭に置

きながらやっていくということは、そういうふうにしていきたいと思っておりますが、現

状は、暗号とかＣＣＲＡのあるチャネルを踏まえながらも、じゃあ、それ以外の、もう少

し根本のところで何ができるかというのは、まず私のほうが直接中国に行って、会ってみ

て、ここなら信頼関係を築けそうというところを探してから、次に、主語・述語の関係で

いうならば、ＩＰＡさんとどうしていくかというのを考えていく。そういうことだと思っ

ています。 

〇太田委員  特定の機関を別に意識しているのではなくて、多様なレベルでの……。そ

うすると、初めからセキュリティで行かないで、シンポジウムについて見直しがあるけれ

ども、迂回するけれども、日中でソフトウェアの交流をやろうと。表向きはセキュリティ

でなくていいと思うのです。決め打ちは複雑だし難しいと思うので、カウンターパートは

はっきりしたものはないと思うので、多様なレベルでうまくＩＰＡを使っていくみたいな

ことで。セキュリティでいきなり行ってしまうと乗ってこないかもしれないから、情報処

理技術者試験でアジアにいろいろ展開なさっていると思いますが、それはだまくらしでも

何でもいいけれども、そういうのを北京でやるとか。以前もオープンソースでやっていた

かと思うのですが、多様なところでしたたかにやっていくほうがいい。 

 その一コマとして、ＩＰＡがどういう役割ができるかというのを考えていただいて、今

おっしゃったように、「ハロー」がいえるかどうか、それが最大のポイントだと思いますの

で、そういう多様なレベルでの交流をぜひやっていただきたいなと思います。この５年と

いうと、本当にセキュリティのお話になりますから、国内で、政府でいろいろやっていて

も、結局、攻めてくるのはグローバルですから。そういう思いです。 
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〇江口情報処理振興課長  そういう意味では、産業振興の観点で、我々、商務情報政策

局と中国の間での政策対話をやったりとか、こういうことはもう既にやらせていただいて

おりますし、また、太田委員が今おっしゃったように、ＯＳＳの関係では、日中韓の３カ

国でのとり組みなども行わさせていただいています。そういうチャネルなどをきちんと継

続していくというのがまず一つ重要なのかなと思います。 

 他方で、セキュリティ単独になってきますと、これもやっている機関が、今、上村のほ

うから話があったとおり、中国のほうもまたちょっと機関になりますので、セキュリティ

でストレートにというところはまだなかなか難しい状況ではありますが、いずれにせよ、

いろいろなチャネルをきちんと継続していくことにしていきたいと思います。 

 あとは、政策実施機関かという確認がありましたけれども、これは間違いなくＩＰＡは、

経済産業省、さらにはその外延の関係機関がいろいろなセキュリティですとかソフトウェ

アの振興というのをやっていますが、そのような観点での政策の企画をするのは国側で、

その中でＩＰＡがやるべきものということで、ＩＰＡはそれを実施するという意味での政

策実施機関ということできちんと位置づけていく。 

 では、主語・述語という話がありましたけれども、今、具体的にＩＰＡは何をやるのだ

ということでご説明しましたが、例えばセキュリティなどについても、最後は企業や国民

の方々に対策を施していただかなければいけないわけですけれども、ＩＰＡとしては、そ

のお手伝い、役に立つような情報を収集して提供をしていくというのが基本的な述語とい

うことになろうかと思います。 

 例えば、具体的なさまざまな情報を収集した上で、今、何が起こっているのかを分析を

する、それに対する技術的な対策をとっていく。それを具体的に国民・企業の方々に提供

していく。これがＩＰＡの具体的な役割、述語という形になるかと思います。 

 別紙Ｇというものをつけさせていただきましたが、この中で、ＩＰＡはさまざまな役所

や機関とも連携をしつつさまざまなことをやっていますけれども、企業・国民に対しては、

「収集・集約した情報を分析し、技術的対策情報として提供する」というのがＩＰＡの基

本的な役割で、これが述語という形になるということでご理解いただければと思います。 

〇太田委員  一通り文章で読んではわかっているのですが、やはり口頭できちっと話を

しないとわからないので。 

 それから、人材についてはいかがですか。 

〇江口情報処理振興課長  そういう意味では、先ほど、セキュリティと人材のご指摘も
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ありましたけれども、特にセキュリティも、若者を対象としたセキュリティ・キャンプな

どというものもＩＰＡで実施をしています。そういうところに参加をして、そういう人た

ちがどういうところに育っていくか──若い人材ですからすぐに就職をするということで

もないかもしれませんが、フォローアップをしつつ、どういうキャリアパスがあるのかと。 

 あとは、セキュリティ分析官というご提案も今いただきましたけれども、ＩＰＡの中で

も活用できる人材は活用していくというのも、先ほどの中にも書きましたし、前回もご議

論いただいたところですが、中長期的な人材の育成をきちんとやっていくという中で……。 

〇太田委員  名前が大事なんですよ。若者たちが「おお、そうか」という格好いい名前

をつけないと。 

〇江口情報処理振興課長  そういう意味で、ＩＰＡの中でどのようなことができるのか、

後ほど中期計画の中でもご説明があると思いますけれども、引き続きとり組んでいくもの

と考えております。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 ほかに。徳田さん。 

〇徳田委員  私も１月は出張で出られなかったので。今の太田委員のお話とも少しかぶ

りますが、まず、セキュリティの方から。無難に書いてありまして、レポートでいうと、

書くべきところは全部書いてあるという感じなのですけれども、まず１点は、これは私の

希望なのですが、５年間、中期目標をフィックスして、何が何でもそのときつくった指標

だけに評価を任せるというのは危険だと思います。だから、中期目標を設定する中に、例

えば、2.5 年でも３年でもいいですけれども、そこでレビューをして、大胆に目標をスイ

ッチできる柔軟な対応を入れるということをしないと、新しい情報インフラの形というの

は次々起きてきてしまうので、５年間フィックスは非常に危険だろうと。 

 国のリズムとしては、５年ぐらい腰を落ちつけてやらなければだめだという意見もある

かもしれませんが、自主的にダイナミックに中期目標を、平成 25 年の４月に設定したもの

がこうこうこうだったのだけれども、こういう事態が発生しているので、これを追加する

なり、これはもう達成されたので、落とそうと。それのレビューをまず入れるのがよろし

いのではないかなと思うのです。 

 セキュリティに関してですが、先ほどのモバイルのお話であったり、いろいろ新しいデ

バイスがまだ次々に出てくると思うのです。それで、１つ、私が心配になっているのは、

技術的にウイルスや何かのお話はあるのですけれども、個人情報保護法などと絡んでくる
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のですが、人々がもっているデータの匿名化をきちっと図ってあげて、それによって得ら

れたデータを、一次利用だけではなくて、二次利用をうまく許せるようにしてあげること

によって、多分新しいサービスなどが進展していくと思うのです。 

だから、経産省としては、新しいマーケットをつくるのだという意識で、その枠組みを

ＩＰＡの方たちに、こういう枠組みでオープンデータの例えばデータマーケットプレース

をつくれば、次の人たちがそのデータを二次利用して、うまくビジネスが起きるのではな

いかと。そこを少しエクササイズをＩＰＡにしていただくのがいいんじゃないかなと思い

ます。 

それは私の言葉でいうと、守りではなくて、攻めの部分、新しいマーケットをつくって

いく部分で、こちらはスペシャリストがたくさんいるので、非常にいい知恵を出していた

だいて、セキュリティ的にも、先ほどいいました匿名化技術とかプライバシーを保護した

状態で、例えば、検索が可能になるとか分析が可能になるといった技術もできるので、少

し攻めの部分も入れていただいたほうが、ＩＰＡのキラッと輝いた、こんな枠組みを新し

くつくりましたと。 

 ただ、海外でもそうですけれども、日本国内全体、書物などはコピーライトでプロテク

トされているのですが、データはもっている人が強いだけで、二次利用してあげるために、

なかなかうまくインセンティブが働かなくなってしまうんですね。だから、そこのビジネ

スモデルも含めて、どうやったら非常にプライベートな情報なのだけれども匿名化を保証

してあげて、みんなで共有することによって新しい価値が生み出されるかという、その辺

もセキュリティで守りの部分はもちろん大事なのですが、それと同じ部分ぐらいに攻めの

部分もやるといいのではないかなと思います。 

 それから、守りの部分は、これは東大の松浦先生が最近言い出しているのですけれども、

ディフェンダー・ムーブメントといいますが、攻撃者が非常に安いコストで甚大な被害を

与えられるので、１対１万とか、１対 10 万とか、１対 100 万ぐらいのコスト差があるので、

もちろん、大企業、中小企業、個人、いろいろなレベルがあるとは思いますけれども、あ

る種、ソーシャルカルチャーとしてディフェンダー・ムーブメントのようなものをＩＰＡ

のほうから起こせると。 

レポーティングしたり、ウイルスに対策するツールを置くというのももちろん非常に大

事なのですが、カルチャーとして、例えがいいかわりませんけれども、ソーシャルネット

ワークサービスを使い始めた人たちはいろいろな情報をＳＮＳ上に上げていろいろやり始
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めますよね。だから、ＩＰＡがそういうある種のコーディネーター役になって、いろいろ

な情報をうまくとれるようにしてあげる。 

今までもいろいろやられていたんですよね、いろいろオープンソースなどでデータの集

約を。でも、それは専門家だけがみていて、中小企業の全くＩＴに疎い人とか、僕らが一

番心配しているのは個人の人ですね。スマートフォンでみんながＰＣを持ち歩いているよ

うな状態になってしまって、わけのわからないブラウザーからいろいろやりとりして、詐

欺に遭いましたとか、いろいろトラブルが重複していってしまうと思うのです。 

今までですと、一応、ＰＣのトレーニングを受けた人がやっているのですが、今は携帯

を買うと最初にＧメールのアカウントをとって、「Ｇメールって何ですか」「いや、とにか

くメールアカウントですから、つくってください」とか、無理やりスマートフォンに移行

している人たちがつくらされて、その怖さは余り伝えられずに、ドカーンとサイバー空間

上の行動にいっているので、うまく新しいモデルというのでしょうか、それを模索したほ

うがいい時代に来てしまったんじゃないかなと思うのです。全くＩＴリテラシーの違う方

たちが、サイバー空間上でｅコマースなり何なりをやり始めてしまっているので。 

僕らが聞いているのは、大企業のＩＴシステムをみんなが新しいスマートフォン上のア

ップを使ってやり始めてしまっているので、もう統制がきかなくなって、どうやったら効

率よく情報の分析とかシェアとかができるのかというのが、混乱期に入ってしまったとみ

んないっているんです。 

それは一般の人たちはもっと混乱していて、どうやったらより安全に自然な形で自分の

買いたいものが買えるなり、銀行とのインターラクションができるなり、その辺は次のフ

ェーズに入っていて、ものすごい数の人たちが、僕らとしてはスマートフォンとＰＣはも

う全く同じで、実はＰＣよりパワフルで、いつでももっていて、何かすごいことができち

ゃう魔法のデバイスを持ち歩く時代になってしまっているので、それを先回りして、ぜひ

そういうディフェンダー・ムーブメントのようなものを起こしていただけるといいかなと

思います。 

それから、人材に関しては、今までも未踏などで成功していて、これは財務省が、「未踏

なんていう名前は使うな」とかいって、「これは前のと何が違うんだ」とかというのですけ

れども、人材育成は我々も大学業界なのでいろいろやらされているのですが、名前って非

常に大事なんですよね。これは毎年、例えば何々人材というのを変えたとしますと、人々

は混乱してしまうし、さっきいったトップノッチのブランド力として、「未踏で何かアワー



- 16 - 
 

ドをもらってやっている人たちだ」というのがある種定着してきているので、名前は大事

で、名前を余りにも使い捨て過ぎてしまって、それを僕らは副作用でよくないと思うので

す。 

それが定着するから人々がある種、「ああいうのにトライしてみたいな」と思って頑張る

トップノッチが出てくるので、それがなくなってしまうとよくないと思います。ですから、

ぜひブランド力をもっとつけていただいて。先ほど太田委員のほうから、「セキュリティ分

析官」とかキャッチーないい名前が提案されましたけれども、残念ながら、私たちの学生

をみている限り、あえて行こうという人はいないんです。それは企業が入った後の、先ほ

どおっしゃっていたキャリアパスが余りにもかわいそうな例しかないから。これはやはり

考えないと、ＣＩＳＯとかＣＩＯになっても、やはりＣＦＯがドカンと打って出て、「君た

ち、何いってるんだ」とかいって、顔をみながらびくびく、「いや、こういうのに……」「そ

れは全然マネーメークしないじゃないか。君たちはオーバーヘッドのことばかりいってる」

とかといわれる。 

どう会社のストラクチャーを変えたらいいかというのも、ぜひご検討いただきたいと思

います。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  企業が今一番足りないのはセキュリティ要員だと。「おまえのとこ

ろの白書でもはっきりいっているじゃないか。２万 2,000 人じゃないか。どうするんだ」

と聞かれるわけですよ。それに対して、まだ本当に有効な手立てというのは……。例えば、

情報処理技術者試験の内容をちょっとシフトするかなといったって、これも全部政令の世

界で、下手すると、合格、合格じゃないなんていうのは、もう法律の世界になってしまう

わけですよ。我々は実施側だから希望ばかりいっているんですけれども、何でその辺が変

えられないのかというのは、切に切にお願いしたいところなんです。 

 先ほどの両委員の先生のお話のように、環境は変わってくるんですよ。５年間なんてい

うのは、私だって今たった２年８カ月いて、もうこの間にものすごく変わっていますよ。

そういうことで、ぜひその辺はある程度実施機関に任せられるような形にもっていってい

ただければ、確かに知見をもっているのはたくさんいますから、これは非常に時代に合っ

たものが出せる。それが出せないと、結局、お客さんである国民、そして一般の方、学生

さんになかなか売り込めないという話だと思うのです。 

〇阿草委員  ほとんど同じ意見だと思うのですけれども、僕が最初に読んだときに一番

気になるのが、この会ではいつも「利用者、利用者」といって、「利用者」というのは普通
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の人が読むと一般的には国民レベルになって、個人になるわけです。そうすると、経産省

がやることかという話がどこかで出てきてしまうところまで行ってしまっているんじゃな

いかというのが心配です。 

 だから、中を読んでいると、例えば、プラントの安全性というとプラントのオペレータ

ーで、これはわかりやすいのですけれども、それ以外はほとんどみんな「国民」になって

しまって、国民の直接の利便を経産省がやることかという、ある意味で最後はそこに行く

ことはよくわかるのですが、今の徳田先生が言われるような、マーケットクリエートみた

いな話ですね。今の制度を変えて新しいビジネスをつくるために、それは国民にこういう

問題が起こらないようにやるということを前提につくるのだというようなことならいいの

ですけれども、セキュリティなどは最初にＩＰＡがやり出したのでそれはいいのが、すべ

てがあまりにも「国民」が前に出てしまうと、産業育成とか、経産省がもっている大きな

意味でのミッションから外れたところに行っていないかということが少し心配なので、こ

れがどういうビジネスにつながり、どういう産業につながって、どうやって国民がそれか

ら受益を受けるかということは、全部消えてしまったんじゃないかというくらい心配です。 

 あまり「国民、国民」というと、それはわかるのですけれども、でも、経産省がやるん

ですよね。消費者庁がやるなら、国民に不利益がないようにとかということでわかるので

すが、そこの部分が消え過ぎているんじゃないかなというのが心配です。 

 ですから、徳田先生の意見を１つ入れていただければ、それでも……。こういうことを

整備することによって、新しいビジネスが起こせるのだと、だからやるのだと。新しい産

業を育成するという感じが一番ですよね。古い産業を一生懸命メンテするということは、

経産省でも転換しなければいけないので。だから、こういうことをやるとどういう産業転

換が起こるかという観点が少しないと、寂しいかなと。そういうのが一番の感覚ですね。 

〇江口情報処理振興課長  経済産業省のミッションは産業育成ということももちろんあ

るのですが、情報処理に関していうと、情報処理の促進というのが経産省のミッションで、

情報処理の促進というのは、情報処理、情報技術というものを国民・企業も含めて使いや

すい環境をいかにつくっていけるか、そこがミッションだと思っております。 

〇阿草委員  今のお話では、産業である情報もすべての情報が経産省に入ってしまって

いるということですか。 

〇江口情報処理振興課長  情報処理という意味においてはそうです。 

〇阿草委員  そうすると、例えば、通信のときの圧縮でも何でも情報処理ですよね。今
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や情報というのは言葉としてもう意味がなくなって、昔は確かに車の運転手が少ないとき

は運転手というのが技術になったけれども、今や普通の情報を使うという意味では、技術

ではもうなくなっていると思うと、今のあまりにも情報処理だということを強くいうと、

すべての人間の行動は全部経産省がいないとということになる。 

 よく言われるのは、１万円を超えるデバイスで計算機が入ってないものはないというわ

けですね。そうすると、１万円以上のものはすべて経産省の管轄下だといっているくらい

の感じになるので、そうだとしたら、情報処理省みたいな省をつくらないと、今の話はカ

バーできないんじゃないかなという気がしますね。あまりに情報処理というと、もう昔か

らすると一般的になり過ぎているので。 

〇松山分科会長  前回のときもそうなのですけれども、政策・評価委員会とかいうとこ

ろの視点からすると、情報処理産業の育成は終わった。だから、もうコモディティになっ

ているので、それをなぜ政府が今さらしなければいけないか。民間が自律的にやればいい

と。ＳＮＳサイトにしても、みんなそれでビジネスやってるじゃんと。ｅトレードにした

って、そうやってるじゃんと。金融にしたって、そうやって何とか総研ってやってるじゃ

んと。そういう視点に対して、どれだけ説得力をもてるかというところの視点が問題なん

ですね。 

 ですから、先ほどいわれたように、産業育成というのは経済産業省はすごく大きな大事

な話だと思うのです。ただ、そのときに、普通に今あるような話の延長線上で産業育成す

るというのは、そのビジネスセクターがやるべきことであって、国じゃないんじゃないと

いうのが、実はもっとマクロな視点からはあるんですね。 

 そこを踏まえて、そういうコンテキストあるいはそういう全体的な視点の中で、最初の

ところにコモディティ化というのが書いてありますけれども、そういうので普遍化してし

まったと。阿草先生がおっしゃるように、情報というのはもはや特殊用語ではないと、日

常生活化していると。スマホにしたって日常生活化していると。そこでビジネスをやって

お金をとっているところがある。迷惑をかけたら、そこがどれだけ損害賠償するかわから

ないけれども、そういうリスクを負ってやっているところがある。 

 そういうコンテキストをかなりシリアスに突きつけられているということを踏まえて、

じゃあ、ＩＰＡとしてどうするのかということを考えていかなければいけない。そういう

視点はやはりあると思うのです。 

〇阿草委員  それはあります。ただ、今の話も、徳田先生がいわれたビッグデータが、
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個人情報保護法のこととかいろいろな関係があるので、ビジネスとして出れるかどうかと

いうのは、やはり国がある種の方向性をみせない限り出れないと。そういうことはやはり

経産省がやって、そのための調査を命ずるとか、どういう案があるかということをシンク

タンク的にＩＰＡを使うというのはあり得ると思うのですけれども、そういう意味でのビ

ジネスの観点が抜けているんじゃないかということが逆に心配で。 

 松山先生がいわれることはすごくわかるんです。それは確かにそうで、でも、今までの

既存ビジネスのところをずっとメンテしているわけではないということをいうのは大事な

のですが、でも、新しいビジネスの部分はちゃんといわないと、経産省が一生懸命頑張る

というところはちょっと色が薄くなるんじゃないかというのが気になったところです。 

〇江口情報処理振興課長  そういう意味では、個人情報保護の話ですとか、ビッグデー

タ絡みのオープンデータの話は、ＩＰＡというよりは、経産省の中に検討会を置いて、ど

のようなビジネスづくりをするのかというのは、別の場所で議論しています。もちろん、

ＩＰＡもさまざまな知見がございますので、そういう委員会に参画をいただいて、いろい

ろとご知見を活用させていただいていますし、また、今後、そういうことをやる中で、先

ほど新しいモデルの構築という話が徳田先生からもありましたが、そういう中でＩＰＡが

お役に立てるようなものがあれば、技術の情報というような形で提供していくとか、そう

いうことは第三期の中でもきちんと実施をしていくという方向にしております。特に電子

政府などの観点でやっていこうという話にしておりますので、その辺はきちんとできるも

のと思います。 

 それから、指標の５年先というのは、どうなるかよくわからないねというお話もありま

した。ただ、今、設定をしておりますのは、もちろん今の段階で５年先などを見通して、

少なくともこういうことは評価すべきではないかという項目について書かさせていただい

ていますし、また、新たな視点が出てきたものについては、毎年度、年度計画の中にきち

んと書き込んでいくようにしたいと思っておりますので、そのような中で定期的に見直す

ものと。 

もちろん事業についても、「不断の見直し」という文言で中期目標の中には書かさせてい

ただいていますが、そういう中で変更すべきものは変更していく、新たなやるべきことは

やっていく、逆にやめるものはやめていく。そういう形にメリハリをつけてやっていく体

制にしていかなければならないという認識でおります。 

〇松山分科会長  宇野委員、何かございますか。 
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〇宇野委員  私も、事前にお話しさせていただいたことが大体皆さんがおっしゃったこ

とと非常に近いと思っております。ただ、先ほどのＩＯＴのようなものの所有権はだれに

あるのだとか、そういうことがないと実はビジネス用にできませんねというので、それは

経産省の中で別途やっているという話もあるし。 

 それから、モバイルということで私も前回もお話をしたのは、今までは企業のＩＴだっ

たんですね。でも、今は個人のところに広がってしまった結果、何が起こっているかとい

うと、おっしゃるとおり、一個一個の企業がいろいろなことで利潤のために活動するとい

うことはあるかもしれませんけれども、でも、例えば、位置情報のようなものを悪用され

たらどうなるとか、一企業では自分のスコープの中でしか物をみませんから、全体として

社会は変わりつつあるときに、何かルールをつくるなり環境をつくるというようなことが、

企業ではきっとできないので、それはこのＩＰＡのようなところが適当なのではないかな

と。割と具体的なこともわかるしと。そういうことでモバイルというふうにお話をさせて

いただいたので、それはこういうＩＰＡのようなところが一番適当だと今でも思っていま

す。 

〇江口情報処理振興課長  モバイルなどいろいろ新しいものが入ってくる、そういう意

味ではこれも先ほどの新しいモデルということになってくるのだと思いますが、そのよう

な中で、セキュリティの対策、さらには信頼性という対策として、世の中どうなっていく

のか、どのようにしていくべきだというのは、これまでもＩＰＡにはとり組んでもらって

いますけれども、その辺をきちんと意識してタイムリーにいろいろな役に立つ情報なりを

提供していく。世の中変わっているのだと、後からそういうことをいっても仕方ないので、

やはりタイムリーに出していくということが非常に重要だと思っていますので、そのよう

なとり組みを今後もＩＰＡにはしていってほしいなと思っております。 

〇徳田委員  今の流れでいうと、かつて、ＲＦＩＤが入ってきたときに、経済産業省と

総務省はバラバラにＲＦＩＤ、電子タグの利用のガイドラインというのをつくられて、ち

ょっとたってからマージして我が国１個のガイドラインになったのですけれども、今ご指

摘があったように、位置情報を使ったサービス──かつて、経産省が三菱総研に出されて、

安全なウェブページのつくり方みたいなガイドラインを書かれて、総研の方たちがやって

いたのを覚えているのですけれども、そういう新しいサービスをやっていく上でのガイド

ライン──今ご指摘のように、企業の方たちはもう忙しくて、ある会社より先にサービス

にしたいからというので、ものすごい勢いでやってしまうわけですよね。 



- 21 - 
 

そのときに一旦踏み外していろいろな情報が出てしまったときに、やはりインパクトは

余りにも多過ぎて、それを先回りして、ＩＰＡはプロがたくさんいるのだから、モバイル

コマース用だったり、位置情報に関するサービスでの利用に関してのガイドラインとか、

そういうものをつくられると、中小企業なりベンチャーもすごくいいと思うのです、そう

いうガイドラインにのっとってつくってありますというのは。人々は今は何もわからない

から、アップロードしてきて、何をとられちゃっているのかなとか、みんなハラハラ、ド

キドキしながら使っているわけですよね。それは非常によくないと思います。 

〇太田委員  こういう中期計画というのは、今までの実績を踏まえて、さらに進化する

ということで中期計画をつくっていると思うのですが、ある意味、ここだけの議論なのか

もしれませんが、ＩＰＡが二期目に「安寧と健全な発展」をやるに当たって、先ほど課長

がおっしゃった実施機関として、分析なりをして情報提供するという文脈の中で、反省と

いうか、こういうところがうまくいかなかったねと──これを中計に書くかどうかは別と

して、それを踏まえてやらないと、三期目がまたこの文章論で終わって、何となく進んで、

もちろん途中で評価をきちっとチェックするというのはいいのですけれども、率直なとこ

ろ、これに書くか書かないかは別として、実施機関として、さっき規制緩和みたいなこと

もおっしゃいましたけれども、実施機関としての反省を、こういうところをもうちょっと

やりたかったねと。 

この３つは今までも二期目もキーワードとしていろいろな形容詞を使ってやっていたわ

けですが、せっかくいい機会なので、５年目の節目にあるのであれば、今まで何がまずか

ったか、こういうことをやりたかったけれどもうまくいかなかったと。それはマクロ、ミ

クロ、いろいろあると思います。それを踏まえてやらないと、ここに肉づけができないの

ではないか。 

 それはここに書くか書かないかは別として、せっかくいい機会だから、そういうことを

率直に語ることが大事かなと僕は思います。非常に雑駁な言い方で申しわけないですけれ

ども。 

〇江口情報処理振興課長  前々回になりますか、分厚い事業の評価の全体をしてみてと

いうのは。本来であれば、これもタイミング的にはおかしいといえばおかしいのですが、

年度をまたがって、第二期が終わった後に評価をするというのがあるのですけれども、そ

れを前倒しで個別の評価などをやってみて、うまくいったか、いっていないか、どこまで

評価ができたかという点は足りなかった部分はあるのかもしれませんけれども、少なくと
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も１つは、これは太田委員からもいわれたお話ですが、いつも年度の評価のときにいわれ

ますけれども、何をやったらどうだったのだというきちんとした指標がないじゃないかと

いうことがいわれていますので、その辺は改善すべき点ということで、今回についてはき

ちんと目標を書いていこうじゃないかということにしました。 

 それから、それぞれの事業についても、実はいろいろやっていた事業も整理・縮小した

部分ももちろんございます。その中でも、当初考えていた目標を達成し、使命を終えたと

いうもの、若しくは終えつつあるものについては、きちんとやめるのだということも明示

的に書いていますし、逆に、プラスアルファで、電子政府オープンデータのような話は、

新しく出てきたところできちんととり組むべきものについては書き足しているというよう

なことで、一応、評価をした上でこのような形にしているつもりです。その評価が十分か

という問題はあるかと思いますので、その辺についてはまた中期目標終了後の評価の中で

もきちんと評価をしたいと思っております。 

〇太田委員  例えば、電子政府なんてもう 10 年ぐらい前からどんどんやっていて、今、

何が問題なんですか。僕も現場に行ったときに、ＣＩＯフォーラムとかいろいろ同僚たち

が一生懸命やっていましたけれども、3.11 を超えてまた別の観点も出てきましたが、電子

政府って 10 年前からずっといっていることで、じゃあ、2013 年のこの 2.18 で今の電子政

府って何なのと、中計でわかりやすいように説明していただくということですよ。電子政

府だけが漂っちゃって、結局、ＮＥＣだ、富士通だ、それに向かって 10 年前から一生懸命

「ビジネスチャンスだ」とやっていたはずなのに、まだここの場で電子政府の普及って、

じゃあ、今、何が問題ですかと。10 年前の政府の目標とこれからの５年後ぐらいの目標は、

何か違っているのかどうなのか。 

 いつも非常に雑駁で申しわけないのですが、そういった大づかみ感みたいなものは大事

かなと思っています。 

〇江口情報処理振興課長  電子政府といっても、やるべきことは変わっていて、まずは

電子申請みたいな話とか、全体を電子化していこうというのはもう 10 年以上やっている話

です。ただ、最近出てきた話としては、政府なり、自治体も含めて、もっているデータを

公開して──先ほどからビッグデータという話もありますが、公開をしていくときにさま

ざまな問題が発生する。例えば、それぞれ用語が違うとか、いろいろな問題があるわけで

すね。その辺を技術的にどう解決できるのかというようなことは、今、出てきた電子政府

という中でも、課題としては大きく変わってきているということかと思います。 
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 そういう意味では、政府とか自治体のやっている業務を全部コンピュータで行いますと

いっていたものとは大きく変わってきていますので、それぞれの課題というのは当然出て

きているわけです。例えば、この前の状況でいくと、文字基盤というのはもちろんやりま

したし、さらには、ＴＲＭのような、調達をする際のひな形のような、こういうことをや

ってきた、ただ、それは終わっているというとあれですけれども、メンテナンスも必要か

もしれませんが、プラスアルファとして出てきたのは、データの公開のときに実際にどう

やって公開をしていくのかとか、そのテクニカルな面というのは、まさしくこれからとり

組まなければいけない点です。 

〇太田委員  それは一言でいうと、今までの電子政府は効率化を求めていたと。それを

どうしようとしているわけですか。先ほどの徳田先生のお話じゃないけれども、それを付

加価値化しようとしているわけですか。 

〇江口情報処理振興課長  そういうことです。 

〇太田委員  そういうことを書かないとわからないね。 

〇江口情報処理振興課長  一応、書いてあるつもりではあるのですけれども。 

〇太田委員  ああ、大変失礼しました。 

〇松山分科会長  政府のほうは大きいからなかなかですが、地方自治体レベルは、もっ

と府民・市民との対話チャンネルを、ＳＮＳとか、そういうものをインターラクティブに

やって、それで防災とか社会保障とかというところまでリーチアウトしたいという、チャ

レンジはいろいろしておられるところがあるんですね。 

 ただ、大きな問題は、そこのところでも、一度、双方向のオープン・コミュニケーショ

ン・チャンネルをやったときに、そのマネジメントが今の行政ではなかなか対応できなく

なるというところで、どうするかというところが、やるといきなり出てくるんですね。Ｓ

ＮＳ荒らしじゃないけれども、そういうものに対してどう対応するかというのが、行政サ

イドの方がそういうものができていなくてと。 

 ただ、私の知っているところでも、そういうことをやってみようという試みが少し出て

きているというのはごく最近の話で。ある意味でいうと、今おっしゃったように、従来の

ところは行政の事務の効率化だったのが、そうではなくて、行政サービスの展開という形

でかなり出てきているのかなというのが最近かなと。 

 ただ、国レベルでそれができるとはなかなか思えないのですが、大きな時代の流れは、

電子政府といいながらも、中身が随分変わってきたなという感じはしています。その中で
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ＩＰＡさんがどうするのかというのは、これはまた難しいところですけれどね。 

〇江口情報処理振興課長  具体的に中期計画の中でもその辺は出てくると思いますので、

また後ほどお聞きしていただければと思います。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 いろいろな側面においてご意見をいただきまして、基本的には、資料２－２のところが

親委員会のところに係る文章となります。そして、中国などを含めて、ビジネス化という

話もございましたし、今の電子政府のオープンデータの利活用法等という側面についてご

意見をいただきました。 

 それで、どういう形でこれを修文していったらいいかということだと思いますので、そ

の辺は事務局と私のほうにお任せいただくということで、最終的な文案の落とし込みをさ

せていただきたいと思っております。 

 特にこの項目はけしからんとかということもなかったと思いますので、今、委員の先生

方からいただいたご意見をできるだけ盛り込むような形で、少し事務局と検討させていた

だくことにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次の議題でございますけれども、今の目標を踏まえまして、計画について、

今度はＩＰＡのほうからご説明をお願いしたいと思います。 

 では、まずセキュリティ関係から、次に人材について、お願いします。 

〇仲田ＩＰＡ理事  それでは、資料は、資料３－１と資料３－２でございます。資料３

－１がポイントで、資料３－２が原案でございます。 

 資料３－１ですが、表のほうは背景説明と基本的な考え方を書いておりますので、基本

的にはこの目標と変わりませんので、説明は省略させていただきまして、裏をみていただ

きまして、具体的な事業が書かれております。 

 事業としては、目標にありますように、大きく分けて２つの事業を行います。 

 １つが、社会基盤としてのＩＴの安全性・信頼性の向上に関連するもの。 

 ２つ目が、高度のセキュリティの確保と次世代を切り開く高度ＩＴ人材。 

 さらに、社会基盤としてのＩＴの安全性・信頼性の向上が２つ、セキュリティと信頼性

に分かれておりますので、この順番に説明をさせていただきます。 

 資料３－２の本文のほうは、３ページから具体的な事業が書かれております。 
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 今回の第三期の中期計画の一番大きいポイントは、先ほど目標のところでも説明があり

ましたように、成果目標を具体的に中期計画において定めるということが書かれておりま

す。 

セキュリティの場合は、資料３－１のポンチ絵では左下に書いてありますが、２つござ

います。本文では３ページの中段に書いてございまして、事業の推進に当たって、以下の

２点について中期目標期間で達成を目指す。先ほど徳田委員から、５年先の目標というの

は意味があるのかというご指摘がありましたが、関係者で検討いたしまして、少なくとも

こういった目標は設定できるのではないかということで、１つ目が、ＩＰＡが収集、分析、

提供、共有した情報等に関する満足度の割合を８割以上にすると。具体的には、企業等に

対してアンケート調査をして、これが期間中に８割以上獲得するようにするということで

す。 

もう１つの目標としては、情報セキュリティに関する望ましい情報源、頼りになる情報

源としてＩＰＡが認識されるということで、期待の割合を４人に１人以上の方に「ＩＰＡ

に期待します」といっていただくということで、これもアンケート調査によって実施して、

達成したいと考えております。 

今ご説明したのはセキュリティ全体に対してこの大きい目標を２つやりますが、今から

説明します５つの個々の事業ごとに、年度計画において成果指標を定めるということで、

どの程度貢献したかを各年度計画の評価時に確認するということを計画しております。 

それで、例えばということで、その下にあるような、これは今後、年度計画を立てると

ころでまた検討したいと思いますが、具体的な指標を検討していきたいと考えます。 

セキュリティについては、個別の事業としては５つあります。このうち４つは、ご承知

のようにセキュリティは継続的に対応が必要ですので、今までの対応を引き続き着実にや

っていくというものでございます。 

ただ、（１）でございますが、ポイントとしては、今回は、「あらゆるデバイス、システ

ムを対象とした」という言葉を入れています。これはご指摘があったように、特に最近、

モバイルも含めて、デバイスが非常に増えていると。個人のレベルでデバイスが普及して

いるということで、ますます脅威が増しているということで、そういった脅威に対応する

情報集積、分析、提供、共有をやるということで、具体的には、その下にありますように、

ウイルス関係、マルウェア関係、それから脆弱性──これは引き続きやっていくというこ

とです。さらには、社会的な重要な情報システムに関する対策の支援機能も強化していき
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たいと考えております。 

（２）情報セキュリティ対策に関する普及啓発ですが、これも従前からやっているとこ

ろですが、先ほど太田委員から自前主義ということでお話がありましたけれども、予算的

な制約も非常に厳しい中で、基本的には、自分で主催するのではなくて、あらゆる機会に

講師等を派遣する、あるいは情報を提供するということで、言葉を借りると、他人のふん

どしでなるべく勝負をして、できるだけリソースの有効活用を図り、かつ、普及を効果的

に行いたいと考えております。 

それから、国際標準に基づくセキュリティの認証制度ですが、ＣＣについては今のとこ

ろ世界でも認証件数が第３位ということですけれども、これも引き続き着実にやっており

ます。 

１点、新しい話としまして、５ページの（３）の③暗号モジュールの試験及び認証制度

（ＪＣＭＶＰ）につきましては、アメリカのＮＩＳＴとの共同認証をいよいよ始めます。

先日、ＮＩＳＴとも協議が整いまして、覚書を締結することで合意しています。この覚書

を締結することによって、来年度から共同認証を正式に発足する見込みとなっております

ので、これは頑張ってやりたいと思います。相手のある話ですけれども。これによって、

日本のベンダーがわざわざアメリカで申請しなくても、日本の試験機関を通じて向こうの

ＣＭＶＰの認証もＪＣＭＶＰと同時にとる負担軽減の道が開かれることが期待されており

ます。 

（４）の暗号技術ですけれども、これは現在、電子政府推奨暗号の 10 年ぶりの大改定が

最終フェーズに立っております。パブコメも終わりまして、３月に改定が正式に発表され

る予定になっておりますが、引き続きこの危殆化をフォローします。暗号が安全であるか

どうかについて、引き続き行い、また、政府のＣＲＹＰＴＲＥＣという事務局を行ってい

きたいと思います。 

（５）制御システムの国際的な認証制度へのとり組みですが、これは新たなとり組みで

ございます。現在、この制御システムの国際的な標準が策定されておりますけれども、こ

れに基づいた認証制度を立ち上げたいということを考えておりまして、これにつきまして

は、２年後の平成 26 年度にこれを確立するべく、現在、作業をしております。 

以上がセキュリティでございます。 

次に、６ページ、信頼性の向上に向けたとり組みの推進でございます。これにつきまし

ては、従来のソフトウェア・エンジニアリング・センターと、信頼性の確保、特に分析能
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力の向上ということに大きくシフトしています。 

このため、７ページですが、情報システム等のソフトウェア障害情報の収集・分析を１

番目の業務にしております。具体的には、重要インフラ分野における実証的なデータの収

集は継続いたしますが、障害情報を収集し、さらに分析し、これを社会で共有する仕組み

を構築したいと考えております。 

また、実際に障害の情報を外部に提供するというのは一般の企業はやりたがらない面が

ございますので、これを積極的に情報提供を行えるように、様式の設計、あるいは機密保

持のルール、情報提供のルール、こういったものを検討していきたいと考えております。 

もう１つは、再発防止の導入促進や事例に対する対策を新たにやっていきたいと考えて

おります。 

また、（２）としては、利用者視点でのソフトウェア信頼性の見える化の促進でございま

す。これはユーザーからみると、このソフトウェアがどの程度信頼できるかということを

知ることが非常に重要だということで、1 番目としては、ソフトウェアの品質説明力の強

化ということで、そのソフトウェアがどんな品質であるかということで、まず、その信頼

性に関する表示を行う仕組みを構築したいと考えております。 

さらに、最近はソフトウェアに関しては、個々のモジュールを仕入れてきて、それを組

み合わせて新たなソフトウェアをつくるということが行われておりますが、そうした場合

は、使われているモジュールが実際どうなのだと、それが組み込まれたソフトウェア全体

の信頼性がどうなのだと、そういうことをどう担保するか、トレーサビリティ、追跡可能

性について確保を図る方策を検討していきたいと思います。 

また、その品質について、本人がいうだけではなく、第三者が確認を行えるような説明

力強化のとり組みを促進したいと考えております。 

また、環境整備として、信頼性を高めるための手法の導入。実際には、その形式手法と

かモデリングといった設計時から信頼性を高めるための手法の導入、あるいは、信頼性を

継承する先端的な各国における先進技術を調査いたしまして、それの紹介をしていきたい

と考えております。 

また、（３）として、先ほどから話題になっております電子行政システムですが、これの

構築支援を行っていきたいと思います。具体的には、①に書いておりますけれども、シス

テム間の効率的データ連携とデータ公開に関する技術標準、データ標準の評価と整備を行

うということで、先ほどから話題になっておりますデータの匿名化をどうしたらいいかと
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か、そういったことについては政府のデータについてこういった技術を開発することによ

って、それがまた民間で参考になるということを想定しております。 

また、複雑化・高度化する電子行政システムを調達するためのガイドラインを引き続き

整備するとともに、普及を図りたいと思います。 

また、海外との連携についてもこの分野も重要でございますので、引き続き国際連携を

強化し、また、必要に応じて、特に重要性の高いものについては国際標準化を推進してい

きたいと考えております。 

こういったことで、６ページに戻っていただきまして、信頼性の向上につきましては、

具体的な目標を定めております。 

２つ定めておりまして、１つ目は、重要インフラ分野における障害発生の低減度合いを

成果指標として、その向上を図る。数値ではなくて、第三期中期計画期間中にその低減度

合いを向上させるということで、具体的には、アンケート調査等を想定しております。ま

た、国際的な水準の調査も行いたいと考えております。 

目標の２つ目としては、オープンデータを前提とした電子政府システムの構築及びデー

タ連携の効率化の度合い、これも成果指標として用いまして、この期間中に向上を図りた

い。また、国際的な水準も比較できるようにしたいと考えておりまして、これについても

やはりアンケート調査をしたいと考えております。 

また、年度ごとに成果指標を定めてチェックするということについては、セキュリティ

と同様でございます。 

以上が、セキュリティと信頼性に関する事業計画の概要でございます。 

〇田中ＩＰＡ理事  続けて、人材関係についてご説明をさせていただきます。本文の９

～10 ページでございます。 

 人材育成に関しては、第二期まではＩＴに従事する人、実際にはＩＴでシステムをつく

っていくような人たちですが、そういう人たちの技術レベルを明らかして、全体の底上げ

をしていくというようなことをやってきました。第三期は、重点を絞って、特にトップノ

ッチといいますか、リーディングエッジといいますか、先端を走っていく人、今後必要に

なる技術の最先端の人、そういうところの人材育成に観点を絞ってやっていきたいと考え

ています。 

 先ほどちょっとお話もありましたけれども、未踏に関しては、今までもずっとやってき

たのですが、特に若い人にターゲットを置いて、原石を発掘していくということと、社会
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に巣立っていくというところをＩＰＡとしてはやっていきたいと思っています。 

 前回の分科会でも話題になりましたが、どのくらい産業に結びついているのかというこ

とで、今までも自分で起業するとか、具体的なサービスや製品に結びつけているといった

ようなことを未踏卒業生に対してフォローはしているのですけれども、それが世の中にな

かなかアピールができていませんでしたので、三期に関しては、未踏というブランドが世

の中に認められるように、そこを頑張っていきたいと思っています。 

 それから、具体的に未踏の卒業生が自分たちのもっている技術を具体的に産業界に結び

つくように、そのマッチングに関しても後押ししていくというようなことを支援していき

たいと思っています。 

 そういうことで、特に若い突出した人材の発掘で我が国の経済的貢献度を高めるという

ことで、目標指標にも、９ページの真ん中より少し下に書いてありますが、経済的な貢献

度合いが未踏にかかっているコストの 10 倍以上になるということで、指標を置いてやって

いきたいと思っています。 

 目標の２つ目ですが、ＩＴは、今までは受託開発型のビジネスで物をつくっていくとい

うことが我が国の主体だったのですが、物づくりよりも、世の中にあるソリューション、

あるいはコモディティ化されたデバイスとか、そういったものを上手に使って新しいビジ

ネスに起こしていくということで、今、「ＩＴ融合」という経産省のキーワードがあって、

例えば重点６分野ということで、農業とかヘルスケアとかエネルギーといった言葉で代表

されておりますが、そういったＩＴをいかに活用して新しいサービス、ビジネスをつくっ

ていくかというところの人材、これもまだ具体的なスキルとか知識セットが明確になって

いませんので、その辺を明らかにしていくということ。 

 それから、情報セキュリティに関しても、情報システムの集中のセキュリティというの

は今までもやってきましたけれども、コモディティ化したデバイスの中で情報セキュリテ

ィ全体をどう守っていくかという、その辺のスキルを明らかにして人材をどう育てていく

かというところに関しては、もう一度、能力規準とかスキル整備をやっていかないといけ

ませんので、その辺は地道な作業ですけれども、情報発信をしていくということをやって

いきたいと思っています。 

 ３つ目ですが、情報処理技術者試験に関しては、昨今、ＩＴ技術者全体の減りも含めて

受験者が大幅に減ってきていますので、この辺も新しい分野も含めてもう一度見直して、

採算の合うような形にしていくことが大きな目標になっています。 



- 30 - 
 

 それから、先ほど中国の話がありましたが、情報処理技術者試験に関しては、中国の国

家試験とも相互認証をやっています。それも定期的に見直して、我が国の試験と中国等で

やっている試験とのレベルや範囲などを定期的に見直して、相互認証を続けるということ

をやっています。これも地道な作業ですけれども、中国だけではなくて、インド、あるい

はＡＳＥＡＮ諸国も含めて、継続的に国際協力の観点でもＩＰＡは貢献していくことはや

っていきたいと思っています。 

 ９ページの指標の２つ目はそういうことで、今余りいない人材、融合ＩＴの人材とか情

報セキュリティの人材など、今後も新しく必要とされる人材というのは出てくると思いま

すが、その辺の質を高めるために、客観的な能力規準の整備などで貢献することによって、

世の中の充足度を高めていくということをやっていきたいと思っています。 

 ４つ目は、これまでやってきた一般の技術者のレベルアップのためのスキル標準とか学

部での産学連携の推進といったことは、民間を含めた実施体制に徐々に移管していくとい

うことでやっていきたいと思っています。 

 以上が人材のところです。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

〇江口情報処理振興課長  人材のところで、成果目標のところは、今のポイントのとこ

ろの書き方が……。 

〇田中ＩＴ理事  すみません、本文と第三期中期計画のポイントのＡ４１枚の成果目標

のところが、本文とポイントのところで表現がずれています。突出した人間のところは同

じですけれども、融合ＩＴの人材のところは、「不足感を感じる割合が３割以下」とポイン

トの方は書いてありますが、本文の方が正しいので、本文の形でやっていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 この後の運営のほうは、もう特に説明はなしということでしょうか。 

〇田中ＩＴ理事  では、ポイントだけ私のほうから。 

 業務運営の効率化に関しては、不断の努力でやっていきたいと思います。第二期も、Ｊ

－ＣＳＩＰを初めとした新しいセキュリティのニーズにこたえるような活動も、ＩＰＡの

内部のコストダウンの中で資金を生み出してやってきました。そういうことで、交付金を

効率的・計画的に執行していくということは引き続ききちっとやっていきたいと思います。 
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また、藤江理事長が来られてから広報に非常に力を入れていますが、ＩＰＡの活動をきち

っと世の中に認知してもらうための戦略的広報ということは、今後もＩＰＡの中の重要事

項としてやっていきたいと思っています。 

 それから、財務内容に関しては、地域ソフトウェアセンターの経営改善も含めて、第二

期にもやってきましたけれども、継続してしっかりやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇松山分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、ご意見、ご質問をお願いいたします。 

〇阿草委員  評価のところは全部自分たちの評価みたいですけれども、外部的な評価は

受けないのですか。団体にアンケートとかというと、いいのは全部返ってくるような気も

するのですが、もう少し客観的な評価が出せるような方法は考えられないですか。 

〇田中ＩＰＡ理事  白書等が、直接の団体だけではなくて、世の中全体の個人も含めて

広く調査をしていますので、そういったところの評価指標を基本的には使っていくと思っ

ております。 

〇阿草委員  あと、信頼性のところは、すべて低減度合いの率とか効率化の度合いがこ

う変わるということですが、これは今の状況はどこかで書かれるのですか。 

〇仲田ＩＰＡ理事  これは今回新たに障害の分析力の向上あるいは信頼性の向上という

ことをやっておりますので、これから制度を構築していきたいと考えています。したがっ

て、低減度合いをどうはかるかも含めて、今後、検討していきたいとは考えております。 

〇阿草委員  これもそのうち値が入るということですか。国際的水準もわからないし、

何もわからない目標みたいな気もするのですけれども。 

〇仲田ＩＰＡ理事  原則として、評価するときにはもちろん数字が入ります。けれども、

今はこの第三期中期計画の初年度において、成果指標の設定の仕方も含めて検討したいと

考えています。その期間中に成果指標を向上させるという形で現在考えております。 

〇阿草委員  例えば、障害発生の低減度合いというのは、毎年、デルタ－、どれだけず

つ減ったかを評価にするんですよね。絶対数じゃないですよね。 

〇仲田ＩＰＡ理事  絶対数ではございません。 

〇阿草委員  そうすると、国際的には毎年どれくらいずつ減っているけれども、日本で

はどれくらいずつ減っているというデータを出さないといけないというのは、可能なのか

なと。 
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〇松本ＩＰＡ参与  このあたりのデータというのは、確かに今まで世の中にないんです。

海外でもあまりきっちり収集されていないんです。ですから、そこは何らかの形で海外の

例えばＮＩＳＴのような機関と連携して、こういう指標でお互いに定点観測をやっていき

ましょうよみたいな形で、新たに定めていこうと今考えております。 

〇阿草委員  そういうものを今この段階で書いておいてリスクはないのか。これは後か

ら縛られるんですよね。ないからどうにでもつくれるというのだったら縛られてもいいか

もわからないけれども（笑声）、何となく非常に怖い書き方だなと。どこかにあるのなら、

今はどれくらいなので、日本では今やっていないので、こうやればこれくらいはいくはず

ですといってくれれば、わかりやすいけれども。 

〇仲田ＩＰＡ理事  それができると我々も非常にいいのですが、今までこれにチャレン

ジしている組織というのはないんです。今回、ＩＰＡとして障害発生の低減を目指すこと

を決めましたので、当然それを測定したいのですけれども、過去の国際的なそういったも

のがないので、それも含めてチャレンジしたいということで、書いています。おっしゃる

とおり、リスクはあると思います。 

〇阿草委員  本当にできるのかと僕は非常に……。この分母がどうなって何かというこ

とすらわからないのに、調査の仕方でどうでもできるという意味だったら、逆にいうと安

全だという目標かもわかりませんけれども、これをまじめにやろうと思ったら、障害発生

の低減というのは分母が幾ら開発してという話になるのか、分母もわからないし、低減率

というのが何か出たときに、前の年に対して次の年というような相対でいくのかすら、少

し議論がないと……。 

これの評価指標を明確化するというならいいですよね。それすらないのなら、今年中に

国際的にこういうことで評価しましょうということを提案できるまでにもっていくという

なら、非常にわかりやすいのですが、「国際水準以上とする」と書かれた瞬間に……。 

〇太田委員  その関連で、先ほど目標のときに伺ったほうがよかったのですが、今、阿

草先生がおっしゃった「障害とは」というその定義ですけれども、これは１番目のセキュ

リティのところの障害は除くわけですか。 

〇仲田ＩＰＡ理事  セキュリティの場合は、基本的には第三者から攻撃を受けた場合が

セキュリティ……。 

〇太田委員  それによる障害が１番目の……。 

〇仲田ＩＰＡ理事  それは障害ではないんです。ＩＴの世界で障害というのは……。 
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〇太田委員  ああ、この障害というのは……そういわないのね。そうすると、障害とい

うのは、人による障害、人の意図的な犯罪目的をもった障害ですか。個人情報を漏えいし

たという障害？ 

〇仲田ＩＰＡ理事  それは通常は除いています。 

〇太田委員  だから、今の阿草先生の話は、区分けをすると、この障害の中身をはっき

りしないとだめなんですね。そうすると、ソフトをつくるときのプログラミングのバグの

話なのか、操作の話なのか、「障害」そのものの定義をきちっとしない限り、阿草先生のお

っしゃるように、分母は何かとか……。それは障害の中身を説明していただくとわかりや

すい。 

〇仲田ＩＰＡ理事  その障害の中身を含めて、定義も含めて、今後、検討したいと考え

ております。 

〇太田委員  今はまだわからないと。いずれにしても、サイバー攻撃を受けて障害を受

けたものは除くわけ？ 

〇仲田ＩＰＡ理事  それは入りません。 

〇太田委員  人為的なものね。 

〇仲田ＩＰＡ理事  基本的には、プログラムのバグがあって、人為的なものです。 

〇阿草委員  今の話で難しいのは、普通はこういう操作をしたらはじくはずだったとい

う人間のミスが通ってしまうと難しいので。だから、明らかなミスは最初からはじくよう

になっていないといけないのをはじいていなかったら、これは多分バグですね。そこらも

だんだんグレーになりますから。ただ、セキュリティの概念は、インターネット等の外か

らの攻撃というので。 

〇太田委員  それを切り分けられるのですか。 

〇徳田委員  グレーですね。ＤＤｏＳ攻撃が起きた場合にも、こういうように対処する

ようにと書いてあって、そのソフトがつくり込みされていなければ、内発的なエラーで、

「仕様書に書いてあったじゃないですか。何でＤＤｏＳ攻撃のための対処を入れなかった

のですか」といわれたときに、それは今おっしゃったように、「いや、これはセキュリティ

だから間違いありません」というのは（笑声）、やや問題になってしまいますよね。 

〇仲田ＩＰＡ理事  多分それはなかなか難しいと思います。 

〇徳田委員  だから、簡単には切り分けが……。 

〇太田委員  そうすると、目標のところで本来ならいうべきだったのですが、１番と２
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番のダブり感ね。大きな話でいうと。結局、信頼性って……。 

〇阿草委員  昔は信頼性とセキュリティは分けられていましたけれども、ディペンダブ

ルという概念になると、結局、使えるか使えないかだから、今の話も、セキュリティでも

仕様に書いていればといいますが、仕様には「あらゆるセキュリティ攻撃から安全に動く

こと」と書かれていたら（笑声）、もう区別はないと、そういうことを今いわれているのだ

と思うのです。 

〇太田委員  そうすると、この大きな目標のダブり感というのは……。本来ならばさっ

きいうべきだったのですが。 

〇阿草委員  だから、今は信頼性という言葉はソフトウェア工学でもあまり使わなくな

って、ディペンダブルという言葉に移してしまっていますよね。それは今までとちょっと

違う、悪意をもっている人にオープンになっているシステムがほとんどになったので、単

に信頼性ではすまないというのが今の言葉なので。だから、ダブり感は確かにね（笑声）。 

〇仲田ＩＰＡ理事  この計画を検討するときに、ディペンダビリティという言葉を使う

ことも一応考えたのですが、ただ、ＩＴの専門家の間ではディペンダビリティというと通

じますけれども、やはり一般に公表するこういった計画に、今、ディペンダビリティとい

うと多分「よくわからない」と。太田委員からも「わかりやすく」といわれていますので、

やはり「安全性・信頼性」であればわかるということで。 

〇松山分科会長  太田委員だけではなくて、政策・評価委員会で、この前のこの分科会

でも出ましたけれども、わかりやすく目標などをやりなさいというのが大きいですね。逆

にいうと、ＩＴ関係に対しては、一般の人たちからみると、ディペンダブルとかジリエン

トとかわけのわからんことを、ビッグデータとか何とか、キャッチーな言葉ばかりいって

いて、一体何をやっているのかよくわからないと。わからないから、それが妥当かどうか

も評価できないというのがすごく大きいんです。 

 そういう意味では、言葉の使い方のところで、専門的なところでディフィニッションを

明確にするというのは、やりにくいというか、むしろできないというのが一つ背景にある

ということをご理解ください。 

〇櫻井ＩＰＡ監事  私もそのとおりだと思います。とりわけ、特に民間企業でバランス

スコアカードをいろいろな企業に導入してきておりますが、その場合に必ず幾つかの指標

をつくるんです。財務指標だけでなくて、成果指標も。そうした場合に、財務指標ですと

非常にはっきりしているのですが、成果指標をつくるというのは、特にこういう無形のも
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のは非常に難しいので、どうしているかというと、例えば、長期にわたってストレッチタ

ーゲットにして、その責任はなかなか負えないという、ある意味では努力目標と考えるケ

ースが多いですね。そうしないと、なかなかそれは難しいと思います。 

 これからますますインターンジブルの世界が多くなるので、その辺は分けて考えていた

だきたいと思います。 

〇宇野委員  目標についていうと、もっと難しいのは３番の１つ目ですが、効果と企業

の関係は物すごくディレーがあるので、これは定義の問題ではなくて、本当に振り返れる

のかどうかよくわからない。 

〇阿草委員  でも、ＰＭが身内ですので、「彼はよくやるよ。何倍の給料がもらえるはず

だ」とかということで（笑声）。身内評価はすべてがつらいですよね。 

〇田中ＩＰＡ理事  累積投資と現時点でのネットプレゼントバリューを比較するぐらい

しかできないと思うのですが、それも売り上げでやるのか利益でやるのか、キャッシュフ

ローべースでやるのかというのはなかなか難しいですけれども、何らかの形で累積投資と

……。 

〇徳田委員  売り上げだったらいくかもしれない。 

〇阿草委員  売り上げにしないといかないでしょうね。利益じゃ多分いかないでしょう。 

〇徳田委員  利益はいかない。まだ若いですもの。 

〇田中ＩＰＡ理事  売り上げも上昇しているので、未来売り上げも含めて想定すれば、

ネットプレゼントバリューみたいな形にすれば、粗利ぐらいではいくと思っているのです

けれども。 

〇徳田委員  ちなみに、何社ぐらいあるんですか。出口まで届いた連中たちは。 

〇大島ＩＰＡ産学連携センター長  第二期中計が終わるまでで、起業化及び事業化した

件数は 168 件です。 

〇徳田委員  でも、例えば、ＩＰＯに行ったとかそういう例は幾つか起きているんです

か。 

〇大島ＩＰＡ産学連携センター長  ええ、あります。母数が 960 件ぐらいのうちで   

168 件ですから、起業化・事業化率は 17 点何％で、一般よりは高いです。 

〇田中ＩＰＡ理事  世の中の指標としては相当高い比率だと思っています。 

〇宇野委員  でも、これは中期計画という５カ年に対する評価なんでしょう。 

〇田中ＩＰＡ理事  中期なんですけれども、中期中に投資したものとリターンというふ
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うにみたらそれはできないと思うのですが、今までの投資したものも、要するにアピール

することで、世の中に出すことで、過去のものも実業に結びつける。そういうことも含め

て、活動目標にさせていただきたいと。 

〇陣山ＩＰＡ参事  これは発掘だけではなくて、育成ということも第三期の中の仕事に

しております。その育成の対象というのは、必ずしも三期に発掘した人だけではなくて、

二期に発掘した人、そういう人の育成という部分もこの目標の中に入っております。した

がいまして、母数として、例えば二期に発掘した人の成果のところを入れるということは、

全然おかしくないことだと思っておりますし、指標をつくるときにはそういう形でやって

いきたいと思っております。 

〇宇野委員  その考え方がわかるようにしないと。 

〇藤井ＩＰＡ理事長  それは政独委が理解してくれないとだめだよ。「我々の考え方でや

りました」といったところで、政独委がそれを理解しなかったら、何でこんなことやった

んだという話になりかねないよ。結局、何か指標を出さざるを得なくなったということな

んですね。それで、苦し紛れの国際水準以上なんですよ。こんなことを理事長がいっちゃ

いかんけれども、ほんとそうですよ。 

 今、僕は田中さんから聞いて、180 社というデータがあって、それで粗利までいったら、

ある意味では、グローバルにも結構いえるデータだとは思いますと、それはそのとおりだ

と思いますけれども、それを政独委がせっかくそこまでやってわかってくれなかったら、

こんなのはアホやないかという話だよ。そこはどうなんでしょう、江口課長。 

〇江口情報処理振興課長  そこはきちんとした指標を置きつつやるということが大前提

ですし、この指標自身がどうかというのは、我々としてはこういうことを目標にやってき

たのだということをきちんと説明していくということだと思うのです。 

〇藤井ＩＰＡ理事  わかった。 

〇徳田委員  ９ページの３の人材育成の目標２にも少しだけコメントを。先ほども、大

企業、中小企業、個人といろいろな視点があるというお話があったのですが、ここに書い

てあるのは企業の視点なんですよね。「良好と感じるＩＴ関連企業の割合が、５割以上とな

ることを目指す」と、これも非常にいい指標の１つだと思うのですが、一方、先ほど私が

いったように、学生が自分がそういうセキュリティのほうに進みたいか、魅力と感じるか

というのも、これは雇う側がハッピーになっても、数をみると全然行っていなくて、ほん

の一握りが行って、雇った人たちはハッピーになっているから５割をクリアーしているか
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もしれないけれども、実際、ボリューム感的には足りないままでずっと行ってしまう可能

性もあるので、その辺は多分非常に難しいと思うのです。 

 アブソリュートな数は書きたくないから、先ほどの定量的にというのからは、どちらか

というとこれは定性的な評価になっているのですけれども、ボリュームに対する目標値と、

実際にそういう職をとりたいと思う人たちがどのくらい魅力に感じているかというのが、

実は私たちからみると問題の難しいところだと思うのです。一握りのトップノッチだけ出

すのはできていると思うのです。そんなに質の悪い人は出していない。特にセキュリティ

のトップノッチをみたら。ただ、ボリュームが足りていない。その理由は、企業の中に入

ったときも、専門職のようになってしまって、なかなかうまくキャリアパスが形成されて

いない。ＣＩＯも同じような感じがしますね。 

〇藤井ＩＰＡ理事長  ＣＩＯも大分変ってきた。 

〇徳田委員  理事長が今考えているのを、肌で感じているのを、もう少し定量的なり定

性的にあらわそうとすると、どういう指標になるのですか。会社のＣＥＯに、「あなたは、

ＣＩＯとＣＦＯとどっちが大事だと思いますか」と（笑声）。 

例えば、会計の中にリスク管理とかをきちっとやっていないとだめですよという仕組み

がビルトインされてくると、「ああ、どうもお金勘定だけじゃないな。うちのリスクとかセ

キュリティ管理も、株式会社なのだから、株主に対して公開しなければいけない」と、そ

ういう仕組みまでビルトインされてくると、会社を株式会社として経営するためにはそこ

もきちっとわかっている人がいないと、お金だけの会計管理ではなくて、そういう社会的

な仕組みがもうちょっと成熟しないと、せっかくのこういう人たちは余り活用されないん

じゃないか。どうですか。 

〇櫻井ＩＰＡ監事  情報処理振興課のもとで何回かＩＴ投資評価の問題をやってきたの

ですが、私自身が打ち出しているは、従来の汎用コンピュータの時代の評価指標というの

はいずれかというと、利益を中心にして、それに便益に加えるくらいでもって評価できた

のですが、現時点でみると、そうはいかなくなってきて、特にプロフィットとベネフィッ

トとエフェクティブネス──有効性、つまり、それによって効果があらわれたのだけれど

も、それは計量化が非常に難しいという要素が非常に大きいと。 

 これはどうしたらいいかというのは、例えば、１つ目は定数で表す、２つ目はバランス

スコアカードなどを使えばそれによってある程度表すことができます。３つ目には、もう

どうしてもやむを得ない場合は、総務省がどう考えるかわかりませんが、例えばアメリカ
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だと、必ずすべてを点数であらわすということを指向するのですが、表し得ないものにつ

いては無理にやらないと。むしろ、記述として「ここまでできました」というほうがいい

ということで大体同意を得ている。 

そういう意味では、この問題も、先方からいってきたのが、本当に評価というのはどう

あるべきかというのを知っていて要求していたのならともかく、そうではない場合には、

ちゃんと相手にわからせるようにしたほうがいいと思いますね。日本人の場合は、先ほど

ストレッチターゲットを掲げるということを申し上げたのですけれども、例えば、日本の

経営者というのは、ちょっとできないことをいったりすると、かえって評価が落ちるので、

できないことは、「ここまでやりたい」ということをやる。 

そういうことで、ちゃんと３つに分けて、利益、便益、有効性（効果性）、このようにや

っていくしかないと思います。 

〇太田委員  別のところについてでよろしいですか。 

〇松山分科会長  はい。 

〇太田委員  ３ページの目標１の「機構が収集・分析・提供・共有」ということで、ア

ンケートを企業にするということですが、先ほどの議論で、自分たちがモバイルコンピュ

ーティングをやっていることを意識しない国民が増えているというのは、先ほどのあらゆ

るデバイスと。これは小中高にどうしてアンケートをとらないのか。僕はそれは入れるべ

きだと。企業だったらそこそこやりますよね。 

でも、さっきの時代認識からいうと、本当に「情報を分析・提供・共有」というのは、

小学校ぐらいからＩＰＡの存在を知ってもらって、モバイルの注意事項を読んでいるのか

読んでいないのか、先生がそれを理解しているのか理解していないのか、これが一番大事

なところなんですよ。企業にアンケートをとったって、別に「そうお？」ということで。

これは小学校から、先生にやるのか、生徒にやるのか、その辺をやることでＩＰＡがあま

ねく、国民と産業との議論もさっきありましたけれども、これは企業だけでは全然だめで

すよ。 

〇笹岡ＩＰＡ参与  ですから、小中高も含めた一般の人に対しては国民ということで、

目標２のほうでしっかり聞くようにしています。特にここでいうのは、５本柱の（１）の

ところは主に企業向けのサービスが中心ですので企業に限定していますが、国民一般とい

うことで、目標２のほうでそれも含めてアンケートをすることにしています。 

〇太田委員  この中に小中高・大学まで入っているんですか。これは 25％でいいんです
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か。 

〇笹岡ＩＰＡ参与  はい。 

〇太田委員  それはおかしいな。だって、それを知らせないと。だれも知らなくモバイ

ルコンピューティングをやっていると思っているわけじゃないでしょう。一番最大の眼目

じゃないですか。課長もおっしゃったように。 

〇笹岡ＩＰＡ参与  国民一般に対する普及啓発はＩＰＡがすべて担うわけではなくて、

マカフィーとかトレンドマイクロとか、民間のセキュリティベンダーもいますから。テレ

ビでも民放とＮＨＫがあるように、我々はＮＨＫなので（笑声）、そんなもんかなというこ

とで考えさせていただいております。 

〇太田委員  そうかなぁ。この 25％は低いよね。 

〇宇野委員  中期計画と中期目標で、中期目標の成果指標というのは、資料２－１をみ

ると、「ウイルス感染率の低減など、我が国の情報システム・ソフトウェアに関する安全性

の向上に関する指標」なんですね。それで、計画のほうが、満足度になると、これとこれ

がうまく整合しているのかどうかというのは、よくわからないですね。ここはどう考える

のかなと、ずっと考えていたんですけれども。 

〇太田委員  結局、アンケートの中身になると思うのですが、何を聞くかですよね。Ｉ

ＰＡを知っているのか知らないのか、ホームページに行ったことがあるのか、何に役立っ

たかと、具体的に聞いていかないと、それを 25％知っていたらオーケーとするのか。やは

りあまねく小学校の先生にもＩＰＡを知ってもらいたいでしょう。それはもう知っている

人は知っているかもしれないけれども。そういう目線に立たないと、これで４分の１でオ

ーケーというのはちょっと違うんじゃないですか。 

まさに一番最初にいった、主語はどうだと。収集と提供であれば、提供ということでし

ょう。それで戦略的効果とおっしゃっているのだから、それとリンクしないと、ここは評

価が甘いですよ。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  それはおっしゃるとおりですよ。 

〇太田委員  とりわけ、５年であればね。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  今、セキュリティに関していうと、我々も我々なりに努力して、

我々だけではなくて、警察とかそういうところも含めて、例のＩＴの標語、ポスター、あ

れで小中高は結構あまねくやり出して、今、特に警察あたりと連携をとった去年から、１

万校から３万校ぐらいに増えているんです。それで、「目指せ、10 万校」でやろうと思っ
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ているわけです。 

 そうすると、今のようなお話というのは、我々はそういう募集要項を送るだけではなく

て、当然ながら、セキュリティ、信頼性、人材、その辺のところでもそれぞれの小学校、

それも低学年、それから中学、高校、それなりにそのときどきに応じた旬の情報を入れ込

んで、それでセキュリティとしては人も派遣してやっているわけです。この話はもう全部

派遣ベースですからね。 

 そういう意味では、セキュリティセンターなりにはその辺のところはしっかりと感じて

いるところだと思うのです。そして、それは数字的にもまとまっていますから、それをま

とめて、25％がどうかというのは、それとはまた別な項目でやらせていただいてもいいん

じゃないかと。要するに、私も４分の１成果があればそれでいいとは思っていないし。で

も、全国的に４分の１、例えばＩＰＡの認知があったとしたら、25％はほどほどの数字だ

とは思っています。 

 ただ、もっと特化していくということも非常に大事なので、そこのところはセキュリテ

ィセンターのそういう催し物の中できっちり数字的なとらえ方もしていくという話だと思

っています。 

〇太田委員  もちろん今までも努力していることはわかっているし、小学校の標語をつ

くったりとか、いろいろきめ細かなことはあるのですが、これは５年間で……。だから、

その期待の中身を知っているか知らないかというのを調べるのか、役立ったのかどうかを

調べるのかという中身によりますけれども、ちょっと志が違うんじゃないのと僕は感じま

すが、それは成績をつける経産省の判断だと思います。25 点以上が合格だったら合格とい

う判断は、それは経産省の見識を「そうですか」というしかないですね。 

〇上村情報セキュリティ政策室長  大体 20％いくかいかないかだと思います。 

〇太田委員  何を？ ＩＰＡを知っているか知らないかを、それとも……。 

〇仲田ＩＰＡ理事  ＩＰＡに期待しているということが……。 

〇村上情報処理振興課長補佐  5,000 名に、例えばインターネットでランダムにアンケ

ートをとって、ＩＰＡをセキュリティの情報源として、「あなたはどこを頼りにしますか」

といろいろな選択肢を並べた中で、大体 20％がＩＰＡだったと。その対抗概念は、ウェブ

上のニュースとかもっとザクッとしたものを相手にしてでも、20％はあるといのが事実と

してあります。 

〇太田委員  そうですか。それを５年間で５ポイント上げるのがいいと経産省は……。 
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〇村上情報処理振興課長補佐  その５ポイントが低いか高いかといわれると、そこはい

ろいろな議論があると思いますけれども、他方、視聴率というのをみても、20％いくだけ

でも相当すごい話なので、そこは４人に１人知っていれば、今、理事長がおっしゃったよ

うに、そこそこの目標なのではないかなと私は個人的には思います。 

〇仲田ＩＰＡ理事  １点追加ですけれども、これは何をセキュリティ情報源として信頼

していますかと聞いているのですが、その対抗馬といいますか、ほかはテレビとか全国紙

などのニュースがあった中にＩＰＡが入っている。ところが、テレビや新聞で提供されて

いる情報というのはほとんどＩＰＡの情報なんですよ。だから、間接的にいうと、ＩＰＡ

の情報を信頼している列というのは高いのですが、ただ、ＩＰＡから直に信頼しているの

はそれだけということなんです。 

 ですから、コンテンツ的にはかなりの人がＩＰＡの情報を信頼しているのですが、ただ、

指標としてみた場合は、今いったような形で、ダイレクトにＩＰＡを信頼しているという

人が今のところは２割ぐらいと。これを上げていこうということになっております。 

〇松山分科会長  ありがとうございます。 

 時間の都合もありまして、ご意見をいただいた計画に関しましては、目標として掲げら

れている書きぶりもそうだし、数値的なところに関して、もう少ししっかり詰めた検討を

していただけたらというご意見に総括できると思いますので、その辺は経産省と私のほう

で調整をさせていただいて、これは憶測ですが、先ほど理事長もおっしゃったように、と

にかく数をつくれといわれているからというところがまず先にあって、そこの評価法なり

指標としてどこでやるかというところについての検討がまだ詰められていないところもあ

るのかなということで、これは文章的には、20 日に決めてしまうことになってしまうので、

時間はないのですが、論点は非常に明快にご指摘いただきましたので、そこを踏まえまし

て、この辺の詰めをやらせていただいて、20 日に臨みたいと思っておりますが、よろしゅ

うございますでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それで、目標・計画のほうも、先生方ご存知のように、産総研統合といった話がなくな

って、そういう状況になったのもそれほど前ではないので、しっかりと議論をしていただ

くということが長期的にはとれていないので、こういう形になっています。 

 ただ、政独委からの指摘事項もたくさんいただいておりまして、基本的にはそういうも
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のに沿った形というのはとらざるを得ないと。これをまた政独委がみられるんですね。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  そうです。 

〇松山分科会長  それで、いったことをちゃんとやっていないじゃないかという話にな

ると、業務改善命令が……。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  そうすると、もう勧告です。強制勧告みたいなものでしょう。 

〇松山分科会長  そういうものが来るというのが実はあるんですね。行政論的な話のそ

ういうシステムで動いているところもありますので、あるべき姿と、やらざるを得ないと

ころと、いろいろ混ざっているということもご理解いただければありがたいと思っており

ます。 

 今、いろいろご意見をいただきましたけれども、ＩＰＡさんのほうもかなりいろいろな

時点でのレビューもしていただきましたし、意識のところも随分変わってきていただいた

のかなという感じで、全般的には、第三期というのが少し特色づけられるかなと思ってお

ります。 

 そういうことで、あとの細かな調整のところはお任せいただくということにさせていた

だいて、今後の連絡を事務局のほうからお願いします。 

〇村上情報処理振興課長補佐  ありがとうございました。 

 今後は、先ほど委員長からお話がありましたとおり、２月 20 日の親委員会のほうで中

目・中計をかけまして、それでセットとして、あとは、財務大臣との協議等々を行い、中

期目標は２月末、中期計画は３月末に完成するというスケジュールでございます。 

 当分科会に関しましては、24 年度の業務実績の評価及びその第二期の中期評価などに関

しましては、５月以降を目処に再開をさせていただきたいと思いますので、その節はよろ

しくお願いします。 

〇松山分科会長  これは最終的に決定した目標の文章と計画の文章はできるだけ決定し

た段階で委員の先生方に共有していただくということで、それはお知らせベースになると

思いますが、みていただくということはよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ご議論をいろいろありがとうございました。今後、例年の年度評価というこ

とで、春になりましたらまたよろしくお願いしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

──了──  


