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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３１回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２５年６月６日（木） １４：３０～１７：００ 

２．場 所： 経済産業省別館１０３会議室（別館１階１０３号室） 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、宇野委員、徳田委員 

４．議 題： （１）平成２５年度のスケジュールについて 

（２）平成２４年度及び第２期中期目標期間業務実績評価の進め方について 

（３）平成２４年度及び第２期中期目標期間業務実績報告について 

（４）積立金の処分について 

 

○松山分科会長  それでは、定刻前でございますけれども、これより独立行政法人評価

委員会第31回情報処理推進機構分科会を開催させていただきます。 

 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、本年度のスケジュ

ールを先にご説明いただいた後、平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績評価の進

め方、それに引き続きまして、平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績報告、さら

に、積立金の処分についてのご審議をしていただく予定でございます。 

 それでは、まず、議事に入る前に資料の確認を事務局からお願いします。 

○村上情報処理振興課長補佐  資料の確認ですが、座席表、その次に委員名簿、それで

表紙がありまして、資料１、２―１から２―４までがございまして、ここまでを事務局が

ご説明いたします。次にＩＰＡが説明する資料として、資料３がＩＰＡの実績評価の資料

でございまして、事務局が説明する資料として、資料４が積立金の処分でございます。あ

とは参考１，２として記載例がございまして、参考３が基準の新旧対照表でございます。

参考４、参考５が評価表で、最後に実際の実績報告書という形になっております。足りな

ければお知らせください。 

○松山分科会長  よろしゅうございますか。後ろのほうの資料が大部になっているので、

机が狭いと思いますけれども、よろしくお願いします。 

 それでは、早速でございますけれども、議題１の平成25年度のスケジュールについて、

資料に基づいて事務局からご説明をお願いします。 

○村上情報処理振興課長補佐  スケジュールでございますが、資料１をご覧ください。 
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 今日、６月６日がＩＰＡ分科会の今年度の評価の１回目ということで、進め方について

決定していただくとともに、ＩＰＡ側から業務実績報告していただきます。それを踏まえ

て、７月10日に第２回ＩＰＡ分科会を開きますので、それまでに委員の方々に評定をつけ

ていただいたものを当方で集計しまして、10日にそれを皆さんのほうでもう一度見ていた

だいて決定をするという流れでございます。 

 これと並行して、財務諸表に関しましては、６月30日が提出期限になっておりますので、

提出されたものについても７月10日の今年度の第２回において意見聴取をさせていただき

ます。その上で、経済産業省独法評価委員会が７月25日と８月19日にございまして、これ

を経て、今年度の評価は全て終わりになります。 

 以上です。 

○松山分科会長  ありがとうございました。そうすると、この財務諸表のとりまとめが

６月末に終わってからご説明に回るという、そんなスケジュールでしょうか。 

○村上情報処理振興課長補佐  そうなります。 

○松山分科会長  つまり、７月の頭ということでしょうか。 

○江口情報処理振興課長  財務諸表の提出が30日までですから、財務諸表、大体まとま

ったところでまた日程調整をさせていただきたいと思います。提出自身の後ということで

は必ずしもないので、それはまた改めて先生方の日程で調整させていただきます。 

○松山分科会長  分かりました。ありがとうございます。そのような予定で例年どおり

だと思いますので、よろしくお願いします。 

 次でございますけれども、平成24年度及び第２期中期目標期間業務実績評価の進め方と

いうことで、ちょっと進め方が変わってきたりしておりますので、これも事務局から資料

に基づいてご説明をお願いします。 

○村上情報処理振興課長補佐  それでは、ご説明をさせていただきます。資料２―１か

ら２―４の説明になりますが、資料としましては、２―１が全体の概要資料でございます。

資料２―２というのが、経済産業省全体で決められた方針でございます。資料２―３とい

うのが、今回、ウエイトの配分の仕方、加重平均にしますので、それの解説でして、資料

２―４が本会議で今日決定していただくものでございます。 

 では、ちょっと簡単に２―１に沿って説明させていただきます。まず、資料２―２、つ

まり経済産業省全体の基本方針に関しましては、５段階評価のＢに関する評価方法が変わ

りました。「概ね達成」を「着実に達成」に変えましたので、こちらは要するに着実に達
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成していればＢであるということで明確化されました。 

 あと、国民に対するサービス、業務に関しましては、従来60％で、効率化と財務内容の

改善が20％だったのですけれども、国民に対するサービスのほうが重要ではないかという

ご判断が経済産業省独法委員会のほうでございまして、そちらを70％にして残りを15％に

するという、この２つの改定が行われております。 

 それを踏まえまして、具体的には資料２―３のほうで、今回のウエイトの方向性につい

てちょっと検討させていただきました。１つが、平成24年度のウエイトをどうするかとい

うことと、もう１つは、第２期中期目標期間のウエイトをどうするかということでござい

ます。 

 まず、平成24年度のウエイトに関しましては、１ページ目に書かせていただきましたと

おり、現行、つまり平成23年度までは、60％を３分割した20％、20％、20％で、残りを20

％、20％で合計 100だったのですけれども、今年度に関しましては、まず下２つが15％で

固定されるのですが、上３つに関しましては、セキュリティを重み付けするような考え方

もあるかもしれませんが、少なくとも第２期中期目標期間の最終年度であるということも

踏まえまして、ここに関しては基本的に３分割を踏襲するということで、24％、23％、23

％にさせていただきたいと考えております。 

 次のページをおめくりいただきまして、では次に、第２期中期目標期間のウエイトをど

のようにするかということでございますが、こちらも基本的には加重平均を原則とさせて

いただいております。ただ１点、さらに複雑な事情がございますのが、真ん中の表を見て

いただくと分かりますとおり、開放的な技術・技術標準の普及というのが平成20年から22

年まで３年間ございました。この３年間の間、評価の配分は実はセキュリティとソフトウ

ェア・エンジニアリングと人材を３、３、３として、開放的技術を１としておりました。

その配分をそのまま踏襲しまして、表全体にすると真ん中の表になるのですけれども、こ

れをさらに５年間をそれぞれ毎年が等分の評価の重み付けであるというように分解してい

きますと、下側の表のようになります。すなわち、各年度における各項目の評価、５段階

評価でございますが、それをこのパーセントに基づいて加重平均をしたことによって、最

終的な総合評価が出るという形になりますので、このようにさせていただきたいというよ

うに提案させていただきます。 

 以上がこのウエイト付けの話でございまして、このウエイト付けの話と、先ほどの「着

実に」というのを反映させたのが資料２―４でございまして、資料２―４に関しましては、
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参考資料１のほうに新旧対照表をつけておりますので、そちらもあわせてご覧ください。

「着実に」の部分と配分の部分だけが変わっていることが分かると思います。 

 最後に、最初の資料２―１に戻っていただきまして、以上が今回修正した内容でござい

ます。さらに申し上げますと、資料２―１の１ページ目の (2)をご覧いただきますと、評

価に当たって留意すべき事項として、これは昨年度にはなかったのですけれども、今年度

は特に第２期中期目標期間の最後ということもございますので、この第２期中期目標期間

中のところに行革関係で指摘されたことに関しても、一応評価に際しては留意することが

求められておりまして、具体的にはここに示しましたとおり、平成22年12月の閣議決定、

事務・事業の見直しの話と、もう１つは、今回の年度末のプロセスで行われました独法の

事務・事業の改廃の勧告の方向性、あとは昨年度の総務省からの指摘がございました23年

度における経済産業省の評価結果についての意見という３つが主な配慮事項でございます。 

 これらに関しましては、参考として４ページ以降をご覧いただきますと、まず、１．と

２．が基本的には同じでございまして、行革をしっかり遂行しなさいという話でございま

して、具体的には上に書いていますとおり、ソフトウェア・エンジニアリングとＩＴ人材、

特にスキル標準と業務の効率化についてしっかり遂行しなさいと書いてあるのですけれど

も、これに関しましては、先刻やらせていただきましたとおり、全ての事業について、実

施の妥当性と出口の妥当性及び業務の絞り込みということに関しまして、この分科会でも

ご説明しましたし、総務省のほうにもご説明してご了解が得られていると考えております

ので、一応対応出来ていると考えております。 

 さらに、加えまして、３．昨年度の総務省からの指摘は、交付金の執行をしっかり遂行

しなさいということでございましたが、こちらに関しても１、２の時に同じように議論が

ありましたが、いずれにしても執行体制に関しましては、第３期においては、着実に執行

するように内部ガバナンスを効かせることになりましたので、その旨、中期目標にも書い

てございますので、こちらも対応出来ているということかと考えております。 

 したがいまして、最初に戻りまして、 (2)の留意すべき事項に関しましては、基本的に

はこれまでどおり対応しているものでございますが、その旨ご理解ください。 

 あとは、評価方法につきましては、例年どおりＡＡからＤまでの評価を各項目について

つけて、それから自動的に総合評価を算出し、ただ、総合評価算出に当たっては自動的に

出たものと少し違う場合もあり得ると。さらに、第２期中期目標期間に関しましても、基

本的には、先ほどの重み付けに沿って各年度の項目から自動的に算出するのでございます
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が、最終結果に関しましては、自動的に算出した結果よりも理由を付して変更することが

できるというような形になっております。 

 スケジュールは先ほど申し上げましたとおりなので繰り返しませんが、７月２日までに

評価表を事務局に提出いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○松山分科会長  ありがとうございます。今、ご説明いただきましたように、本日、こ

れを決定していただかないと評価に入れないということでございますので、１つ目に関し

ましては、今ご説明がありました24年度及び第２期中期目標期間の評価のウエイト付けの

案でございます。それをもとにして、ＩＰＡの実績評価基準資料２―４を最終的に決めさ

せていただきたいということが審議をお願いしたい事項ということになっております。ご

意見等ございましたらお願いしたいと思います。 

○宇野委員  すみません、１つ目の５段階評価のＢの表現が変わっているのは、資料２

―４と見比べていると…… 

○村上情報処理振興課長補佐  ２ページ目の四角囲いのＢのところが「着実に」となっ

ているのと、あとは５ページ目のこれもまたＢのところが「着実に」に変わっております。 

○宇野委員  だから、この２ページ目の囲みの中を見ると、Ｂだけが昔は「概ね」だっ

たのが「着実に」に変わっていると。ということは、インテンションとしては、下に下げ

たいというインテンションということなのですか。 

○松山分科会長  これは、親委員会のほうで何回も議論があったのです。私がずっとし

つこくいっていたのですが、Ｂの考え方が「概ね」と言われると、どこかに瑕疵があると

いうことを意味しているのだろうということで、皆さん、瑕疵はないということでＡをつ

けられるということになっているということと、総務省等々色々外から見ると、みんなＡ

ばかりで、甘過ぎるのではないのという話のところもあって、やはりＢが着実にやってい

るのだということを明確にして、瑕疵なく行われたというのがＢですと。だから、下げよ

うという意図ではなくて、本来はそうだったのですが、文言として「概ね」というのが入

っていると、結局はやはりどこか着実にやっていないところがあるのだ、というニュアン

スをとるので、そうではないというので、「着実に」ということを明確にした。それだけ

です。 

○宇野委員  ＣのほうとＡのほうを見ていると、Ｃはどちらか一方において未達と具体

的に書いてあって、Ａは超えてすぐれたパフォーマンス、だから、もともとＢというのは
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どっちでもないという意味では、そう変わらない気もしたのですけれども、「着実に」と

いうと、全体としては少しＢに寄せたいということなのかなと思ってしまうというか。 

○松山分科会長  Ａばかりというのはいかがなものかというご意見があって、やはりＢ

を正しく表現しましたということになっている。これも色々議論があったのですが、結果

的にはそのような方針。これは全部こういう基準で今回からやるということになっており

ます。よろしゅうございますでしょうか。 

 ですから、親委員会のほうでも何回も議論した結果、このように落ち着いたということ

で、字句どおり捉えていただいて評価に当たっていただければと思います。 

 あと、ウエイトのほうでございますけれども、これも親委員会のほうで議論がございま

して、特に議論があったのは、財務内容の改善に20％を与えていて、そんな毎年毎年Ａか

という話もあるので、それは独法制度がかなり経っているので、業務の効率化も随分やら

れているので、少しウエイトを減らしていってもいいのではないかというので、20％が15

％になったということです。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、今の点を含めまして、今年度のウエイトのパーセント、基本的には資料２―

４に全部まとめていただいていると思いますので、資料２―４に記載されております評価

方法のパーセント、前年度、24年度ということと、中期目標のときのパーセント…… 

○村上情報処理振興課長補佐  両方に該当、２―４は両方入っています。24年度と中期

と両方。Ⅰが24年度でございまして、Ⅱ、つまり４ページ以降が第２期の話。 

○松山分科会長  第２期のところは、さっきのもう少し前の資料のような細かなパーセ

ントの表をつけるわけではないのですか。 

○村上情報処理振興課長補佐  そこは５ページの (2)を見ていだきますと、そのように

書いています。 

○松山分科会長  平均でやるというのはここに書いてあるのですね。 

○村上情報処理振興課長補佐  加重平均と書くのが正しかったのですが、平均のところ

です。 

○松山分科会長  資料２―４の５ページの (2)のところに書いてある話を数値的にブレ

ークダウンしたものが資料２―３の２ページの一番下のちょっと細かな数字がいっぱい、

小数点で書いていますが、基本的には各年度ごと均等に重みをつけてやると。年度内のも

のに関しては、その時点での評価の重みをそのまま踏襲して、我々に与えられたパーセン

トを比例配分している。 
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○村上情報処理振興課長補佐  そのとおりです。 

○松山分科会長  24年度のものは今回のところですので、先ほどのような重み付けにな

っておりましてということで。これを全部足し合わせて、まずは機械的に評定を出して、

特別な意見があれば、それを踏まえた修正というのも行うことができるという趣旨でのま

とめ方が資料２―４ということでございますので、それでよろしゅうございますでしょう

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 それでは、事務局の原案どおり、ＩＰＡの実績評価基準とウエイトにつきましては、ご

承認いただいたということで、次に進ませていただきます。 

 それで、次、議題３でございますけれども、平成24年度及び第２期中期目標期間業務実

績報告につきまして、２つございますので、なかなか短くというわけにはいかないと思う

のですが、できるだけ要点を明快にしてご説明をいただいて、両方説明していただいた後

にあわせてご質問、ご意見という形で進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○仲田ＩＰＡ理事  それでは、資料３―１が幾つかありますけれども、Ａ３横の24年度

の説明資料概要版、もう１つはＡ４縦の24年度実績のポイントを使ってご説明させていた

だきます。去年まではこの概要版だけでやっておりましたが、これもかなり文字が多いも

のですから、さらに絞り込んだポイントで説明させていただきます。 

 基本的にはポイント紙で説明させていただきますけれども、図等についてはこちらの概

要版のほうをリファーさせていただきますので、両方見ながらお聞きいただければと思い

ます。 

 ポイントですけれども、３つの事業について、１ページずつ書かれております。最初の

ページ、１ページ目を開けていただきますと、１ページ目はセキュリティでございます。

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ございます。 

 まず、このセキュリティですけれども、大きな項目として４つあります。最初の項目が

情報システムに対する脅威へのプロアクティブな総合的対策ということです。 

 ①のところに、最初に昨年度のＩＰＡのセキュリティの対策の１つの大きな重点という

か、特徴はスマートフォンでございます。スマートフォンについては、実はＩＰＡは２年
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以上前からこのスマートフォンの脅威、これは携帯電話と違って非常に脅威があるという

ことを既に対外的に警告を出しておりました。まだその時点では、具体的なマルウエアと

か、ウイルスが日本ではまだ発見されていない時点でしたが、将来的にはこれが非常に大

きな脅威になるということを出しておりました。 

 ご承知のように、昨年度におきましては、スマートフォンが非常に普及いたしまして、

実際に様々なマルウエア、あるいはウイルスがスマートフォンを対象にして出てきたとい

うことで、ＩＰＡにおいては、実際に出てきたマルウエアを解析してどんな動作をするの

か、そういうことを実際に検体を収集しまして、解析いたしまして、その結果をもちまし

て「今月の呼びかけ」という形で対外的に警告を出しております。 

 こちらのＡ３の概要版の１ページを開けていただきたいと思いますけれども、１ページ

の右側の真ん中のところに「今月の呼びかけ」ということで、都合３回やっております。

ＩＰＡは毎月、「今月の呼びかけ」ということで、セキュリティセンターとして最新のセ

キュリティの脅威について呼びかけを行っていますが、スマートフォンについては、12回

のうち３回やったということで、非常に緊急性の高い案件だったということです。 

 この呼びかけに対して案件がスマートフォンということで、反応が非常に強かったです。

特にＩＴの専門誌だけではなくて、一般のメディア、新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経

済新聞、産経新聞、あるいは取材もたくさん来まして、ＮＨＫあるいは他の民放も来て、

ＩＰＡが解析したスマートフォンの脅威について、様々な記事が年間通して 200件ばかり

が載ったということで、ＩＰＡがこのスマートフォンの脅威に対して、一般国民の皆さん

に対して、かなりお伝えできたのではないかと思います。 

 また、このスマートフォンはやはり一般の国民、皆さんが使う、特に若い女性が使うと

いうことで、ＩＰＡとしては初めてなのですけれども、先ほどのこの横長の概要版の１ペ

ージの右下にミニパンフがありますが、「ルルとララの場合」という女性向けのパンフレ

ットを作成いたしました。こういう完全な女性向けのパンフレットを作ったというのはＩ

ＰＡとしては初めてです。これを様々なイベント会場、あるいはセミナーの場等で配布し

ましたところ、大変好評でありました。特にＫＤＤＩさん、ａｕからは、これは是非全国

のａｕショップに置きたいというお話がありまして、全国にａｕショップは約 2,600あり

ますが、そこに置いていただくように11万部をお渡ししました。ということで、年間通し

て、それも含めまして26万部、このパンフレットを配布しております。これによって、一

般国民の方にスマートフォンの安全な使い方についての情報をかなりお伝えできたのでは
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ないかと思います。 

 また、後ほどお話ししますけれども、スマートフォンについて動画、やはり一般の方に

分かり易い動画を、これは23年度にも作りましたが、24年度も続編として動画を作成して、

これは YouTubeでも放映しました。 

 また、15秒でぐるぐる回っていく、電車の中で見るトレインチャンネルにも、スマート

フォンが危ないという動画を流しまして、ＪＲ東日本、東京メトロ、東急電鉄ということ

で合わせますと１日乗降客が約 1,700万おられる３つの鉄道ですけれども、ここで情報月

間に流すということで、スマートフォンについては脅威を分析し、かつ、それをダイレク

トに国民に伝えるということで、かなり大きな寄与ができたのではないかと思っておりま

す。 

 脅威への対策として、２番目は標的型攻撃です。これは昨年のこの分科会でもご説明し

ましたが、一昨年度、23年度に「Ｊ―ＣＳＩＰ」という標的型攻撃に関する情報共有のフ

レームワークをＩＰＡがプラットフォームになりまして、各企業とＮＤＡを結んで構築す

るということをご説明して、昨年は４月から重工関係のＳＩＧと呼んでいますが、Specia

l Interest Groupが稼働したということをご報告いたしましたが、その後、７月から10月

にかけて電力、ガス、化学、石油と４つの新たなＳＩＧが稼働いたしましたということで、

現在グループとしては５つ、参加企業、組織としては39ということになっています。 

 実際に、「Ｊ―ＣＳＩＰ」が稼働いたしまして、情報共有はかなり行われております。

それだけ標的型攻撃が多いということなのですけれども、実際に情報が共有されたのが、

昨年度 160件あります。この情報共有は、１つのＳＩＧの中だけではなくて、ＳＩＧをま

たがって、他業種にもこの情報共有はしています。情報共有をすることによって、ある業

種でこういう標的型攻撃があったが、他のところはないかということを調べることによっ

て他の企業でも標的型メールを発見する、あるいはそれに対する防御策をいち早くとるこ

とができたということで、この「Ｊ―ＣＳＩＰ」は立ち上がってまだ期間が短いですけれ

ども、実際に標的型攻撃に対する対抗力を出したということで、標的型攻撃の防御にかな

り貢献したと考えております。 

 脅威への対策として３つ目は脆弱性に対する情報提供です。皆さん、ご承知のように、

ソフトウエア脆弱性をいち早く解消するというのが攻撃に対する防御として大事なことで

あります。従来からＩＰＡは、ここに書いてあります「ＪＶＮiPedia」ということで、日

本語でソフトウエアの脆弱性情報を提供しておりましたが、これは日本において届け出ら
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れた脆弱性に加えまして、アメリカのＮＩＳＴが有している脆弱性のデータベース、「Ｎ

ＶＤ」といいますけれども、ここから日本でよく使われるソフトウエアに関する脆弱性を

日本語に翻訳して載せておりました。ただ、現在もう既にＩＴの世界はグローバル化して

おりますので、やはり全てのソフトウエアの脆弱性を日本語化して提供することが必要で

あろうということで、昨年、このＮＩＳＴが持っている「ＮＶＤ」、脆弱性のデータベー

スの中の平成19年度以降については、全て日本語化することを行いました。 

 このＡ３横長の概要版の２ページの右上を見ていただきたいのですけれども、四半期ご

とに「ＮＶＤ」から得られた脆弱性情報の日本語化を増やしていきました。この結果、累

計登録データ数としては約４万件、３万 9,000件以上になりましたということで、世界的

に見ても有数の規模の脆弱性データベースになりましたが、この結果、アクセス数が激増

しました。この脆弱性データベース、「ＪＶＮiPedia」に対するアクセスが５割増しにな

っております。 

 ということで、やはり脆弱性情報に対するニーズというのが、特に日本語で書かれたも

のについてはやはり高い。これは恐らく今年度はこれよりも増えると思います。なぜかと

いうと、ここのグラフで分かりますように、登録件数が増えたのは、年度後半に向けて、

四半期ごとに増やしておりますので、さらに今年は増えると思います。 

 あと、ＮＩＳＴとＩＰＡは10年以上の協力関係がございます。ＮＩＳＴが向こうの本体

のデータベースに新しい脆弱性情報を登録するより前にＩＰＡに情報を頂けることになっ

ておりまして、それを翻訳することによって、アメリカのＮＩＳＴのデータベースに載っ

てから一両日中には当方の「ＪＶＮiPedia」に同じ情報が日本語で載るという体制を整え

ております。したがって、もうほぼ時間差なくこの脆弱性情報を日本でも展開できる、こ

ういう体制を整えていますので、さらにアクセスが増えていくと思います。 

 ということで、我が国におけるこの脆弱性対策にＩＰＡの「ＪＶＮiPedia」はかなり貢

献しておりまして、脆弱性対策が民間においてかなり進んでいるのではないかと考えてお

ります。 

 以上がこういった脅威に対する対策ですけれども、この分科会でもいつも言われており

ますように、やはり一般国民に対する普及啓発が大事だということで、昨年度ＩＰＡは普

及啓発について、かなり大きい取り組みをやっております。 

 第１番目には、やはり中小企業でのセキュリティ対策が大事だということで、７月に

「iSupport」という名前のセキュリティ対策支援サイトを開設いたしました。これはこち
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らの横長の資料の３ページを見ていただきまして、３ページの右側の一番上に書いてあり

ます。これは内容的には今までＩＰＡは中小企業向けの様々なツール、コンテンツ、例え

ば中小企業の自社診断ツール、あるいは社員向けの教育コンテンツ、こういったものは提

供していたのですが、分かり難いということでこれを１ヵ所にまとめて開設しました。こ

れを開設したところ、やはりかなりニーズが高いということが分かりまして、アクセスが

 100万近く、86万を超えたということで、やはり中小企業にとって、どこに行ったらこの

セキュリティの対策をとれるかというのがあったということが分かりました。中小企業に

おけるセキュリティ対策に非常に貢献したと思っています。 

 さらに、中小企業に限らず、一般の国民に対しても、政府、警察、経済産業省、総務省、

それぞれのセキュリティベンダー、色々なところから色々な情報が出ている。どこを見て

いいか分からないということで、官民ボードということで、警察、経済産業省、総務省が

中心となって、官民の参加者を集めて、こういった情報を一括して提供する場を作るとい

う取り組みをしました。その場をＩＰＡがやってほしいと依頼されまして、この同じペー

ジの右側にあります「ここからセキュリティ！」という分かり易いページをＩＰＡのサー

バー上で展開いたしました。ということで、こういった中小企業、あるいは一般国民向け

の普及を大きく強化させていただきました。 

 さらに、先ほどもスマートフォンのところでお話ししましたが、やはりセキュリティの

脅威、あるいはどうしたらいいかというのは動画で見るのが一番分かり易いということで、

一昨年、23年度にＩＰＡは動画を２つ作りました。１つは企業における情報流出の対策、

もう１つはスマートフォンの恐ろしさということですが、それの続編として、昨年度、24

年度は、これを一気に４倍にしまして８本作りました。その内容は同じ３ページの右側の

真ん中のところにありますけれども、遠隔操作ウイルス感染、ブラックバニーというハッ

カーが解説してくれるものとか、やはりスマートフォンウイルス、あるいは小学生向けの

ネズミがセキュリティだけではなくて情報モラルをやるような動画も作りまして、これに

ついては 1,500の組織にこの動画をＤＶＤで配りましたところ、活用していただいており

ます。１組織あたり 100名見たとしてもかなりの人たちがこれを見ていただけたと思いま

す。 

 また、 YouTube上に「ＩＰＡ Channel」がありまして、この動画を公表しましたところ、

３万件以上の再生がなされた。あるいは先ほど言いましたように、この動画そのものは長

いものですけれども、トレインチャンネル用に編集したものを流したところ、認知度が非
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常に高まったということで、動画のコンテンツを利用して一般の方々に対する普及啓発が

かなり促進されました。 

 それから、この普及啓発の中で大事なのは、若い時からやはり情報セキュリティについ

て考える、知ってもらう必要があるということで、ＩＰＡは小中高生を対象としたセキュ

リティに関するポスター、標語、そして４コマ漫画のコンテストをやっております。昨年

は第８回目を開催しましたが、ここでやはり参加者を増やそうということで、それまでは

実は後援には経済産業省と文部科学省さんだけに入ってもらっていたのですが、昨年はこ

の後援組織を一気に２つから23に増やしました。特に警察に入っていただきまして、警察

に入っていただくと、警察は交通安全教室等、学校と非常に縁が深いということで、効果

が非常にありまして、応募数が一挙に 2.5倍に増えました。それまでが１万件程度だった

のが３万件弱まで増えたということで、ものすごい効果がありました。これだけ多くの児

童が情報セキュリティについて考える機会を持ったということで、非常に大きな効果があ

ったのではないかと思います。 

 このポスターコンクールについては、さらに応募者数を増加させるべく、この後援組織

を今さらに増やしているところであります。 

 ３番目に、産業競争力強化への貢献ということで、最初にＣＣ、情報セキュリティの製

品認証があります。これについては、４ページを見ていただきたいと思います。ＣＣＲＡ

についてはご報告しておりますが、このＣＣＲＡ、世界26ヵ国が参加している相互認証フ

レームワークです。ここで政府の調達要件をより共通化しようということで、いわゆるセ

キュリティ要件、プロテクション・プロファイル、ＰＰですけれども、これを各国共通化

しようということで、今、議論が進んでおります。その中で、実はコピーとファクスの複

合機ですが、これについては、日本のベンダーが世界シェアの７割以上を占めているとい

うことで、このＰＰについては、ＩＰＡのほうで作ってくれないかということで、アメリ

カのＣＣＲＡの運営機関であるＮＩＡＰから依頼がありました。日本の企業からもどうし

ても個別の企業だと利害関係があるので、中立的なＩＰＡのほうでこれをとりまとめてほ

しいという依頼がございまして、ＩＰＡが主体的に、当方のセキュリティセンター長が議

長になりまして、とりまとめを行いました。ドラフトまで作成しました。これによって、

日本のベンダーの意見が採用された調達要件、セキュリティ要件が恐らくこのままいけば

世界標準になるということで、日本のベンダーのグローバル戦略には、大きく貢献したと

考えております。 
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 それから、新たなセキュリティの分野として、制御システムというのが注目されていま

す。従来は、制御システムは攻撃の対象外と思われていましたが、最近のオープン化の流

れで制御システムが非常に危ないということで、これにつきましては、申し訳ありません、

２ページに戻っていただきまして、④制御システムについてですが、これについては以前

ご報告しましたが、ＩＰＡが技術的サポートを行いまして、国際基準、ＩＥＣの 62443と

いうＣＳＭＳという規格が作られました。ただ、これはＩＳＭＳに類似したもので、ＩＳ

ＭＳとの差分を認証する必要があるのですけれども、まだこの認証プロセスが実は規格し

か出来ておりませんで、全く出来ておりません。この認証のプロセスを日本初ということ

で、これから構築していくということで、この基準の選択、定義を行うなどＩＰＡが技術

的な貢献をしております。 

 また、もう１つ、制御機器の認証制度としてＥＤＳＡという制度がございます。これは

実際にはインターナショナルなのですけれども、アメリカのＩＳＣＩという組織が主導し

てやっております。これについては、今はこの評価認証機関を認定する機関がＡＮＳＩと

いう、アメリカにしかないということで、この制度を日本においても認定されるようにと

いうことで、ＩＳＣＩとＩＰＡが交渉いたしまして了解というか了承を得ました。日本に

おいてはＪＡＢ、公益財団法人日本適合性認定協会がこの認定を行えるような制度設計を

いたしました。ということで、日本のベンダーにとってはアメリカに行かなくても日本で

このＥＤＳＡをとって、かつ、これをとることによって、日本の制御機器が海外へ輸出す

るときも競争力を持つということになるという、この環境整備を現在行っております。 

 さらに、テクニカルな問題だけではなく、内部不正を防止するガイドラインを公表いた

しまして、これについては、５ページの右の図を見ていただきたいのですけれども、こう

いった分かり易いチェックリストのような形のガイドラインを公表いたしました。初めて

の試みということで公表をやっております。 

 ４番目としてセキュリティの基盤であります暗号です。これについては同じ５ページで

すけれども、10年に一遍の電子政府推奨暗号の大改定が行われました。これにＩＰＡは事

務局として参加しまして、特に一番重要である選定基準、どの暗号を電子政府推奨暗号に

するか、この選定基準の作成を主導いたしまして、無事に10年ぶりの電子政府推奨暗号の

大改定を予定どおり３月に終了することができました。 

 さらに、この暗号の利用についても、専門家でない人にとって、暗号をどう設定したら

いいか。そういうマニュアルを、これも初めての試みですけれども、公開いたしました。
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これは非常に大きな反響を呼びまして、公開後わずか５日間で17万件ダウンロードがあっ

たということで、こういった暗号をどう使っていいかというのがやはりなかなか分からな

いというニーズがあったということだろうと思います。 

 このセキュリティに関して、今、11項目ご説明しましたが、この11項目は全て先月、５

月にＮＩＳＣ、内閣官房情報セキュリティセンターがパブリックコメントを公表いたしま

した我が国のサイバーセキュリティ戦略に明記されておりまして、これらの項目は全て我

が国のサイバーセキュリティ戦略の一環として明示的に実行されているというものです。 

 以上がセキュリティでございます。 

 次に、情報システムの信頼性向上について、２ページでございます。 

 まず１番は、ソフトウエアの信頼性に係る第三者検証制度構築ということで、昨年度も

この第三者検証制度の構築を行っているというご報告をさせていただきましたが、これに

ついては、３月に製品のガイドラインを策定いたしまして、パブリックコメントに提供い

たしました。 

 これについては６ページを開けていただきまして、右に図が出ておりますが、ガイドラ

インを作るだけではなくて、これが実証的に本当にワークするのかということでＣＳＡＪ、

一般社団法人コンピュータソフトウエア協会さんと共同で実証実験を行いました。実証実

験を行った結果、これは非常にいいということでＣＳＡＪさんにいってもらいまして、具

体的には、そこにある絵のように、ソフトウエア開発会社がＣＳＡＪさんに製品の品質を

保証する証拠を出して、それで審査を行って、このＰＳＱというマーク製品につけるとい

う形なのですが、ＣＳＡＪさんは、これは実証実験だけではなくて、今月から実運用にす

るということで、来週、この実運用に関するプレスを行う予定であります。 

 ということで、本件は平成22年３月に、経済産業省の産業構造審議会情報経済分科会情

報サービス・ソフトウエア小委員会において、必要であるという答申が出されて、それに

基づいて作っているわけです。ですから、もちろん中期計画には書かれていない、中期計

画を超える作業でございます。年度計画においてもガイドラインを作って制度設計を完了

し、制度運用の準備を整えるとしか書いておりませんでしたが、実際の制度の運用まで開

始してしまうということで、我々としてもこのガイドラインを開発して、それがそのまま

実システムとして適用されるということで、開発をした甲斐があったというか、我々とし

ても非常にありがたいという状況でございます。これが昨年度の大きい１つの成果でござ

います。 
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 ２つ目は、組込み向けの開発手法、これについては、ソフトウエア・エンジニアリング

・センターでずっと開発を行っておりましたが、昨年度でこの組み込みのソフトウエア向

けの開発技術リファレンスのシリーズを完成させました。６ページの下にありますような

開発のそれぞれのプロセスにおいて、リファーされるフルセットが完成したということで、

中期計画上は１つ、「品質の作り込みガイド」を策定するとしか書かれておりませんでし

たが、これが完全に体系化されたということで、より高度な実績を達成したという形にな

っております。 

 これについては、実際に運用される、適用される必要がございます。申し訳ありません

が、ちょっと飛びまして13ページを開いていただきたいのですけれども、③がありますが、

この手法に準拠するかチェックできるツールがないと実際の運用がなかなか難しいという

ことですが、英米の企業も含めて、７社がこのＳＥＣの手法に準拠しているかどうかをチ

ェックできるツールが既に売られております。 

 特に、この13ページの右の一番上に書いてありますＬＤＲＡというイギリスの会社です

けれども、ここではＳＥＣが開発した手法が非常にいいということで、ホームページにも

載せていただいております。 

 もう１つ、②のところですけれども、欧州の自動車のセキュリティを見る団体としてＭ

ＩＳＲＡというのがありますが、ここでＣ言語のコーディング規約を作っております。20

04年の規約がありまして、これを2012年にバージョンアップする時にＳＥＣのほうにバー

ジョンアップについてのチェック依頼がありまして、それに対して、コメントも出したの

ですけれども、この新しいＭＩＳＲＡ―Ｃ2012においては、ＳＥＣの成果が取り込まれて

おります。具体的には13ページの真ん中にあるように、規約の中にＳＥＣの成果が取り込

まれているということであります。 

 また、実際に、このＳＥＣのプロセス改善手法を導入した企業からは非常に大きい効果

があったというような声が上がっております。申し訳ありません、戻りますけれども、８

ページの右下を見ていただきたいのですが、これは実際にＩＰＡの成果のプロセス改善を

導入した企業なのですが、導入したことによって、この不具合の件数が劇的に減った。23

から４になったということで、この組込みの開発手法が非常に効果があったというように

なっております。 

 こういった成果の普及については、ソフトウエア・エンジニアリング・センターとして

は、一応開発を完成いたしましたので、普及については民間の自律的な普及展開を図りた
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いと考えております。具体的には９ページ、その隣のページですけれども、トレーナーを

養成しております。 

 実際には、このトレーナーの方々が色々なところでセミナー等を開いてやっていただく

ということです。さらに、「定量的プロジェクト管理ツール」という成果がございまして、

これについてもツールを開発いたしました。これについては10ページを見ていただきまし

て、「定量的プロジェクト管理ツール」をオープンソース、ＯＳＳとして公開いたしまし

た。これについてはもう既に５社で導入されております。15社では、今検討中ということ

で、ＯＳＳですので無償で提供しておりますので、こういった形で成果が普及することが

実際に行われていると。 

 さらに、データベースを開発いたしました。今までもこの成果というのはＩＰＡのＳＥ

ＣのＷｅｂページで公開していたのですけれども、なかなか分かり難いということでより

分かり易い「ＳＷＥiPedia」ということで構築いたしました。それだけでダウンロードが

３割増えたということで成果の普及が図られているということです。 

 さらには、 YouTubeによって、ＳＥＣが行っているセミナー等を動画配信することも開

始しています。 

 さらに、システムの信頼性向上に関連して、非常に大きい成果でございますが、文字情

報基盤の整備でございます。11ページを見ていただきたいのですけれども、この文字情報

基盤につきましては昨年のこの分科会で達成したということでご報告いたしましたが、こ

れをより実用の段階ということで、具体的には、まずこの11ページの右に書いてあります

表にありますが、５つの自治体でこれが実用化されるかどうかを実証実験いたしました。

その結果、異なったシステム間でも、この文字情報基盤を使うことによって、文字の受け

渡しができるということを実際に実証いたしました。 

 この文字基盤については、11ページの左側に赤字で書いてありますように、先月５月に

安倍総理のＩＴ戦略本部で出された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」の中で、電子行政の

構築へ文字情報基盤の活用を原則とするということで、ＩＰＡの成果であります、この文

字情報基盤が電子政府で使われることが原則だということが明示されております。 

 ということで、電子政府上は文字情報基盤がもう完全にデファクトというか、標準にな

っているわけですが、民間においても、この文字情報基盤が利用される基盤が進展してお

ります。特にマイクロソフトが新しいWindows8、それから新しいOfficeの中で、文字情報

基盤が使えるように改良しました。ということで、マイクロソフトの新しいWindows8でOf
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ficeをやれば、この６万文字が印刷できるという基盤がそろっておりますので、これでこ

の文字情報基盤の活用は一層広がると思います。 

 このマイクロソフトの発表というのは、かなりのインパクトがありまして、11ページの

上の「ＩＰＡｍｊ明朝フォント」のダウンロード状況というグラフがありますが、６月に

文字情報基盤を入れたフォントを発表したときに非常に大きいアクセスがあったのですが、

11月にマイクロソフトが発表したところ、この月だけアクセスが非常に増えたということ

で、民間においても、この文字情報基盤に対する期待が非常に大きいのではないかという

ことで、ＩＰＡとしてはこの文字情報基盤については、さらに実用段階にということで、

マイクロソフト以外でも富士ゼロックスさん、あるいは日立さんもこの文字情報基盤を入

れたということになっています。 

 さらに、ＩＳＯ化することについても、ＩＰＡからＩＳＯのほうに提案を全部終了いた

しましたので、６万文字についてはＩＳＯ化される予定になっています。 

 あと、国際連携の強化についてはここに書いてあるようなことで、具体的には12ページ

に書いてあるようなことで、実際進んでおります。 

 あと、11ページに戻っていただきまして、今回このポイント紙で明示しておりませんが、

11ページの文章のほうの一番下、⑤のところですけれども、Rubyについては、昨年、国際

規格化が完了したということなのですが、メンテナンスについては民間でやっていただき

たいということで、ただ、知的財産権をどう扱うかという問題がございまして、１年間、

弁護士を交え検討いたしました。Rubyについては信託という形で民間のRubyアソシエーシ

ョンにメンテナンスを委託するというものをやっておりまして、今後ともこのRubyの国際

標準は維持される体制を確立いたしました。 

 以上が24年度でございます。 

 １点だけ、第２期中期計画、より厚いほうですけれども、これの67ページをご覧くださ

い。細かい説明は省略いたしますが、オープンソフトウエア、オープンな標準ということ

で、中期計画の途中で終了した事業がございます。この事業については67ページの右にあ

りますように、オープンソース利用のための支援体制、例えば「ＯＳＳオープンラボ」、

あるいは 「iPedia」といったデータベース、出版、モデルカリキュラムを作るという様

々なオープンソース利用促進のための支援体制を実績としてやったところです。 

○田中ＩＰＡ理事  ちょっと時間が押していますけれども、続けて、私からはＩＴ人材

育成の話と、業務運営の効率化の２つの話をさせていただきます。 
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 同じように、平成24年実績のポイントの３ページ、ＩＴ人材育成の戦略的推進という表

題のところを中心にお話しさせていただいて、適宜概要資料で補足させていただきたいと

思います。 

 ＩＴ人材に関しての１つ目、産業競争力を強化する高度ＩＴ人材の育成というテーマを

与えられているのですけれども、時代に即したＩＴ人材の育成の方向性を示すガイドライ

ンですとか評価基準を提供すると。それに合わせて試験を運用して、産業界、それから学

を一貫してＩＴ人材の育成を行うための環境を整備する。そういうことをやってまいりま

した。 

 第１点目、クラウドというように書いてあるのですが、第２期中期計画中にＩＴの利用

環境というのは劇的に変化をしたと思っております。私がＩＰＡに来たのが４年前なので

すが、そのときにはクラウドというのはバズワード、要するに価値のないものをあたかも

ありがたいもののようにいう言葉の１つであるというようなことを結構言われていました。

ただ、ここ３年ぐらいで劇的に変わりまして、「ＩＴ人材白書」、後でお話ししますけれど

も、ＩＰＡで毎年作っているのですが、その中で、３年前はユーザー企業の中でクラウド

を利用するようにしていますと答えていたのが数％だったのですが、昨年度の調査では４

割近くになってきているということで、劇的に変わってきています。 

 また、私はＩＰＡに来たときは当然ｉＰａｄもなかったわけですが、それからFacebook

などというものは誰もやっていなかったのです。そういうところで、ＩＴを利用する環境

というのは劇的に変わってきました。ＩＴ環境が激変する中で、今後の時代変化を捉えた

人材育成のガイドラインを示すということでやってきました。 

 ＩＰＡはＩＴスキル標準とユーザーのスキル標準、それから組み込みのスキル標準とい

うことでスキル標準を３つ持っていたのですが、そういった環境の違いの中で、ユーザー

とベンダーという枠組み、あるいはエンタープライズと組込みといったような枠組みとい

うのはどんどん境がなくなるので、その３つのスキル標準を共通して使えるように、「共

通キャリア・スキルフレームワーク」というものを23年度までに２年ほどかけて整備しま

して、コンテンツを全部集中して一元化する、それから人材像、役割、必要なスキルとい

うものを一元的に参照できるような環境を作りました。 

 24年度はそれに引き続いて、新たな時代の変化に即した人材の役割を定義するというこ

とをやりました。概要資料では15ページ目に書かれています。こういったことで、新たな

人材の役割を定義するということで、「共通キャリア・スキルフレーム」の中の人材、役
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割、必要なスキルというものを追加いたしました。 

 大企業は方向性なりスキルを提示すれば自分たちの人材育成の仕組みに適宜取り入れて

いくのですけれども、中小のベンダーに関しては、人材育成の仕組みそのものを作るとい

うことがなかなか困難ということと、一番大きな問題はクラウド等の環境が変わっていく

中で、今まで受託開発が中心のビジネスモデルで、多重下請の最下層みたいなところにあ

った中小ＩＴベンダーが構造変革をしていかないと生き残れない。そういったことを配慮

して、中小ベンダーがサービスビジネスに変化をするためにどういう人材を育成したらい

いのかというひな形を作りました。そして、いわゆる受託開発モデルではないサービス提

供モデルとしての人材育成ができるようにということで提供いたしました。 

 こういった「共通キャリア・スキルフレームワーク」を発表したところ、反響がかなり

ありまして、自主的に「共通キャリア・スキルフレームワーク」を使って人材育成の仕組

みを作るワークショップを開催したいということが提案されまして、昨年度は２つのグル

ープで、１つはＣＳＡＪ、もう１つは福岡の情報産業協会の中でワークショップを開いて、

講師を派遣してくれと言われまして、やりました。その結果、ワークショップに参加した

企業の８割が持ち帰って自分たちの人材育成の仕組み、教育の仕組み、それから人事制度

へ取り込むということが起きました。非常にいい取り組みなのでということで、今年も自

分たちで講師を育成して継続してやっていくということで、定着化が図れました。 

 あわせて、中小企業では人材育成をどうやったらうまくいくのかというベストプラクテ

ィスがないので、それは中小企業のＩＴベンダー人材育成賞を通じて提供するとして、受

賞企業のセミナーを開催することで発表しました。そういうことで「ＣＣＳＦ」の価値に

ついて、非常に高い評価を得られました。 

 次に、情報処理技術者試験の件なのですけれども、１つ目は、第２期期間中にＩＰＡが

持っている地域支部が試験の運営をやっていたのですが、その地域支部を廃止して運営に

関しては民間移行しようというのが１つのテーマでした。昨年度で会場の確保とか当日の

マネジメント、そういった試験の運営業務を全て民間の事業者が実施をするということで

変えることができまして、運営の民間移行、中期中に実施するということに関しては、一

応24年度で完了いたしました。 

 もう１つ、ちょっとトピックとしてお話ししなくてはいけないのが、「ＩＴパスポート

試験」です。「ＩＴパスポート試験」の状況に関しては、添付の資料でもう１つＡ４横の

資料がありますので、そこでお話をさせていただきたいと思います。 
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 「ＩＴパスポート」、「ｉパス」の応募者数についてということです。「ＩＴパスポー

ト」は第２期中期で目標とされたのが、まず、社会人が備えておくべき基礎知識としての

パスポート試験を作ることと受験機会をふやすためのＣＢＴをやりなさいということであ

ります。ＣＢＴに関しては、当初の予定よりも約１年近く前倒しで平成23年11月、一昨年

度に本稼働することができました。ただ、ＣＢＴ方式にしたところ、応募者数がペーパー

テストの時代よりふたをあけたら半減するということが起きました。昨年度減ってしまっ

たのですけれども、それがなぜかということで、幾つかの減少要因を分析しています。 

 １つは、特定の層で受験者が減少したということではなくて、社会人、学生、ベンダー、

ユーザーをひっくるめて全ての層で同じように受験者数が減ってしまった。そういう面で、

受験者数の利便性を向上するということで、受験動機が低下してしまった。今までは４月、

10月ということで、イベントとしてやっていたのがいつでも受けられるようになったら、

いつでもいいやということで申し込まない、そのような環境が起きてしまいました。締め

切りが来ないと夏休みの宿題もやらないという人が世の中に半分近くいたということで、

そういうことで大きく半減してしまいました。 

 もう１は、特定の会場で同じ日に受けるということがなかなかできないので、団体申し

込みについては廃止をして、個人特定にしたということが１つありました。そういうこと

を含めて半減してしまったということで、ただ、これをそのままにしておけないので、次

のページですけれども、今年ＩＴパスポートの応募者を増やすための取り組みを幾つかし

ました。 

 まず増やすためには、応募者数の基本的な層を新規開拓しないと増えないということで、

全ての社会人が備えるべきというようになっていたのですけれども、情報処理技術者試験

の最下層に「ＩＴパスポート試験」が絵でも位置付けられていたので、それを独立させて、

ＩＴ技術者のための試験と「ＩＴパスポート試験」は違うのだということをまず明記して

ＰＲをしました。 

 それから、「ＩＴパスポート」のパンフレットも唯一のパンフレットだったのですけれ

ども、企業向けのパンフレット、それから大学でも先生向けのパンフレット、学生に直接

訴えるパンフレット、そういった形で、相手によって使い分けられるように広報素材を分

けました。そういった素材を作って、企業、大学に積極的に働きかけるということを１つ

やっていきました。 

 もう１つは、団体申し込みをするということを別な形で、バウチャーチケットを一括購
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入してもらえれば、受験生は適宜受けていいのですけれども、受けた受験生のスコアはバ

ウチャーチケットを買った人のところにフィードバックする。そのような仕掛けを作って、

さらに分野別の点数とか偏差値が出て多方面で使えるようにということでやりました。 

 その結果、24年度の応募者数は月平均 5,800人になっているのですが、これは上半期、

下半期で見ると、上半期は約 5,100人、下半期は 6,300人という形になっています。まだ

まだペーパーテストのところまでは届いてないのですけれども、継続して広めていくとい

うことをやっていきたいと考えています。 

 特に企業の中で、就職のエントリーシートに「ＩＴパスポート」を書くような欄を作っ

てくれということをお願いして、理事長自らトップセールスでやっていただいて、昨年度

は20社ほどになりました。これからもそういうことを増やしていくといったことを含めて

広めていきたいと思っています。 

 次に、もとのポイントに戻りまして、５番目の産学連携による実践的なＩＴ人材の育成

です。これは2008年度に文部科学省と経済産業省で産学連携の人材育成のパートナーシッ

プというのが出来て、それを受けてＩＰＡの中に産学連携推進センターというものを作り

ました。大学の中で実践的な教育を推進するということで、昨年までに16大学で 2,100名

ほどの学生が産業界の作ったコンテンツ、あるいはカリキュラムを使って勉強するという

環境ができました。その中で非常に有効な講座であるというものを３つほど選んで、著作

権フリーの汎用的コンテンツとして提供しまして、新たに 500名の受講体制ができました。

24年度はさらに２つの教育コンテンツを追加して作っておりまして、合計５つの教育コン

テンツなのですが、これが今、25大学ほどから使いたいという問い合わせが来ております。 

 ６番目は「ＩＴ人材白書」ですが、これも第２期中期中、2009年度から発刊しまして、

５年目になりました。これはかなり存在感が出てきまして、経済産業省だけはなく内閣府、

総務省、それから文部科学省など政府の政策立案、それから業界団体でも非常に引用され

る貴重な資料になっています。 

 大きな２つ目ですが、ＩＰＡでは突出したＩＴ人材ということで、２つの活動をやって

います。１つは、「未踏」というプロジェクトで、天才的なクリエーターを発掘してきて

育成するということで５年間やってきました。中期の中では、それまでのソフトウエア開

発支援事業の枠組みから人材育成の枠組みにきちっと特化しまして、特に25歳以下の若手

にフォーカスするということで変えてきました。その結果、今年度は高校生のスーパーク

リエーターが初めて誕生いたしました。 
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 それから「未踏」の課題として、なかなか産業界に知られていないということで、産業

界に知ってもらうような活動を特に意識してやりました。産業界と一緒にシンポジウムを

開きまして、シンポジウムの参加者が９割産業界からということで、初めてそういったこ

とが起きまして、参加企業の中から「未踏」のクリエーターと協業したいというような申

し出が10社ほどありました。 

 もう１つ突出した人材として、セキュリティに特化した人材育成をやっているのですが、

これについてはＩＰＡだけではなくて、民間の協力も得た連携体制に移行しまして、継続

してやりました。昨年度は、特に時代の要請に合った活動ということで、マスコミに多数

取り上げられまして、ＴＢＳやフジテレビといった全国キー局の中でも「セキュリティ・

キャンプ」、それからそこに参加している中学生とか高校生の話題がテレビ、全国紙で話

題になっています。 

 最後、３つ目のＩＴグローバリゼーションの人材面の貢献ですけれども、アジア圏での

人材育成の流動を図るということで協力しているのですが、昨年度はフィリピンの企業に

スキル標準を導入しました。日本でもスキル標準を導入するとモチベーションや満足度が

上がるという結果は「IT人材白書」からも出ているのですが、流動性の高い国だとそれが

はっきり分かって、21ページ目なのですけれども、離職率が大幅に改善している。40％ぐ

らいの離職率のところが15％ぐらいになるとか、かなりそういったことが起きていまして、

スキル標準そのものが人材育成、あるいはキャリアを育成するための非常に大きな武器に

なるということが、逆に流動性の高い海外で証明されたというようになっています。 

 トピックとしては、プロジェクトマネジメントが国際標準に昨年度なりまして、ＩＳＯ

認定されました。プロジェクトマネジメントはＩＴだけでなくて、大規模なエンジニアリ

ングとかそういったところにも使えるコンテンツなのですが、これから日本としては新幹

線輸出とか原発の輸出とかがありますけれども、そういったプロジェクトの中で現地と言

語をきちっと合わせていくというか、プロセスを合わせていくという意味での基盤として

使えるものに対して知見を提供することができます。 

 以上が人材ですけれども、最後に、業務運営の効率化について簡単にお話をさせていた

だきたいと思います。 

 １つ目は、今年トピックとしては、今までＩＰＡはいい意味でフラットでして、色々な

デシジョンが理事会の中で集中して討議され、決定されていました。それを各ラインに権

限を委譲してスピーディーに行うと。数百万円の事業を行うか行わないかの決定を理事会
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で審議するとどうしても１週間、準備もかかりますし、理事会というのは１週間に１回な

ので、タイミングを逃すと２週間になってしまうというようなこともありましたので、そ

ういった少額のものに関してはライン、ここにいます仲田理事と私の中で決定して適宜決

めていけるようにというようなマネジメントに変えていくということ。それで理事会案件

の８割ぐらいがなくなるというようなことが起きました。 

 ２つ目は、ちょっとおくればせながらなのですけれども、ＢＣＰ、事業継続計画を作り

まして、従業員の安否確認から、非常に国民、業界にコミットしている業務に関しては、

早急に立ち上がるようにということで、北海道の岩見沢に大事なデータはバックアップを

送るとか、そういったことをやってきました。 

 適宜、従業員の安否確認に関しては定期的にシステムを使って確認するということで、

95％ぐらいは当日、あるいは次の日までにきちっと分かるというような環境ができました。 

 ２番目なのですが、これは先ほどちょっとお話もありましたが、ＩＰＡの交付金の活動

をＩＰＡが本当にやるべき仕事、必要な仕事、効果がある仕事ということを 103業務を全

部自ら棚卸ししまして、第３期に向けて優先的に実施する事業を36事業に絞るということ

をやりました。第３期はそこに向けてやっていくということで、限られた交付金なので有

効に使えるようにしていきたいと思います。 

 ３点目なのですが、今年度も広報に非常に力を入れました。今までのプレスも経済産業

省の記者会においてブリーフィングをやるですとか、そういったことでメディアに積極的

にアプローチをしました。その結果、取材件数、テレビ、ＮＨＫを初めとしたキー局、あ

るいは日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞といった全国紙に掲載される件数が去年に比べ

て３割弱増えたということで、ＩＰＡのプレゼンスの向上に寄与していると思っています。 

 電車内の動画もやっているのですが、そこでの効果測定では認知度が10％以上向上して

いるということと、ＩＰＡに関しては約５割の人が認知している状況というところまでき

ました。以前は十数％とか、そういうことだったのですけれども、５割の人が何らかの形

でＩＰＡという名前を知っているのと、具体的にＩＰＡの中身のどんな活動しているかと

いうことも十数％という形でこれも認知度が上がっています。 

 最後に、コストの削減ですけれども、２期を通じて競争的な調達をするということで、

大きく取り組んできました。取り組みの前と比べてざっくりいって２割から３割のコスト

ダウンが出来たと思っています。そのコストダウンによって、先ほど仲田が話しました

「Ｊ―ＣＳＩＰ」、あるいは新しいソフトウエアの第三者検証といった中期の計画のとき
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にはなかった活動に取り組んで出来るようになったと考えています。 

 その他にも、ＩＰＡの持っている共通基盤とインフラを見直して、プライベートクラウ

ドにするようなことで、これも大きなコストダウンをやっています。 

 人件費に関しても、平成17年から第２期中に平成17度比６％削減するというのが目標だ

ったのですが、結果的には二十数％削減が出来ました。人件費を削減したというと、余り

威張れるわけではないのですけれども、派遣社員でできることは派遣社員にして研究員を

減らすとか、身近な例では私が理事と本部長を兼務して１人減らすとか、そういうことを

地道にやっていって、人件費を減らしてきたと考えています。 

 以上で業務効率化のところの話を終わりたいと思います。 

○松山分科会長  中期のほうも…… 

○陣山ＩＰＡ参事  時間の都合もございまして、今、両理事から24年度の各事業を説明

していただく際に、この各事業は２期の初めから、もしくは途中から始まっている事業が

ほとんどでございますので、その初めの経緯のところも踏まえて説明していただいたわけ

なのですが、より分かり易くするために、実はこの24年度実績のポイントに当たるような

第２期の実績のポイントというのを来週中に作成いたしまして、皆様方のところにお送り

したいと思います。本来であれば、今日中にできれば良かったのですが、ちょっと時間の

都合がございまして申し訳ございません。 

 以上でございます。 

○田中ＩＰＡ理事  本年度の事業だけを説明しても中期とダブっている項目が多いので、

その上で、なるべく中期に始めたことと関連で今回話したつもりでございます。足りない

ところがあったかもしれないですけれども、それは補足させていただきたいと思います。

すみません、よろしくお願いします。 

○松山分科会長  それでは、以上のご説明に対しまして、ご意見、ご質問ございました

らお願いしたいと思います。 

○阿草委員  ＰＳＱマークは団体が勝手に出すものなのですが、この認証制度はどうい

う形で運用されるのでしょうか？認証機関を国が認証して、その認証機関が認証を行うも

のですか？ 

○仲田ＩＰＡ理事  いや、違います。 

○阿草委員  完全に一般団体が勝手にやっているものですか？ 

○仲田ＩＰＡ理事  これは当方のガイドラインに準拠した制度をこの協会が制度に責任
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を持つ主体となって行うものです。 

○阿草委員  ある意味で勝手にやっているということですか。いわゆるこのガイドライ

ンに私たちはのっとってやっていますといったら終わりのような制度設計ということです

か。よくあるのは認証機関を国が認証して、その機関が認証という制度までいっていない

ということですか。 

○仲田ＩＰＡ理事  そこまではいっていないです。 

○阿草委員  ということは、このマークは極端にいったら…… 

○杉浦ＩＰＡ副所長  今回、この制度に準拠するために求められる要求事項をＩＰＡが

ガイドラインという形で公表いたしまして、それに準拠する審査基準等を民間団体が策定

するものです。 

○阿草委員  それにのっとっているというのを…… 

○杉浦ＩＰＡ副所長  今度、業界団体なり機関なりが自らガイドラインの要求事項に適

合しているか判断することとしています。… 

○阿草委員  だから、ＩＰＡが認証したわけではない。 

○杉浦ＩＰＡ副所長  ＩＰＡは仕組みを作り、審査基準等に求められる要求事項をガイ

ドラインとして公表したものでございます。 

○阿草委員  分かりました。でも、そこは結構大事なような気がするのだけれども、の

っとっています、勝手にやっていますというのが評価になるかどうかは結構難しくて。 

○杉浦ＩＰＡ副所長  審査基準は厳密にガイドラインに準拠しているかどうかという評

価を制度主体が自ら行います。。 

○藤江ＩＰＡ理事長  この辺の話は進行中です。 

○阿草委員  分かりました。だから、今の話はこれでもうマークまでできたのだけれど

も、普通は国が認めたとか何かがないと本当の意味での認証になっていないということで

すよね。 

○藤江ＩＰＡ理事長  これはやはり２期から３期に亘っての進行のアイテムなので、Ｓ

ＥＣという名前は同じなのですが、今度は「高信頼化センター」という組織に変えました。

そのように組織を変えたのは、第三者検証のことに積極的に取り組んでいこうという体制

にしたわけです。いつまでにどうするという話は非常に微妙で、ＩＰＡだけで決められる

問題ではないのです。 

○阿草委員  でも、極端にいうと、漢字検定と同じで、力を持ってしまえばデファクト
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的に抑えることもできるわけで、別に国の認証は要らないかもわかりませんが、ＩＰＡが

どこかの組織と一緒に実証的に認証ををやって、そのままずるずるっと認証制度になるの

が何となく気になっています。こういうものに対して認証のことをやるところ手を挙げよ

といって競争させて評価して、今動き出したというと何となく聞こえがいいのですが、最

後どっちのほうへ転がっていくのかが気になりました。 

○藤江ＩＰＡ理事長  これは経済産業省情報処理振興課のコメントもいただかなければ

いけない。 

○松本ＩＰＡ参与  おっしゃるとおり、今の時点でまだそこまではいっていない。あく

までも自主宣言という形で、業界が政府の決めたガイドラインに従っていますよというこ

とを、自らが利用者に示すということです。 

○阿草委員  政府が決めたというのもまだ分からないのですね。今の話はＩＰＡと一緒

に実証実験的に決めたガイドラインをやってみているというところで。 

○仲田ＩＰＡ理事  ただ、実態上は実証実験をやっておりますし、だから、ＣＳＡＪと

ＳＥＣの間で10回以上ミーティングしてすり合わせはやっていますので、実体上はガイド

ラインに沿っているのですけれども、阿草先生おっしゃるように、そこまで厳密ではない。

だから、とりあえず実証実験をそのまま制度運用に持っていくという状況です。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ＣＳＡＪの和田会長はこれをどんどん進めて、自分たちの業界の

中である分野はこの方式でこれから認証をしていくという方向に持っていきたいとおっし

ゃっています。ですから、その辺は、これから私共も勿論そうだし、経済産業省のお考え

もあると思っています。ただ、我々は第三者検証と言われていて、今まで車だとか、そち

らの方でなかなか必ずしも業界とぴっちりいっていなかったことが、この件に関していう

と、業界団体であるＣＳＡＪと非常にパッケージというか、そういうものについての整合

がとれたというのは、私は大きな一歩だと思っております。 

○阿草委員  あともう一点ですけれども、人材育成のところでＣＢＴにして減ったので

大変だというのがあって、その後で直す取り組みをしていますが、これは今年度の取り組

み予定ですか？ 

○田中ＩＰＡ理事  これは昨年度です。 

○阿草委員  いや、だから、この増加に対した取り組みは昨年度からやっていること？ 

○藤江ＩＰＡ理事長  そうです。 

○阿草委員  分かりました。 
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○藤江ＩＰＡ理事長  これは本当にとんでもない見込み違いをしてしまったというのが、

一昨年の10月、11月に試行を行ったところで大体分かった。これはいけないと、これは次

から次へと手を打たなければいけないだろうということで、それこそ経済産業省にも色々

なご協力をいただいたし、我々自身もやれることはみんなやろうではないかということを

昨年度、それから今も進行中でございます。 

 14万近く、13万 8,000ぐらいだったのが約半分になってしまったものですから、これを

何とか、底が一体どこだったのか。底がどこだったというのが、少なくとも昨年のどこか

と思いたい。そういう思いで進めております。 

○阿草委員  目指すとか何とかとしているから未来形なのかなと思って、対応したと書

いてくれれば、成果と分かります。中に書いてあるのは確かに成果なのだけれども、目指

すと書いていたので、今からやりますよと読んでしまいました。 

○田中ＩＰＡ理事  「目指した」です。進行中なので。 

○阿草委員  分かりました。結構です。了解です。 

○徳田委員  最初の１ページ目にあったスマートフォンの関係で、26万部配布されたと

いうのは非常に良いとは思うのですが、もう少し紙メディアを配布する以外の部分はどう

いう努力をされたのかを少し教えていただければと思いました。実際にａｕショップで配

られたというのは分かるのですが、それ以外、このルルとララ以外のところです。先ほど

の電車のものは私も見る機会があって、すばらしいと思いました。ＩＰＡと３文字で終わ

る格好良いものが流れていて、これもａｕショップに置くだけではなくて、それ以外にソ

フトバンクもあればドコモもあるわけですよね。だから、これこそ本当にその他の企業の

社内で流してくれた方が、もっとペネトレーションしていくのではないかという気もする

のです。つまり、26万部方式というのは旧来型の発信方法であり、それ以外に例えば You

Tubeであったり、先ほどの電車の中のものからもう少しオンライン系のメディアでは何か

仕掛けられたのかというのをお聞きしたかったのです。 

○笹岡ＩＰＡ参与  これ以外にはまさにスマホで見られる漫画を作成しています。 

○徳田委員  逆に例えば今ＩＰＡアップはありますか。ＩＰＡアップというのを作って

あって、一般の人にＩＰＡアップをダウンロードしてください。そうすると、今言われた

漫画なり、ルルとララでもいいのですが、アップをダウンロードするともう少し啓蒙され

る。スマートフォンを皆さんお使いになると結構色々危険なことがありますよというのが、

もう少し工夫があれば良いかと思います。 
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○仲田ＩＰＡ理事  まずスマートフォン用にはスマートフォンで見る漫画をオリジナル

で６話、４コマではなくて十数コマあるのですが、スマホでずるずるっといくと見られる

というのがありますが、これはだけれども、アプリではないです。あれはブラウジング。

まだスマホのアプリまではいっていないのですが、ガジェットがありまして、要するにウ

インドウに張っておくと、ＲＳＳでニュースが出ると、そこにＩＰＡのニュースが表示さ

れる「icat」というものがあります。これはかなりダウンロードされて、スマホではない

のですけれども、パソコンのデスクトップのところに窓をつけておくと、新しいニュース

があると、これが出ましたというのがプッシュで配信される。ガジェットですから一種の

アプリなのですけれども、それはやっています。 

○笹岡ＩＰＡ参与  それは23年度からやっています。 

○仲田ＩＰＡ理事  23年度からやって、24年度も結構ダウンロードされています。おっ

しゃるとおりスマホも確かにあるといいですが、理論的には同じなので、プッシュ型でや

る形であります。 

○徳田委員  この間、日韓のセキュリティの会議があって、韓国の方たちが 118番、日

本で言うところの119番に相当するような、何でも駆け込み寺的な番号が用意されていて、

もちろん企業の方たちはＩＰＡに色々トラブルが起きたときにはレポーティングするとい

うことは、大分普及されていると思うのですが、スマホを買われた一般の主婦の方とか、

先ほどのこれから少しＩＴに触れていく人たちに対する認知度というのが高められる必要

があるかなという気がするのです。 

○仲田ＩＰＡ理事  一応ＩＰＡは総合窓口がありまして、安心相談窓口、そこは実は企

業の人も来るのですけれども、民間の人ですので、ワンクリックの請求が出て、「これ、

どうしたら消えるのでしょう。」というのが結構来ています。その時は、うちの担当者が

今、何を見ていますかとか、どこをさわりましたかみたいなものを聞いて、最後どうしよ

うもなかったら初期化してくださいというのですけれども、一般の人からの相談はかなり

受けています。 

○笹岡ＩＰＡ参事  最近特に、スマホの不正アプリをダウンロードして、料金請求画面

が出てしまったのだけれども、どうしたらいいだろうか、ほとんど消費者相談に近いよう

な相談まで我々が対応しています。 

○仲田ＩＰＡ理事  スマホはやはり増えています。ただ、それが来ると、こういう不正

アプリが起きているのかというのがこっちでも分かるというところはあります。 
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○徳田委員  どうもありがとうございます。もうひとつよろしいでしょうか。先ほどの

セキュリティ・キャンプの件で、民間と連携してというお話で、これも結構色々なレベル

のキャンプが行われてきて、良いことだと思うのですけれども、ＩＰＡがどこら辺のレベ

ルをカバーしているのか。トップノッチのセキュリティ・キャンプを目指していくのか。

例えば、未踏だとクリエーターといって、非常に突出した人たちを引っ張り上げていただ

いていて、私は良いと思っています。しかし、」、長期的にセキュリティベンダーがほとん

ど日本にいない理由の１つは、やはりＣＳの基礎がよく積まれた上でのセキュリティをや

っている人と、つけ焼き刃的にセキュリティをやっている人との違いがやはりあって、上

のほうのトップノッチセキュリティ・キャンプみたいなものは何か考えないのでしょうか。 

○田中ＩＰＡ理事  今回、ＩＰＡが実施した「セキュリティ・キャンプ」はどちらかと

いうとトップノッチ、若手なのですけれども、トップノッチ予備軍みたいなところです。

中高生、あるいは大学の１～２年生なのですけれども、かなりレベルの高い人たちで、そ

の面では次の世代にホワイトハッカーとしてという言い方は変なのですが、活躍できるよ

うな人材です。 

○徳田委員  その際に、未踏ソフトウエアのクリエーターと同じような、ある種のステ

ッカーをつけてあげて、あなたはこのセキュリティ・キャンプでのサティフィケートを持

っている人ですよというような形で示せないでしょうか。私たちが聞いている限りでは、

この人たちは優秀なセキュリティのトレーニングを受けている人だから採ってほしいと思

ってセキュリティ関連の会社に行くと、ウェブのエントリーフォームを書いているところ

で最初の足切りにあってしまう。その会社は人材のセレクションをアウトソーシングして

あって、普通の一般的なウェブのエントリーフォームで足切りをしてしまうので、なかな

か面接までたどり着けないという現状で、私たちの理解では、全然ミスマッチが起きてし

まっている。学生諸君たちも困っているし、企業も困っていて、ではどこが悪いのかとい

うと、人事部がアウトソーシングしてまずウェブエントリーで何千人、何万人からスクリ

ーニングしたときにみんな落ちてしまう。だから、もしそういうクリエーターと同じよう

に、セキュリティ・キャンプで上位入賞した何％のトップノッチには、ブランド力をつけ

てあげて、そういうサティフィケートみたいなものを出していただけると、多分もうちょ

っと引っ張りやすくなるかなという気がするのですけれども、現状はというと、私の理解

は育った側と受け取りたい側がうまくつながっていない。とりあえず、その２点です。 

○松山分科会長  どうぞ。 
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○宇野委員  私はさっきの阿草先生のお話のところのＣＳＡＪ、この協会にするという

のが適切なのかどうなのかというのが不勉強なのでよくわからなくて、ここがなぜ適当な

のか、どう選ばれたのかというのがよく分からない。 

○藤江ＩＰＡ理事長  これはどちらかというと、向こうからのプロモーションです。 

○松本ＩＰＡ参与  もともとパッケージソフトウエアについて、なるべく不良品を排除

して品質の高いものをきちんと流通させようという思いが業界にあって、それがたまたま

ＩＰＡでこういうガイドラインを今作っているという方向性と合って、では、お互いに一

緒にやっていきましょうという形で進められてきたというのが実態です。 

○宇野委員  これから先、運用とかをやっていくときに、適当な体制を持ったところと

いうことと認識しているの。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味でいくと、ＣＳＡＪは１つの認証をするものと

いうことで、パッケージソフトに対して、高品質、信頼化という観点からのマークを付け

るということをやる話であって、逆に今度ほかの業界というようなものでも、例えば、何

かをやりたければガイドラインに従ってマーク付けをするとか、認証を行うというような

別の仕組みがどんどん立ち上がってくるというような形になってくるので、ＣＳＡＪだけ

がマークを付与できるということではないので、どんどんそれが増えていくというのが望

ましい姿です。だから、ＣＳＡＪだけがそのマークを付与できるということではないとい

うことをまずご理解いただいたほうがいいのかなと。 

○徳田委員  実際にマークがついて、バグがないパッケージはあるのですか。 

○仲田ＩＰＡ理事  それは恐らく不可能だと思います。バグのないことを証明するなど

ということは多分不可能なのですが、ちゃんとした管理体制のもとで作られているという

ことを証明するということです。 

○徳田委員  例えばこういうパフォーマンスデータも入るのですか。バグがエンドユー

ザーからレポーティングされた時に、３週間以内にリアクションがあるのでしょうか。、

例えば、何日以内にＡＣＫが返って、マイクロソフト社には有名なバグがあって、それが

直らないわけです。一般のコミュニティーでみんなが困っているから、このパッケージを

直してほしいという要望がある。例えば、マック版のOfficeの○○のパワーポイントの○

○の機能がおかしいということはもう全員わかっている。今おっしゃったようなガイドラ

イン、認証制度が出来て、ＣＳＡＪで認証されました。だから、ＩＰＡが作ったプロセス

に則して、しっかり責任体制が明確になって出来ていますというのは良いのです。しかし、
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エンドユーザー、一般国民から見ると、買っったものが何かうまく動かない。それをレポ

ーティングしたときに、しっかり何週間か、１週間ぐらいにＡＣＫが返ってきて、とりあ

えず今バグフィックスに入りましたとかの反応を期待していると思うのです。そういうの

は、ビジネスプラクティスだから、ソフトウエアの認証とは関係ないのですか。そこら辺

はどうなのでしょう。 

○杉浦ＩＰＡ副所長  サポートの体制とか保守サービスに関する事項は審査基準の中で

記載することが要求されていまして、それを第三者がチェックして、審査基準を満たして

いればそのマークが付くことになります。 

○徳田委員  一般の国民の方からすると、多分ソフトウェア・エンジニアリングのプロ

セスに関しては余り興味がなくて、ご自分が使われているソフトウェアに対して不具合が

起きた時にどう真摯にパッケージを販売した、もしくは、作った方たちが反応してくれる

かというところあたりまで本当は何かサポートがあると、世の中はよりよくなるかなと思

うのです。○仲田ＩＰＡ理事  そういった体制も一応審査対象にはなっています。 

○徳田委員  それは良いことですね。ある程度の保証がそこでされるわけですね。 

○松山分科会長  ＩＰＡさんの立ち位置の問題はなかなか難しいのですが、先ほどのＣ

ＢＴの人数が減りましたという話のところで、実は別途議論させていただいたところがあ

るのですが、委員の皆さんにも状況をご理解いただきたい、ご報告的な話なのです。もと

もとスマホのセキュリティも含めて、一般の人々に対するＩＴスキルというか、リテラシ

ーというのを求めないといけない。セキュリティではそれが出ているわけです。ところが、

試験のほうは、ＣＢＴでＩＴパスポートをやっても、あくまでもそれは国家資格試験の付

与という枠の中なので、一般向けにというところに実はリーチアウトするということがな

かなか難しくなる。ですから、従来の情報処理技術者試験の枠の中で免許証を付与します

よ、国家の免許証ですよという枠のところからなかなか出ていけていない。問題の作り方

もそうですし、広報の仕方もそういう形になって、ＣＢＴがそうなっていると。 

 一方では、今のスマホの話のルルとララ等々も含めて、あと、私も中身は見ていないの

ですが、ブラックバニーとかを使って、ある意味で教材を作っている。ｅラーニングベー

スでいくと、そこで後でテストをやれば、それで何とかかんとかといきなりＣＢＴになる

ような感じのところはあるのです。そこがやはりちょっと立ち位置的に実はうまくいけて

いないというところがあって、やはり広く一般の方々が情報機器に触れられるような時代

において、セキュリティ意識向上という言い方もあるし、やはりＩＴリテラシーをパスポ
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ートで国民全般として持つべきだという話というところが少なくとも今のところはうまく

マッチ出来ていない。実際問題としては、いきなり国家試験の規定を変えるわけにはいか

ないので、これは評価ではないのですが、これから努力をされるときに、そういう広報戦

略というものと、ＣＢＴなどをどうリンクさせるかみたいなことをやはり少し考えられな

いと、試験は試験で何かやっているけれども枠があって、片一方は片一方で広報でセキュ

リティはもっとリーチアウトをいっぱいするためにどうしたらいいかとか。そこのところ

は理事を通して、余り連絡がとれていないのかなというような感じが実はしていると。そ

の辺は今後やはりＣＢＴでやるというのは時代の流れでもあるし、そのほうがより広く一

般的にできるのですが、広報戦略と試験制度というものをどうデザインするかというのは

ＩＰＡとしては非常に大きな問題かなと。 

 それは今、それぞれ委員の先生がおっしゃいましたけれども、色々な製品の認証基準を

作ってというのは、ＩＰＡにとって非常に大切なところだと思うのです。もちろん国際連

携だとか、そういうところもそうだと思うのです。ただ、やはりそういうところの戦略性

をどうもたせて、ＩＰＡというのは何をするところなのだという話が依然としてよく見え

ていないという気が実はすごくしていまして、前期ですが、第２期のときの全体を通して

見たときに、その辺の戦略性というのがやはり描き切れなかった第２期かなという評価を

すると非常に困るのでしょうかということなのですが。 

○藤江ＩＰＡ理事長  困ります。 

○田中ＩＰＡ理事  ＩＰＡだけにいわれるとちょっと困ります。 

○藤江ＩＰＡ理事長  先生が今おっしゃっていることはそのとおりだと思います。だけ

れども、先生が冒頭におっしゃったようにＩＰＡの立ち位置、我々のことも考えていただ

いた上でご発言があったと思うのですが、例えば試験はもうはっきりいって、「ＩＴパス

ポート」と２、３、４レベルの「基本情報」、「応用情報」、「高度技術」と全く別物に考え

なければいけないと考えています。それは色々な識者の方にご意見を伺っても、もうそれ

はそうすべきだねという方が多いです。ですから、今度は国家試験でどこまでの範囲を行

うか。それから、これはある程度、今１つ、私がいつも思っているのは、民間に任せたら

どうなのかと。民間が行ったらどうなるのか。ですから、片一方では今のままずっと枠組

みだけは持っていたい。だけれども、やはりやることは今の時代に合わせて、どんどんモ

ディファイしていってほしい、進め方もそうしてほしいということで、今後どうしたらよ

いのかということが偽らざる話です。 
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○松山分科会長  １つは、先ほどパッケージソフトの信頼性評価基準を定められて、ど

こかの業界団体さんが独自の民間認証というようなものをやっている。そういうことをや

られているでしょう。逆にいうと、そういうことはいいわけですよね。だから、別に国家

資格を付与するための試験以外に、ＩＰＡの認証を作っても悪くはないわけですね。ある

いはＩＰＡさんがセキュリティの面とかソフトウエアの信頼性の面に関して、広く一般国

民の人がこのぐらいは知っておくべきでしょうと。当然その中にちょっとややこしいのだ

けれども、知的財産権とかそういういわゆる物的ではないものに対する法的な説明とか、

そういうものはリテラシーとして常識ではないですかと。それを１つのＣＢＴみたいなパ

ッケージにしてＩＰＡ○○ということをやっても悪くないわけですね。実際、ＩＰＡが表

に立って認証するのは試験制度とバッティングするのでははばかられるということであれ

ば、逆にそういうところで民間にこの基準で審査をやったら、民間認証としてやってもい

いですよと。それは実はもう既にやられているのです。 

 だから、やはりそういうところの戦略性を持ってやれば幾らでも色々なことができる可

能性はあると私は思っている。実際に第２期を通じて、そういうところへの展開というの

がまだ見えていないのかなという気がすごく――今、ソフトウエア部門でそういう認証を

やられていいわけですけれども、片一方はＣＢＴで国家試験の枠があってというところで

決まって、片一方は広報戦略のところでトレインチャンネルまでやって、私は見ていない

のでどんなものか知りませんが、ＩＰＡとか出たので、すごいことだと思うのですが、そ

ういうこともやられている。 

 だから、やはり全体をもうちょっと中期計画期間というものの区切りに当たっては、そ

ういうまとめがあってもいいのではないかと私は思うのです。ぱらぱらっとしか見ていな

いのですが、やはりそういう５年間全体にわたる業務の、あるいは業務間の相互関係性と

か、そういうところの視点というのが実は前年度までのところでなされたのかというとこ

ろがちょっと見えないなというような感じ。24年度は24年で、その年度の評価を粛々でい

いのですけれども。だから、そこはこれからまた要点の資料とかというのはあるのかもし

れないのですが、やはり年度の評価というものとは別に、中期目標期間での中期的なプロ

セスを評価するということは少し考えていただいてもいいのかなというような感じがして

いたのです。 

 そういう意味で、これの後の要点の資料をもしお作りいただけるとしたら、そういう意

味での自己評価みたいなものを踏まえていただけると…… 
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○陣山ＩＰＡ参事  ５年間の相互連携性というところでどうだったかというところの自

己評価という意味合いですね。 

○阿草委員  多分もう少し広くて、中期計画でなし得たこととか問題になったことをち

ゃんと整理出来ているからこそ次の中期計画が立てられるわけだから、ある種のネタふり

をしておきなさいと私は聞こえました。こういうところはよかったけれども、こういうと

ころの問題も残ったと。それは次の中期計画でちゃんとできるのだと。そういう感じなの

かなと。だから、一個一個はいいのだけれどもという話ですよね。片方は言葉だけ修正し

たものがあると、そういう方向も今度は考えられるとすれば、第３期の中期計画の中でや

れるようなことはずっと書いてきなさいということなのかな。 

○松山分科会長  それもありますし、また評価のときに、先ほどＢは着実に実行してい

るというようになっていますので、では、評価される側からされると、当然Ａとか、より

いいものを目指したい。そういうときに新たなチャレンジとしてこのようなことをやった

というようなことはかなり戦略的に色々入れる余地はあるし、やっていただけるというこ

とがひいては日本の情報産業とか情報の認識に関する広がりとか深化というものに関して、

大きな貢献を果たしていただけるのではないかというような感じを持ちました。 

 何でこんなことを言うかというと、やはり中期のまとめの時期ですので、先ほどもちょ

っとご説明しましたけれども、評価の点数は粛々と0.何％という計算式があるので、そこ

は余りいじれないとは思うのです。ただ、やはり中期の総括としての評価というのは、積

み上げだけではない部分があるべきではないでしょうかということを申し上げたいと思う

のです。そこのところが、この資料の概要もそんなにじっくり読み込んではいないのです

が、見させていただくと、そういう視点での中期計画期間、５年間の総括というのが何か

見受けられないというのはちょっと残念かなと思ったりして。 

○藤江ＩＰＡ理事長  第２期の中期計画の初年度の時、これだけのことをやりますと。

だから、それに対して、そのアイテムに対して、これはこうでした、ああでしたというこ

とはいえると思います。それから、これはこのようにこれから継続いたします。実はこの

ように形は変わりますけれども、このように継続しますと。だから、先生、そういう形で

まとめることは、それは我々にとっても大事なことと思います。 

○陣山ＩＰＡ参事  ただ、まさに今理事長がおっしゃったのが、資料３－２及び参考資

料７です。２期の計画に対して何をやったかというところが。今、先生がおっしゃったの

は、例えば相互連携とか。 
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○松山分科会長  例えば、視点の１つとして、それぞれやっていて、それぞれに相関、

関係性があるはずなのだけれども、そういう認識を本当におもちになられているのかとい

うことがよく分からない。 

○陣山ＩＰＡ参事  事業の中でも例えば技術本部と人材本部とで相互に連携し合ってや

った事業というのは、この２期の間でもございます。例えば、セキュリティ・キャンプの

関係についても、セキュリティ人材についても片方だけではできませんので、そこは連携

し合って、色々問題を作るとか、準備をするとか、そういうことはやってきています。そ

ういうレベルの話は幾つかこの２期の間でもございます。 

○田中ＩＰＡ理事  例えば、産学連携で大学に提供している環境とかコンテンツはＳＥ

Ｃが作ったとかＯＳが作ったものを大学にフィードバックする。そういうことを当然やっ

ていますので。 

○陣山ＩＰＡ参事  それで十分だったかどうかというところはご評価していただければ

と思いますけれども、そういうことをやったということに関しては整理できます。 

○松山分科会長  特に今、人材育成の国家試験がありますので、それは外せない軸にな

っているところがあって、ＣＢＴをやったら半減してしまったと。頑張っていますという

のは、正直いって年度評価としてもちょっと困るわけです。 

○陣山ＩＰＡ参事  国家試験に関していうと、これは法律で決まった試験という仕組み

がございます。要するに今はＩＰＡがやると。これは例えば本当にアイデアの１つですけ

れども、「ｉパス」の部分だけを国家試験から外すと言うことであれば、どこか別のとこ

ろにやってもらうという選択肢はあり得ます。ただ、「ｉパス」が国家試験である以上は、

「ｉパス」の部分をどこか民間の団体にやってもらう、例えば先ほどＳＥＣのところでの

民間での認証みたいな話がございましたけれども、国家試験であるものを、「ｉパス」の

部分だけどこか民間の団体にやってもらうとなると、これは法律改正が必要になります。 

○松山分科会長  そういうことではなくて、それは担当課がご指示いただけたら粛々と

ＩＰＡは従いますというトーンに聞こえるので、そうではなくて、ＩＰＡが主体的に戦略

を立ててプランを作り、Ａ案、Ｂ案でもいいので、こういう形はどうでしょうかとかとい

う話をやっていただきたいと思っているわけです。 

○藤江ＩＰＡ理事長  もうやりたくてうずうずしています。 

○田中ＩＰＡ理事  内部で議論はしています。 

○藤江ＩＰＡ理事長  だけれども、それは、やはり今いみじくも陣山部長がいったよう
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に、これは国家試験という中で行うのだからというのがあるわけです。法律を変えてどう

のこうのという話になるわけです。 

○松山分科会長  そうではなくて、例えば国家試験ではなくて、色々なことは幾らでも

今の時代だからできる…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  できます。だから、それは行っています。お時間をいただいても

う少しこれをよくご説明しなければいけないなと思います。 

○松山分科会長  だから、結果として、そういうこともやられているという話と、ＣＢ

Ｔのｉパスの話で人数が減った、半分になった、これはいかんとか一生懸命頑張りますと

いっている…… 

○藤江ＩＰＡ理事長  いや、先生、そんな単純な考え方ではマーケティングなどできな

いと思います。 

○松山分科会長  それはそうですよ。 

○藤江ＩＰＡ理事長  それはみんなそれぞれが知恵を絞って行っている話で、その結果、

私は少しずつでも今上がってきたのかなと思っています。そう思いたいというところもあ

りますけれども。 

○松山分科会長  何が上がっているの。 

○藤江ＩＰＡ理事長  応募人員。 

○松山分科会長  ｉパスのですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  「ｉパス」。 

○松山分科会長  でも、そういうスキームはｉパスへ誘導するという戦略のもとで広報

とかトレインチャンネルもやられているとか。 

○田中ＩＰＡ理事  とりあえず今は枠組みを変えられないですから、今の枠組みで行っ

ています。 

○松山分科会長  そこへ流し込もうと。 

○田中ＩＰＡ理事  とりあえず今はその努力をまずしています。松山先生が言われたよ

うに、その外枠でＩＰＡ試験を別に作ったらいいのではないかということを言われたと思

いますが、それはそれで内部でも議論していますが、それはＩＰＡだけで決めることでは

ないので、先ほどの「ｉパス」の国家試験ではないほうにしたらもっと融通性がきくとい

う話も１つありますが、高校生が「ｉパス」に受かると、地方紙に取り上げられて名前が

ばっと出るというのは、やはり国家試験だから出るとの議論もありますし。 
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○松山分科会長  それはおっしゃるとおりです。権威の問題があるわけね。 

○田中ＩＰＡ理事  だから、そう言うことも含めて、なかなか単純にいかないので、内

部でのコンセンサスをとる時間は必要だと思っています。その議論は始めています。 

○松山分科会長  それで、言いたかったのは、そういうことも１つの論点として、第２

期中期計画期間の総括的評価というのをやはりお示しいただきたい。個別事業のリストア

ップではなくてです。そういうことはお願いとして、そういうものをやはり出していただ

いて、それをもとに我々としては24年度評価だけではなくて、第２期中期計画の評価とい

う話を委員会としてはもちろんやっているわけですよね。それが単なる年度評価のデータ

の積み上げで終わるとは思っていませんよということを申し上げたいというのが一番大き

なこと。 

○江口情報処理振興課長  ちょっと一言だけ。今、松山分科会長もそうですし、徳田先

生も、宇野先生もそうですし、阿草先生からも出てきたのは、結局色々な事業をやってい

る中で、色々なやり方があるということだと思います。第２期の反省ということを踏まえ

て、第３期に向けてもっと色々な良いやり方も、課題を分析していくと、もうちょっと工

夫できる余地がたくさんあるのではないかというご示唆をいただいたのかなと思います。 

 最後のｉパスと例えばセキュリティに関するリテラシーの向上という点だけとって見て

も、リテラシーの向上に向けて色々なパンフレット配ったり、色々なことをやっている中

で、では、それが一定のレベルがあるのかどうかの試験というのは、ｉパスに全部誘導す

るのか、別の仕組みもあるのではないかというようなご示唆をいただいたのではないかと

思います。 

 その辺も踏まえて、全体をどのように第３期をやっていくのかというのは、引き続き第

３期の中で考えていかなければいけないと思いますし、それの参考になるような第２期の

自己分析、自己評価というのを１回してみて、また提供させていただくということになる

のかと思います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  第３期に向かって、第２期はこうでしたということは、ここに書

かせていただいていると私は思っています。サマリーが必要だという話になって、先ほど

陣山さんがそういう話をされたのだと私は思っています。 

○江口情報処理振興課長  だから、それをきちんと24年度と同じような形で落としても

らえばいいではないですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  こういうときはロングレンジで物を見て、５年間で考えろと。常
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に年間の事業計画は年間の事業計画で残念ながら独法のよさのロールオーバーさえ認めな

いという、私はそこに一番こういうことの根本があると思っています。そもそも論みたい

な話になって、申し訳ないけれども、これはどう考えたっておかしいと思います。 

○田中ＩＰＡ理事  理事長も私も民間から来たので、コストダウンを一生懸命やりまし

た。コストダウンして、ロールオーバーしたら、ロールオーバーしたことが悪いと言われ

て、それはちょっと耐えがたい話でした。 

○松山分科会長  時間もあれなので、よろしいですか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  結構です。 

○松山分科会長  財務のまとめのご報告はこれからということでございますので、その

際にでも新しく中期計画期間のサマリーをまた出していただけるということですので、そ

れを踏まえて、また意見交換等々をやっていただいて、評価に役立てていただければと思

います。 

 それでは、最後の議題でございますが、資料４になりますけれども、今、理事長が言わ

れたことに関係するのですが、積立金の処分ということです。これは情報処理の促進に関

する法律第22条第２項の規定に基づきまして、大臣の承認を受ける際は、予め評価委員の

意見を聞かなければならないとされております。そのことが根拠でございまして、本分科

会でご審議をお願いするということです。事務局からご説明をお願いします。 

○村上情報処理振興課長補佐  それでは、資料４についてご説明をさせていただきます。 

 法律に基づきまして、積立金の処分というものが必要になりまして、これはいわゆる一

般企業での利益剰余金だと思ってください。 

 積立金に関しては、２ページをご覧いただくと分かるとおり、独法通則法に基づきまし

て、ＰＬでお金が余ったら積立金に積む。損失が出たら積立金から取り崩すというのが原

則としてありまして、その処分に関しては個別法に書いてあるのが普通です。情促法では

その処分の仕方が書いてあって、これは大体どの独法でも同じような書き方になっており

まして、基本的には第３項にあるように、残余を国庫に納付するというのが原則なのです

が、第１項にあるとおり、何か目的を持って使う場合においては、それを繰り越せるとな

っております。第２項に書いてあるとおり、その場合は、経産大臣の承認及び財務大臣の

協議、それに加えて独法評価委員会の意見を聞くことが必要であるというように定められ

ておりまして、この場がこの意見を聞くという部分になっております。 

 １ページ目に戻っていただきまして、では、どういうものが基本的に認められるのかと
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いいますと、これは原則返金ということでございますが、例えば右側は積立金なのですけ

れども、左側は事実上、現金ではなくて資産になっているようなもの、例えばＣＢＴシス

テムみたいなものに関しましては返しようがありませんから、これは繰り越しとして認め

ましょうということや、あとは前払いで払っている家賃や、それは確かに返しようがない

ので、そういうものに関しては認めましょうという財務省のガイドラインがございまして、

それに基づいて設定した金額がこちらでございます。 

 具体的には、一般勘定に関しましては、前払い費用と長期前払い費用に関しまして、 8,

700万円ほどが認められると。試験勘定に関しましては、自己財源で取得した固定資産の

未償却ということで４億、あとは前払い費用ということで 1.4億、これについて繰り越し

が認められると。それ以外に関しては国庫に返納するというような内容になっておりまし

て、これは別途財務省と協議が必要でございますけれども、委員会の皆様から意見があれ

ばいただきたいということでございます。 

 以上です。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 資料４の欄外に、打ち合わせのときから書いていただいたのですが、積立金がたくさん

あるではないか。これはいわゆる運営費交付金の残りではなくて、下に書いてございます

ような資産の運用益が残っているものですよというようなことで書いていただいています。

ご承知のように色々な独法改革の中で資産、国庫返納というのも何回もやってきています

ので、この３月で有価証券等々は全部売却して、基本的に決算したということになってい

まして、基金的に基金というのはおかしいですが、資産的なところも大幅に減っているの

もあるし、一遍整理しているということもあるので、次もこのぐらいあるということでは

ありませんよと。そこにわざわざ書いていただいているのですが、一番大きなポイントは

積立金として返納額が17億、18億弱ぐらいになっている根拠というのはそういう形になっ

ているということのご説明でございます。 

 私の受けた説明では、その資産運用のお金を事業に使うときにはまたもろもろ制約等々

があって、結果的にはそれが残っているという形になっているというご説明を伺った。そ

ういう理解でよろしいですね。ということでございまして、法律的には、あと繰り越し、

全体的にごくわずかですが、こういう特例のところに関しては、繰り越しをすることがで

きる。これを見ていただいたら、一般勘定と試験勘定のうち試験勘定が３億ぐらいの赤に

なっているのです。これがまた大きなバリアが法律的にあって、両方足して返却するのを
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少なくして、これは累積赤字になるのですか？ 

○藤江ＩＰＡ理事長  累積赤字というのは会計法上絶対ないです。 

○松山分科会長  累積にはならない？ 

○藤江ＩＰＡ理事長  ならないです。 

○松山分科会長  でも、これは試験勘定のものがマイナスになっているのは…… 

○田中ＩＰＡ理事  相殺できないです。 

○松山分科会長  相殺できないでしょう。そうすると赤のまま残るのではないですかと。 

○村上情報処理振興課長補佐  だから、繰越欠損金です。 

○松山分科会長  繰越欠損金でしょう。 

○小林財務部長  試験勘定は繰越欠損金ではなくて、繰り越しを認められる額が５億 6,

100万円分あります。ただし、試験勘定の今期の決算の後の積立金というのは２億 4,200

万円しかありませんので、だから、結局その２億 4,200万円を経済産業大臣宛てに繰り越

していいか承認申請しています。下の数字は繰り越せる額の総体を示しているだけで、だ

から、２億 4,200万円がまだ積立金として繰り越していく。 

○江口情報処理振興課長  キャッシュとして持っているので、それを繰り越すという形

になるということです。 

○松山分科会長  その部分を繰り越すという。 

○小林財務部長  そうです。だから、累損にはならない。 

○松山分科会長  分かりました。だから、繰り越しのほうが逆に大きいですよという意

味ですね。 

○小林財務部長  そうです。一般勘定のほうが17億 8,000円も返してしまいますので、

積立金がなくなってゼロります。スタート地点に戻るみたいな形に。 

○松山分科会長  分かりました。というご説明でございますが、いかがでしょうか。よ

ろしゅうございますでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 それでは、ご承認いただいたということで、そのように措置をさせていただきたいと思

います。 

 先ほどもございましたけれども、一応これから財務省協議になりますので、そのときの
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議論によりましては解釈がそろわない等々で微調整ということもあるかと思いますが、そ

のときは私と事務局でまた対応させていただくということで、それもあわせてご承認をお

願いしたいと。ありがとうございました。 

 それでは、これで本日の議論を終了したいと思います。本日ご説明いただきました平成

24年度業務実績評価及び第２期中期目標期間業務実績評価につきましては、来月、７月10

日でございますが、その日にご審議いただいて決定ということでございまして、その前に

繰り返しになりますが、財務諸表等について別途個別にご説明させていただいて、評価の

ための情報提供もまたさせていただきたいと思いますので、日程調整等、連絡があると思

いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。特に何か事務局から――よろしいで

すか。 

 それでは、以上をもちまして、本会を終わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


