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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３２回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２５年７月１０日（水） １５：００～１７：００ 

２．場 所： 経済産業省別館１０５会議室（別館１階１０５号室） 

３．出席者： 松山分科会長、阿草委員、宇野委員、太田委員 

４．議 題： （１）第２期中期目標期間及び平成２４年度の財務内容について 

（２）監事監査報告について 

（３）平成２４年度及び第２期中期目標期間の業務実績評価について 

 

○松山分科会長  それでは、定刻となりましたので、これより独立行政法人評価委員会

第32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、第２期中期目標期

間及び平成24年度の財務内容に関する事項をご説明いただいて、続いて、監事監査報告、

さらに平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績評価に関する事項をご審議いただく

予定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、まず、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  資料の確認でございます。表紙をめくっていただきまし

て、資料１と資料２が財務諸表の概要と本体、さらにその別冊で平成２４年度実績報告書

があります。資料３―１と３―２が監査に関する要旨と監査の内容。資料４が第２期中期

目標期間の事業報告書でございます。参考資料にいきまして、参考資料１が前回の分科会

で決定いただきました評価の基準、参考資料２は、その別添のようなウエイトの詳細でご

ざいます。参考資料３と４が第２期中期目標と中期計画で、参考資料５は、ＩＰＡからの

提出資料になっております。何か足りないものがありましたら、ご連絡ください。 

○松山分科会長  よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、議事に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

 まず、最初の議題でございますけれども、第２期中期目標期間及び平成24年度の財務内

容についてでございます。 

 独立行政法人の財務諸表につきましては、通則法第38条第１項の規定に基づきまして、

各事業年度、主務大臣の承認を受けることとなっておりまして、同条第３項の規定に基づ
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きまして、主務大臣は承認の前にあらかじめ評価委員会の意見を聞くこととなっておりま

す。そういう根拠の規定に基づきまして、この場でご審議をお願いしている次第でござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。これにつきましては、既に書面をもちまし

て各委員からのご意見もいただいております。改めての説明ということでございますので、

できるだけ簡潔にご説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、ＩＰＡからご説明をよろしくお願いいたします。 

○小林財務部長  財務部長の小林です。資料１について説明をさせていただきます。 

 資料１の内容ですが、大きく２つに分かれておりまして、中期目標に掲げる財務内容の

改善に関する事項と、その他財務内容に関する事項となっております。中期目標に掲げる

財務内容の改善については、資産の健全化、地域ソフトウェアセンター、それから管理業

務の人件費の抑制。その他財務内容に関する事項については、剰余金――これはＩＰＡの

剰余金、欠損金の適正化、それからリスク管理債権の適正化、積立金の処分、債務保証管

理業務と４項目になっております。 

 それでは、表紙をめくっていただいて、最初の資産の健全化について。中期目標では、

自己収入の増加、試験勘定の受験手数料による財政基盤の確立、それから、決算・セグメ

ント情報の充実について定められております。 

 １番の自己収入ですが、①から③までの表になって表示しております。①、②について

は、雑収入に位置づけられるのですけれども、セミナーの参加料とか出版の印税等の状況

となっております。セミナーについては、第２期中期目標期間から開始しまして、第２期

合計で 880万円、ＳＥＣとセキュリティセンターのセミナー。 

 それから、出版物については第１期もやっておりましたが、第１期に比較すると 1,700

万円ほど増えております。Amazonに委託して販売をしてもらっているところなどが非常に

大きくなっております。23年度と24年度の比較表が一番下に出ておりますが、これをみま

すと、24年度は23年度より若干減っております。５年間で 600万円前後で推移しておりま

して、今後もこれを続けていく予定になっております。 

 ③は本業の収入でして、情報セキュリティ評価・認証手数料。主な対象は、最近では複

合機のソフトウェアのセキュリティに関する評価認証が大きな収入源になっております。

こちらも第１期の平成18年から有料化しておりまして、第１期は２年半ぐらいの収入です

が、それと比較しますと１億円ぐらい収入が増えております。 

 ただし、23年度、24年度の比較表を見ていただくとおわかりのように、24年度は 1,500
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万ほど減っております。複合機の新製品とかが出てこないと評価対象が持ち込まれないの

で、その辺がこの収入を左右するところであります。 

 次が、情報処理技術者試験の円滑な事業運営について。第２期の平成21年度から新試験

制度へ移行し、ＩＴパスポート試験を開始しました。23年11月からは、ＩＴパスポートに

関してはＣＢＴ方式で試験を行っております。この第２期の期間中に支部を全て廃止しま

して、さらに、試験当日の実施については民間に委託しております。その結果、24年度は

23年度に比べて２億 5,600万円試験業務費を減少させることができています。 

 ただし、その下の表を見ておわかりになると思いますが、23年度、24年度と受験者がち

ょっと減っておりまして、特に24年度は２億 6,000万ほど費用を削減したのですが、受験

料の減りに追いつかず、マイナスの結果になっております。ただし、第１期中期目標期間

と22年度までの蓄えがありましたので、２億 3,400万円の利益剰余金を第３期に繰り越す

こととなっております。 

 次に、決算・セグメント情報の公表。ＩＰＡは４つ勘定がありまして、一般勘定、試験

勘定、事業化勘定、地域事業出資業務勘定が法定の４勘定です。法定の４勘定のほかに、

一般勘定については、セキュリティ、ＳＥＣ、人材育成をつかさどっているプログラム開

発業務経理。それから、先ほどの評価認証料をもとに事業を行っております評価認証に関

する経理。それから、信用保証の経理、事業運営、一般管理に関する経理等、これはＩＰ

Ａの中で４つに分けて経理を行っております。この７つの区分で財務諸表等を公表してお

りまして、ほかの法人に比べると、結構丁寧にセグメントを出して公表しております。 

 次に、地域ソフトウェアセンターですが、中期目標については、第２期の期間中に繰越

欠損金を可能な限り減少させる。それから、解散については、倒産以外であっても事業成

果が見込めず、かつ一定の基準に該当するものは期間中に整理を図るということが２つの

目標になっております。 

 １つ目につきましては、右の四角の表をご覧いただくと、繰越欠損金については２億 7,

200万円減少させております。それから、借入金については９億円減少させております。

それの反対として、現預金については６億円弱増えております。この表につきましては、

今現状、残っております13センターの数字を19年度末、24年度末で使っております。 

 次に、解散についてですが、第２期中期目標期間中に主要株主である地方自治体、地元

産業界からの直接的、間接的な支援が得られない場合、経営改善を行っても繰越欠損金が

増加（３期連続を目安）、または増加する可能性が高い場合という整理の基準に従って、
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三重県のソフトウェアセンターが平成20年、埼玉が平成23年、広島が平成25年に解散をし

ております。 

 次、３ページ目ですが、管理業務の人件費の抑制。これは一般管理費の人件費について、

役員、総務、財務、戦略企画の人員の人件費が総事業費に対して突出しないようにという

ことであります。５年間を見ていただくと、ほぼ７％で推移しておりまして、こちらも一

応横並び、ずっと抑える形で来ております。 

 それから、その他の財務内容に関する事項に移ります。剰余金、欠損金の適正化につい

て。こちらは毎年度問題になってしまうのですが、一般勘定、試験勘定につきましては、

一般勘定は特に運営費交付金ですので損にはなりません。資本金で持っています現金が 1

00億近くありますので、それの運用益が平成24年度末で18億 6,600万円ほど利益剰余金と

して残っております。試験勘定は、先ほど申し上げましたように２億 3,400万円を次期に

繰り越すことになっております。 

 ＩＰＡの赤字の原因となっております事業化勘定と地域事業出資業務勘定ですが、地域

勘定については、地域ソフトウェアセンターが３つなくなっておりまして、これらの欠損

が埼玉と広島については清算がまだ終わっていませんので、現状、評価がほとんどゼロに

なっておりまして、それが繰越欠損金としてたまっております。 

 それから、その前に解散した５センターにつきましては、20億円が減資できると我々は

考えていたのですが、財務省のほうでは、その５センターから返ってきた11億円を国庫納

付したのですけれども、残りの９億円については減資させていただけませんでしたので、

残念ながらそういった形で繰越欠損金が増加しております。 

 事業化勘定につきましては、平成17年には事業を終了させておりますので、これは繰越

欠損金になっておりますが、本筋は今後増加することはありません。 

 以上が剰余金と欠損金についてでございます。 

 ４ページ、リスク管理債権の適正化について。こちらは平成12年度の補正などで大きな

ソフトウェア開発をしまして、そのソフトウェア開発の支援について契約金額の一定割合

をＩＰＡに返してもらうということで、その債権の管理を主の業務として第１期、第２期

と継続されています。それがこの表にありますプログラム譲渡債権です。第１期末には約

９億円弱残っておりましたが、現在では一番右の第２期末（24年度末）にありますように

３億円弱となっております。ただし、この３億円弱については、それぞれ問題のある会社

等がほとんどでありまして、地道な回収は続けておりますが、若干長引きそうな状況であ
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ります。 

 もう１つ大きいのが求償権でありまして、これは代位弁済をした後のＩＰＡの直接債権

になったものであります。こちらも信用保証事業は新規の採択はストップしております。

後で出てきますが、現在、債務保証残高が２億円ありますので、それが求償権になるかな

らないかという状況であります。こちらも上のプログラム譲渡債権同様、地道に毎月管理

をしております。 

 次、積立金の処分についてでありますが、先ほどの剰余金のところでご覧いただきまし

たように、一般勘定については18億 6,500万円、試験勘定については２億 3,400万円、積

立金として24年度末に残っております。このうち前払い費用、それから未収収益等を平成

25年度に繰り越すことができまして、その額が一般勘定で 3,200万円、試験勘定で２億 1,

100万円。積立金から繰越額を引いた額18億 3,300万円と 2,300万円を国庫に納付いたし

ます。これは今日が期限でしたので、既に納付いたしました。 

 それから、最後ですが、債務保証の関係です。こちらは平成21年と22年に業務自体は新

規採用をストップしておりまして、現在残っております保証残高の管理だけになっており

ます。第２期の中期目標期間の推移を見ていただくと、一番下の表で19年度、117社、153

件、27億 9,000万円あったものが、現状では８社、10件、２億 500万円の残高になってお

ります。これも８社とも業況の思わしくない会社ですので、先ほどのリスク管理債権と同

様に若干管理する期間が延びるかもしれませんが、地道に管理をしております。 

 最後のページになりますが、こちらは昨年の状況、23年度から24年度の推移。17社、19

件、３億円が８社、10件、２億円というように減っております。 

 それから、最後の表は、５年間の代位弁済の推移であります。 

 以上が財務内容の概要の説明になります。 

○田中ＩＰＡ理事  続けて、参考資料５なのですが、ＩＴパスポートのことについて。

色々ご質問やご心配をいただいていますので、ＩＴパスポート試験のことについて補足で

ご説明をさせていただきたいと思います。参考資料の一番下にＡ４横のものとパンフレッ

トが一緒についています。 

 ＩＴパスポート試験なのですが、一昨年度、23年度にＣＢＴ化しまして、我々の期待と

は相反して受験者が大幅に減ってしまったという結果になっています。ただ、今、国の最

先端ＩＴ国家創造宣言等でも国民全体のリテラシー向上というようなこともうたわれてい

ます。そういう意味で、ＩＴパスポートがそれに関連して、非常にふさわしい資格である
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と我々は思っております。ただ、現実として下がってきてしまいましたので、それに対し

て今どんなことを取り組んでいるかということをお話しさせていただきたいと思います。 

 23年度、一昨年度に稼働して、月 4,000人ぐらいの受験者に減ってしまいましたので、

とにかく我々は自分たちでまずできることをきちっとやろうということで、24年度に関し

ては、先ほどの財務の説明でもありましたように、試験の業務費を合計２億 6,000万円ほ

ど削減しました。現在も色々な項目の費用の見直しをしていまして、今年度、それから来

年度にかけて、右の表にありますように、さらにプラスで２億 2,600万円のコスト削減を

目標に今やっております。こういった形で、まずは自分たちでコントロールできる、出る

を制することをやっております。 

 ただ、それだけでは改善しませんので、何とか試験の受験者を増やすということで、裏

のページに今やっている施策を書いております。ＩＴパスポート試験はＩＴ技術者の試験

というように誤解されているところもあるので、広く一般の人に受けていただきたいとい

うことで、大学を中心とした教育機関向けの説明に歩いています。６月末現在で 126校ほ

ど訪問して、ＩＴパスポートを特に学生のうちにとってくださいというお願いをしていま

す。 

 それから、企業にも働きかけて、新入社員教育等で使ってほしいということ。あるいは

新卒採用のエントリーシートのところにぜひ記入してほしいということを呼びかけており

ます。こうしたことを毎月やっていて、その中でいただいたご意見を吸い上げてパンフレ

ットを修正したり、そこに挟んでおりますＩＴパスポートの例題を直したりということを

リアルタイムでやっております。 

 また、今回、お手元のポスターにありますように、初音ミクをポスター、パンフレット

に起用してＰＲに努めております。これの効果は、ネット等では、今までＩＴパスポート

試験に関心がなかった層にも情報が届いているということで、これからこれを中心にプロ

モーションをかけていきたいと思っています。 

 こうしたことを、何が効果があるかということをフィードバックしながら、ＰＤＣＡを

回しながら拡大に努めていきたいということで、当初、24年度の期初、月 4,000人ぐらい

まで落ち込んだのですが、今は月 6,000人ぐらいのペースになっています。これを26年度

には月 8,000人ペースまで戻して、何とかペーパーテストの水準までには戻していこうと

いう目標で今やっております。 

 ただ、試験勘定の根本的な解決は、今、試験勘定というのは、プロジェクトマネージャ
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試験とかITストラテジスト試験といった高度試験は、朝９時半から５時半ぐらいまで記述

式でやっているのですが、それも 5,100円でやっているのです。それを試験ごとでみると

大幅な赤字なのですが、ＩＴパスポートの試験等で回復するという構造をずっととってき

ました。その分、ＩＴパスポートが落ち込んできたことで吸収できなくなったということ

が試験勘定の赤につながっているわけですが、これは根本的には高度試験の受験料の見直

しといったことをきちっとやっていかないと、本質的な財務改善にはならないので、それ

は３期の早いうちに取り組んでいきたいと考えております。 

 以上、色々ご心配をかけているので、ちょっと補足で説明させていただきました。 

○松山分科会長  ありがとうございました。それでは、ご意見、ご質問ございましたら

よろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。――よろしゅうございますでし

ょうか。一応、事前に見ていただいてコメント等もいただいているので、それでよろしい

かと思っています。 

 それでは、続きまして、議題の２でございます。監事監査報告に移らせていただきたい

と思います。それでは、下村監事からよろしくお願いいたします。 

○下村ＩＰＡ監事  常勤監事の下村です。資料は３―１の要旨版と３―２の詳細版がご

ざいます。時間も限られておりますので、この場では資料３―１のＡ４横長の資料で説明

したいと思います。監事監査報告はとかくかた苦しいものですから、今回はできるだけわ

かりやすくということで、パワーポイントで作成してみました。 

 最初の１ページ目が財務状況と会計処理になります。左側が年度計画、上期計画実行、

中間仮決算、下期計画、下期実行、それから年度末決算／年度業績というフローで示して

おりまして、各フローに対応します右側のほうに監事の審議参加とか監査活動、こういっ

た監事の活動をまとめております。 

 結論でございますが、会計基準に従いまして、不正・誤謬等は認められず、会計監査人

からは無限定適正意見を受領しており、監事としてこの結果を追認する次第でございます。 

 次に、２ページ目は契約の適正化です。監視項目は３点。①特命随意契約の状況、②一

者応札・一者応募、③非効率取引の有無ということで見ております。監視体制は紫のとこ

ろで示したように５つの機関でもって監視している。その下の白地のところで、昨年９月

に総務省の通達がございまして、新規の随契並びに２ヵ年連続の一者応札案件の監視が厳

しくなっている状況にございます。 

 点検結果ですけれども、随意契約につきましては、次の３ページをご覧ください。随意
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契約件数の推移のグラフでございまして、ご覧のとおり20年度からずっと低く抑えられて

おりまして、24年度は23年度に比べて件数で７件削減、金額では約 3,000万も減ってきて

おります。ほかの独法に比べてもかなり低く抑えられている状況でございます。 

 次に、一者応札ですが、資料の４ページをご覧ください。左側のグラフは一者応札の件

数及び件数の割合、比率でございます。24年度は23年度に比べてかなり減少がみられます。

右側のグラフは、金額と金額の割合の推移でございますけれども、24年度は折れ線グラフ

の金額の割合が大きくなっております。これは、吹き出しのところに書きましたように、

対象契約金額が約20億円減りまして、要は、割合の分母が減ってしまったために比率はか

なり増えているというのが１点。それから、共通基盤システムという大型案件がありまし

て、一者のベンダー限定を避けるために複数の契約に分けたのですけれども、分けたため

に、かえって応札業者が減ってしまいまして、結果的に一者応札になってしまったという

経緯もございました。私としては、これは問題であるとは思っておりません。 

 また、２ヵ年連続の一者応札案件もございません。そういうことで、問題はないのでは

ないかと思っております。 

 次の５ページですけれども、非効率取引の有無の確認のは１つではありますが、ＩＰＡ

の契約金額トップ20の業者リスト３ヵ年分を、一応匿名化して、Ａ社、Ｂ社という形で表

現して示したものでございます。所見は下のほうに書いてございますけれども、白地の企

業は、３ヵ年のうち１回だけトップ20に入った企業が約60％あります。緑地の企業は、３

年間で複数回トップ20に入った企業であります。個別にみれば、これも公正な契約手続を

経ておりますので、非効率な取引先ロックはみられません。 

 また、ＩＰＡは公益法人との随意契約での取引は全くありませんし、会計監査人さんか

らも非効率取引はないという報告を受けております。 

 次に、６ページ、内部統制の状況であります。左側の青地のところで課題・リスクの認

識ということで、①から⑦まで課題・リスクを整理しています。右側のピンクのところは、

それぞれの課題に相当する施策が書いてあります。これにつきましては、前回資料等でも

記載されておりますので、この場では説明いたしません。 

 課題・リスクの認識の下から右向きの矢印がありますけれども、これは個別の施策の実

行だけではなくて、全体としての制度、仕組みの見直しが必要だということで、24年度は

ガバナンス強化が図られました。事業目的に沿った組織体制や理事会審議事項の見直し、

本部等への権限委譲、それから予算執行のマネジメント強化といったことをやりまして、
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それが上のほうの施策の実行をコントロールするという形になっております。こうした形

でもって内部統制の充実強化が図られたということでございます。 

 また、ガバナンス強化につきましては、プロパー職員のタスクフォースの編成でもって

検討されたことが特徴的かなと思いますし、また、理事長のリーダーシップのもとでｉパ

ス普及、それから広報活動は、全員参加型の取り組みということで評価できるのではない

かと思っております。 

 次に、シート７からは業務・経費の効率化であります。 (1)試験勘定業務費ですけれど

も、これは大分説明されてきましたので、ここでは省きますけれども、感想としては、自

助努力もかなり頑張っておりますけれども、ぎりぎりのところに来ているという感じがし

ております。 

  (2)超過勤務時間の低減状況であります。低減傾向にはございます。平成24年度はちょ

っとはねておりますけれども、これは中計最終年度業務とか独法統合対応といった特殊要

因によるもので、全般的には低減傾向にあると考えております。 

 次の８ページ目は経費についてであります。これまであまり報告されてこなかった経費

の調査結果であります。①フロア賃借料、②会計監査外注費、③コピー紙の年間使用量、

ペーパーレス化ですが、右側のグラフにありますように、低減が明らかであります。④と

して、公用車も２台から１台に減らすということを決めております。 

 次に、９ページは、新たな評価項目で監事監査報告書の機構内活用というのがあります

ので、記載しました。常勤監事は主に実務面を見ておりまして、①から⑤まで監査結果や

監事意見等で表明しまして、機構内で活用されたかなと思っております。非常勤監事は、

管理会計の高い学識と豊富な監査役キャリアに基づきまして、大所高所から経営に資する

有益なアドバイスを受けたと思っておりますし、特に平成24年度は、ＫＰＩについて、役

員、幹部職員へのレクチャーを実施してもらい、３期中計からのＫＰＩ導入が促進されて

おります。そのほか契約監視委員会の委員長としての指導、会計監査人との連携強化を図

っていただいたと思っております。 

 最後に、10ページがまとめでございます。１項から３項は、これまで述べてきましたと

おり、会計監査上も業務監査上も問題は認められません。 

 ４項は、今後に要望する事項という形で書かせていただきました。①は試験勘定の改善

であります。先ほどの説明にありましたように、さまざまな努力もしております。それか

ら、自助努力としてのコスト低減も厳しくやっておりました。それでも厳しい状況にある
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のではないかと思っております。先ほど、受験料見直しの話も出ましたけれども、そうい

った機構単独ではできない抜本策の検討が必要ではないかと思います。 

 ②としましては、一者応札防止で、特に２ヵ年連続の一者応札防止の取り組みを引き続

きお願いしたい。 

 ③は、特にプロパー職員の能力、モチベーションの向上、これは色々施策を講じてやっ

てきていただいておりますが、引き続いてこの辺もよろしくお願いしたいということでご

ざいます。 

 私からの報告は以上でございますが、櫻井監事から追加等、ご意見がありましたらお願

いします。 

○櫻井ＩＰＡ監事  非常勤監事の櫻井でございます。 

 今、財務報告と試験をめぐる問題点の指摘、それから監事報告をお聞きになって、非常

に簡潔に、しかも今までにないやり方でやられているということを恐らく皆さん一様に感

じられたと思うのです。実は私もそのとおりで、かつて、前の理事長の時は随分苦言を呈

して、みんなの前で苦言を呈するわけにはいきませんから、今度同じようなことをやった

ら許しませんよとか、こんなことも何回かいったことがありましたけれども、今は全くそ

ういう必要性はないところであります。 

 現在、ＩＰＡの状況を考えてみますと、どうしてもコストカットが必要である。それか

ら、収益の増大が必要である。もう１つは、ＰＲしないといけないという時期にかかって

いまして、それにちょうどいい人材が当たったなというのが私の率直な感想であります。 

 今まで会社の監査役を４社ぐらいやって、監事もこれで３つ目なのですが、やって感じ

るのは、変な組織だと物すごく大変なのです。しかし、ここのところ非常にありがたいな

と思っています。 

 ただ、もちろん全くリスクがないわけではないのです。例えば、一番大きなリスクは試

験制度なのですが、これも先ほどちゃんと先を見越して、色々な手を打っていただいてい

る。理事長を初めとして、受験生を増やす方策、それから試験委員の日当の減少は私はあ

まり賛成ではなかったのですが、こういうしにくいところも随分大胆にやられたというこ

と等があります。あと、もちろん地域ソフトウェアセンターの問題、これまで引き継いで

きた負の遺産なのですが、赤字を出す可能性もあるかもしれないし、さらに、今は予見で

きないですが、特にセキュリティの問題でやられる可能性が非常に高いと思っているので

す。そういうことがあるにしても、現時点では相当色々なところに配慮してくれていると
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いうのが私の印象です。 

○松山分科会長  ありがとうございました。それでは、ご意見、ご質問ございましたら

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○太田委員  すごく細かい話で恐縮なのですけれども、随意契約、入札、それはいいの

ですが、昨年度初めて発注したもので、３つぐらいの自治体に日本語基盤の実証実験のた

めに数億ずつぐらい充てたと思うのですが、あれの妥当性というのは、監査のほうではあ

のぐらいの金額がかかるものなのか判断があったのですか。 

○下村ＩＰＡ監事  まず、田代さんから説明してもらったほうがいいかと思います。 

○田代ＩＰＡ参与  全部で１億円ぐらいです。文字情報基盤の実証実験を行いまして、

これは提案公募型で、提案をいただいたところを複数採択するという形で行っています。

この採択に当たっては委員会を作りまして、その委員会の中できちっと議論して、順番を

つけて、それを採択していくという形をとっております。それから、でき上がる過程にお

きましても、厳密に色々とチェックしまして、中身に間違いないものができてくるように

いたしまして、実際、期待した効果が上がったと思っております。 

○太田委員  金額の件は失礼しました。結局、一言でいうと、発注額は人件費？ 

○田代ＩＰＡ参与  そうですね。 

○太田委員  ベンダーに全部発注しているのだろうけれども。 

○田代ＩＰＡ参与  ええ。外に発注しまして、ソフトウェアを作ってみるとか、文字の

一覧、文字を同定しまして対応表をつくってみるとか、実際それをテストするための人件

費。現場となっているのは自治体ですけれども、自治体には一切お金を払っていませんの

で、その実施者のほうにお支払いしているという形をとっております。 

○太田委員  今もお話しありましたけれども、結局、文字基盤は実用化について有効性

があったという判断でいらっしゃいますか。 

○田代ＩＰＡ参与  そうですね。 

○太田委員  あと、課題がまだあるのかどうか。 

○田代ＩＰＡ参与  １つは、事例をつくって皆さんにお見せするというのがまず大きな

目的でございました。これに関しては非常に有効だったと思います。その後、無事、今度

閣議決定された世界最先端IT国家創造宣言の中でも、国のシステムを構築する時は文字情

報基盤を原則採用するということで書いていただきました。そのような決定に向けての１

つの大きな基礎になったのではないかと思います。 
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○太田委員  では、今年度はもうそれを発注しなくても、３つの都市で実証実験が終わ

って、まさに本格的に運用するというステージに入ったということですか。 

○田代ＩＰＡ参与  そうですね。実際、製品化などもされていまして、特に富士ゼロッ

クスシステムサービス株式会社での戸籍のシステムなど、これまで戸籍のシステム内部の

文字コードは非公開だったものですから、ほかとつなげないというの問題があったのです

けれども、文字基盤の一覧表を使うことによって、秘密を秘密に保ったままでちゃんと外

とつなげることができるようになりました。そういうのが製品化されたり、日立も参加し

たのですけれども、日立公共システムエンジニアリング株式会社からも文字を検索するよ

うな基盤のシステムが製品化されたりとか、あと、実証実験に参加していませんけれども、

マイクロソフト株式会社から、（IPAの提供する）異体字にネイティブで対応するというオ

フィス2013が出されまして、あと、古いバージョンのオフィスに関しても異体字に対応す

るためのアドインパッケージを出されました。そういうことで、業界などが非常に積極的

に動き始めたということもあります。 

○太田委員  ありがとうございました。 

○松山分科会長  ほかはございませんでしょうか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ありがとうございました。以上で議題の２を終わらせていただきまして、本日のメイン

でございます議題３に移らせていただきます。 

 平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績評価ということでございますけれども、

それを行います前に、例年どおりでございますが、被評価者であるＩＰＡの方々には一時

退室していただきまして、また判断が出ましてからお呼びさせていただくということで、

よろしくお願いいたします。 

 

（ＩＰＡ関係者退室） 

 

○松山分科会長  それでは、始めさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、各委員のご審議の参考にしていただくための評価資料を配っていただいて

おりますので、資料の確認をお願いできますか。 
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○村上情報処理振興課長補佐  評価用資料１、２、３、４とお配りしておりまして、１、

２が平成24年度、３、４が第２期中期目標期間でございまして、各委員からいただきまし

た評定及びご意見をそれぞれまとめたものとしておりますので、こちらを参考にこれから

ご議論いただければと思います。 

 以上です。 

○松山分科会長  よろしいでしょうか。色刷りで赤系統のものが24年度、青系統のもの

が中期計画期間という形の色分けをしていただいているので、わかりやすいかなと思いま

す。 

 それでは、まず最初に、赤系統の24年度の業務実績評価について、評価資料１と２でご

ざいますけれども、ご審議いただきたいと思っております。いつもこれをやらせていただ

く時、上から順番にということではなくて、決められるものはさっさと決めてしまいたい。

逆に、議論があるところをしっかり議論させていただきたいと思っておりますので、申し

わけございませんけれども、ちょっと順番を変えさせていただくことになろうかと思いま

す。 

 資料１を見ていただきますと、これが全体のＡ、Ｂ、Ｃの総合評価も含めまして項目別

になっておりまして、評価項目１から５を１個ずつやっていくということで、総合評価は

自動的に計算される形になっております。 

 まず、一番最初、情報セキュリティ対策強化を見ていただきますと、太田委員がＢ＋、

ほかの先生はＡということで、中期計画を超えて、しっかりよくやっておられるという形

になろうかと思うのですが、先生方からいただいている詳細なコメントは資料２を見てい

ただければと思っております。 

 個別的に色々な項目での評価理由を取り上げていただいておりますが、ほとんどの先生

はポジティブに、よくやっていると。要するに、計画を超えてやっているところは見受け

られるということで、どの項目を大きく評価するかということはまた別でございますけれ

ども、そういうところでは一致しているのかなと思いますが、太田委員、Ａにならなかっ

たというのは。 

○太田委員  前回のこの会議に出ていないのですけれども、文言が「おおむね」から

「着実に」ということで、鮮明になったわけですよね。そういった本当にしっかりやって

いるという意味では、いつもと同じＢというよりも、おおむねから着実にということで、

まさにＢ＋だと思うのです。 
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 どうしても過去の評価なのですけれども、やはりこれからセキュリティのところはすご

く大事で、すぐ将来のことばかり話してしまうのですが、もっともっと年度計画を上回る

ようなパフォーマンスがほしいという期待感を込めて、もっと着実にというところで、改

めてＢ＋という判断です。 

○松山分科会長  表を見ていただきますと、ほかの先生方も色々な形で評価していただ

いているのですが、１つ、私個人として考えておりましたのは、いわゆるスマートフォン

等々を含めて、一般国民の方々のところまでかなり踏み込んでやられているということの

広がりの一方と、もう１つは名前を忘れたのですが、標的型云々という話でクローズなと

ころで、産業基盤を守るという非常にかけ離れたところなのですが、そういう非常にワイ

ドスコープのところでやられているのは、なかなか適切に活動されているかなと思ってお

ります。情報セキュリティに関して、何か追加的にご意見。はい。 

○太田委員  先生もおっしゃいましたけれども、Ｊ―ＣＳＩＰのところも、実際の情報

共有ということのキーワードしかみられなくて、それはＩＰＡにいうのも酷なのですが、

Ｊ―ＣＳＩＰというのは、本当に有効性があるのか。つまり、情報共有の場として、形と

して作ったかもしれないけれども、内閣官房の情報セキュリティセンターの中では位置付

けされていない。あちらは業法のほうだけの重要インフラしかカバーしていない。その場

は作ったのでしょうが、色々なことをやってもなかなか公開できないということだったの

ですが、評価する側としては、やはりみえないということで、何が効果なのかということ

がはっきり示されなかった。場を作るエビデンスだけなのか、それがみえなかった。 

○江口情報処理振興課長  ちょっと補足をさせていただきますと、今年に入ってから運

用が始まってちょうど１年経ったものですから、その中でどのような情報共有がされたの

か、またそれによってどのような防御ができたのかというようなことをまとめて情報共有

をして一回一回みんなに共有するということにはなりませんので、１年間の実績としてこ

ういう効果があったというようなことについては、プレスを含めて公表させていただきま

した。これは先生から、Ｊ―ＣＳＩＰで単純にやるのではなくて、その効果を広くきちん

と共有していくべきだというのがありましたので、そういうことなどもやらせていただい

ていますので、ちょっとそこだけ補足させていただきます。 

○松山分科会長  数の上で参加者も広がりをみせているということは、関連企業の中で

も情報共有スキームに関する一定の評価というか、だからまた新しく入っていこうという

ようなことが着実に広がっているのかなということ。 
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 私自身は、ＩＰＡさんがどういう立場でやるかというはなかなか難しいところがあるの

ですが、さっきの文字情報もそうですけれども、やはり公的なところがかなめになって、

コーディネーター、オーガナイザーをやることによって、社会が一歩、二歩進むというこ

とがあるので、それはＩＰＡさんのお仕事のスタンスとしてはいいことなのかなと思った

りしているところです。 

○上村情報セキュリティ政策室長  今、江口課長と分科会長がおっしゃったとおりなの

ですが、数字でいうと 246件の情報の報告がございました。 

○太田委員  Ｊ―ＣＳＩＰの？ 

○上村情報セキュリティ政策室長  はい、Ｊ―ＣＳＩＰです。では、例えば三菱重工さ

んとか、同じマルウエア等について報告があると１件とカウントしますので、実質的には

 160件分であります。ただ、これはかなりの数だと思います。米国でも 200件ぐらい毎年

ある。大体同程度が初年度から出てきたということ。 

 そして、参加した方々も、ＩＰＡがハブになったことによって、密度の高い、質のいい

情報が迅速に来ている。自分のところでももらった情報をもってチェックをすると、同じ

ようなメールが来ていたとか、通信先というのがあります。 

 そして、25年度、今年度に入ってからになってしまうのですが、茂木経済大臣が米国出

張等の時にも、件数等については公表した分については説明をするような場も設けてござ

います。 

 もう一点、昨年の暮れになるので、ちょっとタイミング的には前回の分科会に間に合わ

なかったと思うのですが、ＮＩＳＣのもとのセプターカウンシル、経済産業省以外の重要

インフラが関係しているものがあるのですが、そことＪ―ＣＳＩＰを連携しましょうとい

うのが動き始めております。ただ、まだ始めたばかりなので実際の情報はこれからなので

すけれども、そういう努力をさせていただいているところであります。 

○太田委員  そうやって国全体の安全保障等をＩＰＡに絡めていうと、やはりこれから

もサイバーセキュリティのところできちっとビルトインしていかないと、一生懸命やって

いるのかもしれないけれども、何かみんなばらばらというところがある。 

○宇野委員  年末か今年の最初の時にそういうお話をして、全体としてはどういうしつ

らえで、ＩＰＡがどこの位置づけみたいなことは、一応整理してもらったのです。ここに

は色々なところがかかわっているので、ＩＰＡはこの分野みたいなことはとりあえず整理

されて、その中でいうと、情報共有というのは私的には十分役割を果たしたのかなという
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気はしています。 

 今、まさに民間企業でそういう立場になったので、民間企業はどうなっているかという

と、Ｊ―ＣＳＩＰみたいな情報共有のスキームのところはみんな一生懸命参加するように

なっていて、次、もうちょっとプロアクティブに対策を打つみたいなところに今だんだん

関心が向かっているので、国全体としてもＩＰＡがやるのか、多分色々なところがかかわ

るのだろうと思うのですけれども、そういうスキームが要るのかなと。 

 もう１つ、ここにも書きましたけれども、モバイルというところでいうと、一人一人の

スマートフォンなどのセキュリティということもあるのですが、前からいっているように、

例えば位置情報みたいなものの利用ルールとか、放っておくと全部がさっとアメリカに抜

かれていってしまうような危険な気もする。何かこの国でのルールみたいなものを早くつ

くらないといけない時期なのではないかという気がします。これはＩＰＡがやることかど

うかはよくわかりません。 

○松山分科会長  そこはセキュリティというのか、著作権ではないけれども、プライバ

シーに近いような話との切り分けをどうやるかという話がずっとあって、肖像権とかプラ

イバシーとか、そこにかかわることをＩＰＡがやるのかというところは以前から同じよう

な議論があって、なかなか突っ込めていないというのは事実ですよね。 

○宇野委員  ＪＵＡＳというユーザー協会で話をしていると、日本の企業はみんなヘジ

テイトしていますよね。これは何かやらないと、とられ放題のような気がするのです。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、一言だけ最後に補足させていただきます

けれども、太田委員のコメントの中で、日本全体をどう防御していくか。ＮＩＳＣを中心

にという体制の中で、ＩＰＡはその役割を果たすことになるわけですけれども、そういう

意味では、先ほど上村からの話にもありましたが、他のセプターといって重要インフラを

扱っている。一言でいいますと、例えば経済産業省所管業種以外の金融、ほかも色々ある

わけですから、そのようなところといかにＪ―ＣＳＩＰを連携させていくのかというもの

も課題で、既に動いております。 

 さらには、第３期中期目標の中には書いていますけれども、Ｊ―ＣＳＩＰに参加するグ

ループ、ＳＩＧ（Special Interest Group）と呼んでいますけれども、その数を倍増させ

ることを目標にしていまして、これは経済産業省が新たに第３期に目標を与える時に、経

済産業省以外の部分も含めて、我々としてＩＰＡでお手伝いできるところはきちんとやっ

ていくということで、そのような働きかけも始めていますので、引き続き頑張ってまいり



 

- 17 - 

たいと思います。 

○松山分科会長  ありがとうございました。色々ご意見等あると思いますけれども、一

応、評価といたしましては、情報セキュリティ対策強化に関しましては、Ａということで

大体そろっているのではないかということで、とりあえず仮置きを含めましてＡとさせて

いただきたいと思います。 

 次に、割と皆さん合意がとれているのが３番のＩＴ人材育成の戦略的推進。これに関し

ましては、私がＢ－で、阿草先生がＡで、あとはまあまあ確実にやっているということで、

平均するとぴったりＢという話になってしまうのですが……。 

○太田委員  すみません、Ｂ－です。色々な理由があるのでしょうけれども、やはりＰ

Ｌのボトムラインに、赤字の大きなところは試験勘定だということで、色々な理由がある

のですけれども、数字がもう明らかになっていますので、Ｂ－に訂正します。 

○阿草委員  今のお話は、試験というのは手段であって、その参加者ではなくて、そこ

のフレームワークをきっちり運用することが大事というようにはならないのですか。今の

話は、減ったら必ずマイナスと聞こえてしまう…… 

○太田委員  ずばりそういうことですね。事業をして、自己収入というところが１つの

評価ポイントであれば、結果、数字が全て物語る。 

○阿草委員  それは業務とか財務の話であって、今の話は人材育成のやり方、ＣＢＴを

やったらいけなかったのかどうか、そもそも間違った方向の人材育成をやっているという

のなら、私もペケでいいのですけれども、今ここで何をつけるかというと、人材育成のス

キームを上げるために何を努力しましたかであって、それは極端に言えば、結果が出なか

ったら全部だめなのか、スキームとして努力して、新たなことを一生懸命チャレンジして

いるからしばらくは下がるかもわからない、後から上がるかもわかりませんよね。その努

力を評価するのか、最初の上下だけで議論するのかが一番大きくて、もちろん私も迷った

ことは確かなのです。私にしては、今年Ｂが２つあるのは、私はいつも大体Ａなもので。

 だから、私は、試験制度がＩＴ教育かということにも、ＩＴ人材の教育すら本当は疑問

かもわからないのだけれども、それが減ったからという意味ではなくて、突出した人材を

単に発掘だけでなくて、その後、３期に結びつけるための努力も進めてきたと。いわゆる、

単に、あなたはすごいとほめるだけではなくて、それを産業界に引っ張り上げるまでの努

力をしているかどうか。中小企業のサポートもちゃんとやっているとか、やはり試験さえ

やっていればいいのではないという意味で……確かに私もＢで迷いました。だからＢで反
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対することはないのですけれども、現実問題として、例えば、私は財務でＢをつけてしま

っていますが、これは、ソフトウェアセンターの問題がある。ただ、これは絶対逃げられ

ない。でも、これは解もないのです。そういうかわいそうなところをどうするかというこ

との総合も働いたことは確かです。ここをＢにしてしまうとＢになってしまうのではない

かと。それは避けたいというのが本音です。 

○太田委員  では、本当に情報処理技術者試験そのものがニーズに合っているかどうか

という提案があればいい。また戦略的スキームの次に向けてツール論でやるのではなくて、

本当にこれは、実はそういうツールがだめというのもあったけれども、プラス世の中に合

った試験をやっているのかどうかという検証は戦略的スキームの中に入ると思うのです。

それを提案してくれれば、そこのところはもちろん最後のボトムラインでマイナスになっ

ているかもしれないけれども、そういうことも戦略的推進の１つではないかと私は思って

いるのです。 

○宇野委員  私もとても迷ったのですけれども、中期計画などを見ていたら、別に人数

をどうこう、維持する、増やす、そういうことは何も書いていなくて、要はＣＢＴに移行

するということしか書いていないのです。もともと計画にないものについて評価するのは

アンフェアだと思ったので、だからといってＡにしていませんけれども、それはきっと違

うと思うのです。それだったら最初から中計で書かれないとおかしいので。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味もあり、第３期のところについてはＫＰＩをき

ちんと設定するということで実施させていただきました。まさしく今の反省点ということ

でやらせていただいています。 

 私が説明するということではないのですけれども、数が減ってしまったというのは、色

々な意味があります。ＩＴ技術者のそもそもの採用の数が減ってきているのも事実です。

そういう中で、それに対する対策として、これは財務とか業務運営から効率化というとこ

ろにつながりますけれども、例えば、試験業務の経費を年間２億円近く削減するという努

力もしています。赤字の幅を縮小する。さらには、すぐにはつながりませんけれども、次

への人数を増やすということでは、これも理事長自ら先頭に立っていただいて、ＩＴパス

ポート試験というものをどう使ってもらうのか、どう使うと企業にとって役立つのか、学

生側から見ても役立つのかということで、実際にこの説明にもあるような活動などもして、

それに賛同いただける企業、また大学も出てきているのも事実でありますので、数が減っ

たということがあっても、あり余るというとちょっといい過ぎかもしれませんけれども、
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一定の業務ということでは実証していただいたのではないかと思っています。 

○太田委員  もちろん２億数千万のコストダウンは多とするのですけれども、目標はそ

の時に私たちがきちっとそれを発言しておけばよかった。それ以外は評価できないという

のは、時代とともに変わるからどうなのですか。その辺は、数を増やすという目標がない

から、それは減ったから評価しないという姿勢というのは、正直ベースどうなのだろう。 

○宇野委員  もしそうだとすれば、正直ベースでいうと、目標を書くのであれば、それ

以外のところ、例えば数が減ったから問題だというのであれば、それを自由にできる裁量

の余地もない限り、リカバーの必要もないということもあるわけです。だから、あらかじ

めないものについて、減ったからバツだというのは、ちょっと乱暴ではないかと私は思い

ます。 

○太田委員  それは３のところでやるのか、財務内容でやるのか…… 

○宇野委員  財務内容。 

○太田委員  では、その項目については色々意見があると思うのですけれども、自己収

入の増大というのは目標にあるのでしょう。 

○阿草委員  あります。それと人材育成が本当に絡んでしまうかどうかという、どこの

項目でどういう点をつけたかという議論が…… 

○江口情報処理振興課長  人材関連の施策として見た場合にというと、ここで評価をす

るよりも削るということがあり得るかもしれないということかと思います。 

○宇野委員  財務内容としてはそうかもしれないですね。 

○松山分科会長  課長もおっしゃいましたけれども、第３期に関しては、やはり中期計

画の段階で具体的数値目標をちゃんと明記しようということになったのです。それは逆に

いうと、第２期の時はどちらかというと定性的な目標、計画をやりましょうということで

きていた。もう３期になっているのだから、具体的に業務に関して明確に、中期計画当初

から数値として掲げて、それをやれというような形に、ようやくといったら怒られるので

すが、３期になって変わってきたというプロセスがあります。 

 宇野委員がおっしゃるように、第２期の時の中期計画は、まだそこまで踏み込めていな

かったというのも事実で、計画を書く段階でＣＢＴがちゃんと立ち上がるのかどうかとか、

会場の手配等々を含めて、うまく展開できるのかということもある中で目標、計画を立て

ていますので、それで数を入れるというのは、そこまではできなかったので、とにかく定

性的にＣＢＴはやるのだという形の計画目標になっているというのがこれまでの経緯にな
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ろうかと思います。 

 それで、私がＢ－をつけさせていただいたのは、受験者数がマイナスだったからいって

いるのではないのです。今、財務的にも人数的にも、大学などを回ってリカバーのために

一生懸命やられていますよね。でも、これを始めたのは23年11月なのですよね。やる時か

らわかっているのです。だから、逆にいうと、彼らは数字を見て初めて慌てふためいてと

いう形で、今どたばたやっているというのが現実。私からいうと、いや、それはＣＢＴを

やれといわれたからやっただけなので、彼らはＣＢＴに関する戦略的推進は考えていなく

て、やってみたら、ふたをあけたらすごいことになっていたという。それはおかしいとい

うので、業務の遂行方式、ＣＢＴの業務に取り組む姿勢のところで、やはりおおむねよろ

しいという意味で私はＢ－かなという気持ちなのです。 

 だから、私は、数字が悪いからというよりも、数字を受けてやっている話は当然予想の

範囲だったのに、どうして24年度の間にそこまでの努力がもっとできてこなかったのかな

というところがよくわからない。だから、年度評価をしめた後での話になっているところ

がちょっと気になったのです。そのようにご理解ください。 

○宇野委員  あまり時間をかける気はないですけれども、ＣＢＴにすると減るというの

は、想定されていたのですか。 

○松山分科会長  はい。彼らは最初からそのように認識を持っていた。 

○江口情報処理振興課長  いや、そこはＣＢＴにすると受けやすいから増えるだろうと

いうような思いもあり、他方で、色々な委員会とかに出ていると、そのようなことをする

といつでも受けられるようになるから、先送りして、数が減るのではないかという指摘も

中にはあったということかと思います。 

○松山分科会長  そういうＣＢＴとは何かとか、試験制度をＣＢＴでやるところの意義

とか、それをうまく離陸させるとか、そういうところに少し詰めの甘さがあったのかなと

思ったりしているという気持ちで、Ｃというほどではないのですが、Ｂ－ということにな

っておりまして、阿草先生のお気持ちもあって、基本的にＡはないと。決定的に何か問題

があったというＣでもないというので、Ｂかなと。Ｂの中で色々幅があり得るとは思いま

すけれども、プラスもマイナスもつけようがないので、ここはＢだろうと思っております。

とりあえずそうさせていただきたい。 

 次、今もお話ししましたが、５番、財務内容に関しまして、先ほど監事さんの報告もあ

りましたけれども、皆さん試験勘定の話をリファーされるのと、過去からの負債というわ
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けではないのですけれども、経緯できている地域ソフトウェアセンターの問題というのは

ずっとつながってきている。改善はしていますということにはなっておりますけれども、

Ａではないという話で、皆さんこれはきれいにそろってＢということ。着実に努力はして

いるということだと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしゅうございますでしょ

うか。 

 試験勘定は、単年度でやると赤になってしまっているわけですけれども、そこに関して

も、決算の結果の問題なので、財務オペレーションとして何かトラブルがあったとかとい

うことではないと思っていまして、あえてＣということになるとも思っておられないのか

なと思っています。 

 それで、戻りまして、ここからが本格的バトルになりますのでよろしく。まず、２番、

ソフトウェア・エンジニアリングの推進。同様でございますが、業務運営の効率化もＡ、

Ｂに分かれております。私の個人的考えからいうと、すみません、２番といいましたけれ

ども、４番からさせていただきたい。業務運営の効率化。ＡとＢが半々なのですが、申し

わけないのですが、ちょっと私、資料を見落としていまして、Ａに変えさせていただきた

い。 

 これは、実は先ほど予習をさせていただきまして、宇野委員の評価表だったと思うので

すが、コメント…… 

○江口情報処理振興課長  ５ページになります。 

○松山分科会長  基本的には第３期中期計画を立てるのに向けてなのですが、業務の総

ざらいをやっていただいたのです。宇野委員に書いていただいたように 103事業を36、ま

さしくこれはそういうことでございまして、覚えておられると思いますが、今年初め？ 

○江口情報処理振興課長  12月末ですね。 

○松山分科会長  色々議論をしていただいた。実は私、それを経済産業省の経産省独法

委員会でも話をしましたので、勘違いしていて、去年の業務評価だと思ってたのです。経

産省独法委員会で話すのは年１回くらいだから、それはおととしの話でしょうと思ってい

たのですが、いや、そうではなくて、今年でしょうという話で、確かに宇野委員のところ

をみたら、ああ、そうだと。それで、資料をみたらそうなっていると気がつきまして。あ

れは、ＩＰＡさんは期末ということがあったのですけれども、かなり本気で業務の大々的

チェックをやっていただいたというのは、特筆すべきことだと私はもともと思っておりま

した。多分、それを具体的に書いていただいているのは宇野委員だけだったような気がす
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るのです。 

 私が見落とした理由は、実は、経済産業省から送っていただきましたエクセルの項目表

にはないのです。どこにあるのだというと、紙で配られた24年度の業務の要点というとこ

ろに上がっているということで、私はエクセルしか見ていなくて、さっきも見直してみた

のですが、数字は載っていないし、どう見てもそう読めるような文書ではないということ

があるのです。ただ、事実としては、宇野委員に書いていただいているような形で棚卸し

をやっていただいて、自己評価的なことも含めてかなり見直していただいたということは

評価してもいいのではないかと思って、すみませんが認識が全然違っていましたので、Ａ

に変えさせていただきたいと思います。 

○太田委員  この辺は難しいところで、企業の場合、総人件費抑制とか総経費何％カッ

トという中でやることの当たり前のことなのです。それからいえば、着実にやっていると

いう判断です。普通、企業だったらそうです。総人件費をどのくらい下げなさい、総経費

はこのぐらいですと。シーリングをかけますよね。それでやるのは…… 

○松山分科会長  経費の問題ではなくて…… 

○太田委員  いや、結果プライオリティーをつけていくということは、経費の問題にな

ってきますよね。企業にとってこれは普通の作業ですよ。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味でいくと、経費の部分についても、特に人件費

の部分についていくと、ここの部分は初期に比べて６％減という目標を立てています。そ

れに対しまして、給与の特例法で給与カット等々をしている部分はありましたけれども、

それを踏まえて二十数％削減したというのは、企業にとっても二十数％削減というのは、

数字的にもかなりの額で削減できているという評価をしていただくことができるのではな

いかと。コメントの中に書いていただいている先生もいらっしゃると思います。 

○松山分科会長  でも、私はちょっと違って、経費は経費であるのですが、経費の問題

ではなくて、これはもともと申し上げてきていますけれども、ＩＰＡさんの一番大きな体

質上の問題がありまして、それは協会の時からずっと積み重なってきているというのがあ

るわけです。それをここに挙げていますように、業務としては３本柱にしているわけです。

そういうレベルは毎年やるし、その項目はあるのだけれども、やっている業務を 103ぐら

い挙げていただいて、あの中には、私もよく覚えていませんが、何でこんなのをやってい

るのと思われるようなものも、これまでやってきたからとかという話もずっとあるわけで

す。だから、あれは協会の時代から綿々とやってきた色々な業務を、とにかく第３期にい
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くということで、みそぎをやりましょうということをやられたと思っているのです。だか

ら、項目の細かさを私は評価したいと思っているのです。 

 結果として、この業務はやめますというので、第３期、今年度また運営費交付金が減っ

ているということもあるのですが、やはり私は、ＩＰＡさん自身があそこまで踏み込んで

リストアップされて、当然、これは一個一個担当者がおられるわけですから、よく整理さ

れたなというところは大いに評価したいと思います。お金、コスト、事業費、人件費とい

うのは結果であって、目標として、そのためにやったからいいといっているつもりはない

のです。 

○太田委員  あと、私も書きましたけれども、そういった全体的なところよりも細かい

ところで、一番目、ＰＤＣＡサイクルに基づく継続的な業務運営の見直しの中で、ここで

は業界の人の話を聞いているのかもしれないけれども、一般の人たちの声を聞いているの

かが不確かでした。まさに継続的な業務運営の見直し、今までと同じようにやっています

みたいな感じ。今回、これを読む限り、本当に市井の人に聞いているのかと。引き続き国

民のために資するということが前提とすれば、そういった見直しを本当にしているのです

かと。今の先生のお話、マクロよりもすごくミクロなところをつつくようですけれども、

本当にそういう意識があるのですかというところは今回みえなかったです。 

○江口情報処理振興課長  ここには 100者ヒアリングのことも書いてあって、一般市民

がその中に入るかというと、一般市民の方に 100者ヒアリングと同等の形というのは難し

いところはあると思うのです。そういう意味では、インターネットを利用している。これ

は一般市民の方々にもＩＰＡの認知度がどうなっているかとか、ＩＰＡからの情報発信は

どう使っているのかというようなことも徐々にやり始めている。それで完璧だという気は

ないので、どんどん改善していくべきだと思いますので、そこについては引き続き取り組

ませていただきたいと思うのですが、 100者ヒアリングは特に企業の方だけから話を聞い

ているわけではないということだけ補足させていただきます。 

○太田委員  普通の人にも聞いているのか？ 

○江口情報処理振興課長  いや、 100者ヒアリングの中では企業等々が中心になります

けれども、インターネットとか一般市民の方々からＩＰＡの認知度の評価とか、そこら辺

は既にやっていただいております。 

○上村情報セキュリティ政策室長  あらゆる側面を捉えて、セキュリティに関してＩＰ

Ａとして何ができるのかという意味で、少し広目に考えた場合には、まず、やはり企業と
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か産業界にとって何かというのは１つの大きな柱ではあるのですけれども、例えばポスタ

ーコンクールとかは、色々な小学校に担当者が回っていって、先生方が子どもにどう伝え

るかがあり、色々悩んでいる実態も踏まえた上で、その出口は今のところポスターコンク

ールです。 

 あと、大学生について言うと、セキュリティのソフトウェアの、私も今すぐ正確に名前

を思い出せませんけれども、まず、大学生が大学で授業にも使えるような仕組みを作った

りもしているのです。これは結局、大学生があまり高度なセキュリティのデバッグという

か、何かのソフトウェアの検査をするシステムは高過ぎて使いにくい時に、では、大学の

現場で使う時にわかりやすいものという意味では、大学の先生経由の話にはなるのでしょ

うけれども、そういう意味でのチャネルもあったりする。これをもう少ししっかり、さっ

きの視聴率の話もありますので、俯瞰をしていかなければいけないというのは、確かに心

してやるべきだと思うのです。以上、そういう取り組みもございます。 

○松山分科会長  阿草先生、いかがでしょう。 

○阿草委員  やはり難しいのが、Ｂが前より広がった感じがするので、前は、着実とは

いっても、目標よりちょっと上でもオーケーみたいな話が、今度は着実にやっていると目

標が広がった感じで、半歩ぐらい出てもＡをつけたらいけないという感じがすごくしてい

るのです。でも、業務運営の効率化という意味を一番端的にみるのなら、いわゆる人件費

であるとかオーバーヘッド、運営費交付金をもらったのをどれだけ仕事に回せるかという

ところを見ていると、最初からここはずっとＡでもいいぐらい物すごく順調ですよね。Ｉ

ＰＡさんは人件費の絞り方もすごいし、競争入札の採用もすごいのだけれども、去年と同

じロジックだったらＡなのですが、今年は着実にというのが私にはすごくひっかかって、

みんなが６％、７％だったら、普通だったらすごいねといってあげたいのに、着実にとい

ったら、１、２％はそんなものかという感じがしていたのでＢにしました。 

○松山分科会長  それは私も同じで、だから私がちょっと抵抗させていただいている理

由は、先ほど申し上げたとおり、定性的な問題にすぎないではないかといわれたらそうか

もしれないのだけれども、業務の棚卸しはあそこまで毎年やる必要はないのだけれども、

前年度の非常に大きな業務改善イベントを達成されて、スリム化をやられたという意味で

の話が大きいかなと思っているのです。 

○阿草委員  でも、今の話で、棚卸しして今年も減ったのですか。 

○江口情報処理振興課長  減りました。事業としては減っています。 
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○松山分科会長  だから、あれだけ徹底的に見直されたという…… 

○阿草委員  そうすると３分の１ぐらいの費用になってもいい。費用がほとんど下がっ

ていないのはどういうことでしょうか。 

○太田委員  しかし、考えてみれば、宇野先生が指摘しているけれども、ＩＰＡ側から

これについてあまり聞いていない。 

○松山分科会長  そうなのです。 

○太田委員  だから、それはおかしい。 

○宇野委員  私はまさに企業人ですから、 100が80だったら大したことないと思います。

36ということは、本当に全部やったのだなと思ったから、すごいと思った話で。 

○阿草委員  松山先生も改善の必要があるとかというと、全部書き直してもらわないと、

一発逆転ホームランみたいな…… 

○松山分科会長  だから、私が完全に今回の評価対象になっていると想定していなかっ

た。ＩＰＡが書いていないのはおっしゃるとおりです。だから見逃す。 

○江口情報処理振興課長  正確にいうと書いてあるのですけれども、きちんと数字の部

分が出てきていなかったということで、そこはすみません。 

○松山分科会長  悪くいうと、意義を理解していないという意味でいうと、あまり大し

たことないのだという見方もある。 

○宇野委員  何ていうか、アピールがえらく下手ですね。今日のものもいったのですけ

れども、体質が全然変わったにもかかわらず何もいっていないですよね。 100何ぼとか減

っていますよね。このように構造が変わったのをなぜそのように表現しないのですかとい

うことをお話ししたのです。 

○太田委員  でも、逆にいうと、その棚卸しも遅過ぎませんか。 

○宇野委員  こういう体質なのですよ。こういう体質であるにもかかわらず36に棚卸し

したというのはすごいことをしたのです。 

○松山分科会長  でも、実際作業としては、すごくやったというのは事実だと思うので

す。それをプレゼンテーションとか位置づけするところのプロセスがちょっとまずいのか

なという感じがするのです。 

○太田委員  これは江口課長が命令したのか？ 

○江口情報処理振興課長  何をですか？ 

○太田委員  今、宇野先生が評価した棚卸しについて。 
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○江口情報処理振興課長  棚卸しは、中期目標期間が変わって第３期に入っていくわけ

ですから、きちんと全部見直しをしていかないといけない時期でもあるので、やらないと

いけないですよねと。次に何を重点化するのかというのを決めていかないといけない。そ

の時に棚卸しという話です。 

○阿草委員  ３期の時には絶対になるはずですよね。だから、今の話、この中間でやる

かどうかというのが微妙なところで、３期をやるためには、当然、棚卸しをしておかない

と。 

○太田委員  それはそうですね。ただ、ここで評価すべきかと。 

○阿草委員  私もＡにしたかったのが、何しろしたらいけないみたいな雰囲気が漂って 

○江口情報処理振興課長  そんなことはないです。 

○太田委員  着実というのはそういうことでしょう。 

○松山分科会長  いや、違います。だから、Ａにするにはそれなりの説明をする根拠を

明確に、できれば数値的背景も含めて要るというトーンでいわせていただいて、宇野委員

が書かれているとおりで、私もそれを抜かっていたことは申しわけなかったのですが、そ

ういうことになっております。 

 というので、私も普通、業務はＡにしないのですが、第３期の目標の審議をやる時に経

産省独法委員会で色々ご説明して、あの資料も持ち込んでやったのですが、正直いって、

あれだけやっている独法などございません。期が変わる時でも、ないです。ほかの委員が

圧倒されたわけではないのだけれども、ちゃんと見直しをやっているよねという感じの認

識は広く経産省独法委員会の方も持っていただいたのかなという印象もありまして、そう

いう意味で、３期に向けたからという話もあるのですが、でも、やられたのは24年度です

ということで、その実績として評価させていただけたらと思っております。よろしいでし

ょうか。 

 では、そういうことで、１人日和りましたのでＡということで。阿草先生も日和るほう

でよろしいですか。 

○阿草委員  はい。 

○松山分科会長  ということで、そこはけりがつきました。 

 最後のバトルが、ソフトウェア・エンジニアリングです。これについても３：３になっ

ていまして、さあ、これをどう評価するかというのはなかなか難しいのですが、今日は徳

田先生がおられないので、阿草先生、宇野先生から、Ａというのはなぜかご説明を。 
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○阿草委員  ちょっと書きましたけれども、１つ、我々ソフトウェアの専門家からみる

と、基本的にソフトウェアというのは見えないから評価が難しくて、作るのが難しいとい

われているのに対して、ずっとここはソフトウェアを見える化するということで頑張って

きているわけです。 

 この中で、今、世の中の動きが第三者評価、いわゆるプロセスをちゃんと評価して、き

っちり作りましょうと。プロダクトでは評価が難しいのだということは、プロダクトでい

くのかプロセスでいくのかというのは、20、30年ずっと議論があるのですけれども、それ

の１つをやり始めた。これは中期計画には多分なかった話で、そういう認証制度の動きを

始めたということは評価したい。 

 それから、文字基盤は皆さん書かれていると思います。もう一点、私が大きいと思うの

は、日本は組込みが強いのだといわれているのですが、MISRA-Cとか組込みをどう作るか

という標準が外国製だったのに対して、日本発のこういうことをやるべきだということを

働きかけて、日本がその中心に行こうとし始めたというのも、多分これも中期計画には具

体的になかったことが始まったという意味で、私はＡでいいかなと思っています。 

○松山分科会長  宇野委員はいかがでしょう。 

○宇野委員  私は、ここに書きましたとおり、文字基盤も去年はえらく議論があったの

ですけれども、ちゃんと具体化、実用化されてきた。定量的なプロジェクト、管理ツール

というのも実用が進んでいるというので、自分たちの中だけで何かの技術研究をしておし

まいというのではなくて、ちゃんと広く世の中に使えるものを出してきているというとこ

ろを評価させていただいたということであります。 

○松山分科会長  ありがとうございます。太田委員はいかがですか。 

○太田委員  ＳＥＣがなくなって技術本部になって、これからのＩＰＡの再構築といわ

せていただければ、この位置づけが非常に難しいところですよね。日本のソフトウェアの

生産性を高める、そのためには縦型のベンダーのところに横ぐしを入れる。そこまではわ

かってきたのだけれども、その後、色々なキーワードが出てくる。もちろん個別にいえば、

色々やっていると思うのだけれども、個別はいいけれども、結局、見出しは何なんですか

というところが正直ベースみえない。ですから、着実にそれぞれをやっているのだろうな

ということです。そこはこれからＩＰＡが、これを捨てるのかやっていくのかというのが

焦点になると私は勝手に思っています。 

 だから、文字基盤にしても何にしても、それぞれ着実にやっているのかもしれないけれ
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ども、着実にやっているからＢだということです。 

○江口情報処理振興課長  ちょっとだけコメントしておくと、まさしく第２期の中で色

々なガイドラインをつくって提供する、生産性を向上するというようなことなどを中心に

やってきている中で、これも先ほどの棚卸し、さらには業務がどのレベルまできたのか、

どの水準まできたのかというのもきちんと見直した上で、では、次は何をやるのかという

ところです。ＳＥＣの事業については、棚卸しをした結果として、１つは、ソフトウェア

の信頼性という問題に対してどう貢献できるか。特にさまざまなソフトウェア事故などが

起こる中で、ＩＰＡとして何をやっていくのかというのを今度の第３期できちんとやって

いこうという話。 

 もう１つは、電子政府等々に対してきちんと対応していこうということに焦点を当てる

形でやっていこうと決めたということでは、その辺のことを第３期には着実に進めていく

ということにしたいと考えています。 

 そういう中で、電子政府絡みということになると、先ほどの文字基盤のところも実証試

験をやって、電子政府の中でもきちんと使えるのだということ、さらには使っていくのだ

ということを政府の方針の中にもきちんと位置づけるとかということが今年になってから

できてきているのは昨年度の成果だと思います。 

 また、彼らは単純に作っただけではなくて、使ってもらう努力もした。先ほど宇野委員

からもお話をしていただきましたけれども、実際にそれが使えるようになってきていると

いうのは、やりっ放しということではなくて、実際に使える。やって当たり前だろうとい

うことですけれども、実際に実用化するとか、なかなかできないのも事実なのです。そこ

への貢献というのは評価できるのではないかと私自身も思うところでございます。 

○太田委員  今回、私は色々な業界団体とかに行ってみました。外から見て、ＩＰＡの

ソフトウェアの信頼性なり電子政府への貢献度が、正直あまり聞かれないのです。 

 コンピュータソフトウェア協会のパッケージソフトの品質管理というところでは、ＩＰ

Ａのガイドラインを使った実績はある。また、半政府的なところがやってくれるといいね

という、ＩＰＡに対するある程度の評価はあるのだけれども、それがすごいなというとこ

ろまでいっていない。 

 これは、これから本当にＩＰＡの立ち位置が、江口課長の大方針である信頼性なりとい

うのはわかる。この中では評価し合えばいいのだろうけれども、やはり第三者的な近場の

ところ、普通の人ではなくてそういった業界の人に聞いても、何か積極的にすごいなとい
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う声は残念ながら聞こえてこない。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味でいくと、パッケージソフトのところもＣＳＡ

Ｊなどについてみると、会員企業の中でも温度差はあると思うのです。これは新しい取り

組みですから、みんながみんなこんなことをやらないといけないのかと、はっきりいって、

認証をとったりしなくてもいいではないか、手間がかかるという人も結構いらっしゃった

のではないかと思います。 

 ただ、実際に海外などに出ていこうとかとする時に、誰が何といっても、日本以外の国

というのは、第三者がお墨つきを与えるというのは非常に意味がある。逆にいうと、それ

によって売れるというのをわかっています。協会としても、そのような文化を会員の中に

広めていきたいということで、このような制度をやっていこうと。その中でも、彼らだけ

で作るというのは当然難しいですし、その中でＩＰＡがもともと取り組んだ見える化の制

度というのをうまく使うことによって、彼らとしても立ち上げやすくなるということだっ

たのだと思います。 

 これは１社だけですけれども、今後、さらにほかの業界にも広げていく努力は今でもし

ていますので、そこはきちんと広めていきたいと思いますし、何年かたってくると、ソフ

トウェアとかのインナーサークルの方々にも、あれをやってよかったよねというようにな

るのではないかと思いますし、世界的にそういう流れになってくるのだろうと思うのです。

したがって、色々なご意見はあるかもしれませんけれども、それを先取りしたということ

では、評価できるのではないかと思います。 

○太田委員  だから、今年度以降の評価の項目かなと私は思っています。 

○松山分科会長  ここは難しいのです。あと、徳田委員は同じようにパッケージソフト

のところを高く評価いただいている。徳田委員は、文字基盤のところは書かれていません。

だから、おおむね皆さん評価されているのは、パッケージソフトウェアのクオリティ認証

という話をスタートさせたということと、文字情報基盤の成果を社会に普及させるために、

先ほど１億円の話も財務的にはございましたけれども、実際に社会に定着させるべく適切

に施策をやったというのは、作りっ放しではなくてということで、それはそれで理解でき

る。要点としては、そういうところになると思うのです。 

 その２つがＢを超えるかどうかというところの判断は、それを着実にといえばいえるし、

よくやっているといえばよくやっているしというところで悩ましいところなのですが、い

かがいたしましょう。 
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○太田委員  だから、文字基盤のところは前進かもしれない。今のパッケージソフトに

ついては、立ち上げたけれども、実際あそこの協会は先月発表しただけですよね。だから、

スタートの緒にはついたけれども、やはりマーケットの評価をみるべきかと思う。 

○松山分科会長  本当の有効性というか、社会の広がりはこれから。 

○江口情報処理振興課長  担当課長としてということになってしまいますけれども、そ

ういう意味では有効性はこれからかもしれませんし、昨年までは、当初、自分たちの物を

組み立ててやっていこう、ＩＰＡとしての制度のフレームワークをつくっていこうという

のをきちんと目標にしていました。今年度以降、ほかのところに広げていくといったとこ

ろが、逆にいうと前倒し、今年の６月にスタートですから、実証なども含めて６月にスタ

ートできる準備までをきちんとやった、サポートできたという意味では、予定を超えると

いうことになっているのではないかということで、そこは評価いただければと思います。 

○松山分科会長  私としても何ともいいがたいところがあるのだけれども、今の担当課

長の応援演説を、応援したらいけないかもしれないけれども、加えると、Ａのほうに傾い

てもいいのかなという気もしないでもないのですが、ＡＢとかというのがあったら一番楽

なのでしょうけれども、そうもいかない話なので。それで、プラス、マイナスをつけるの

もなしという世界なので、なかなか苦しいのです。 

 江口課長の今の認識ということもあると思いますので、私自身Ｂ－にしていないのは、

あえて問題点があるというように思っているわけではなくて、着実にやっているよねとい

う気持ちで、ほかの方もまあまあそういうところを評価されているのだなという話で、あ

る意味でニュートラルなのですが、といっていると決められないので、単なるいいわけに

すぎないのですが、江口課長もそのような認識をおもちだということを踏まえて、Ａとい

うことでよろしければ。あまり自信を持ってＡにしましょうというのではないですが。業

務のほうは、本当にＡでいきましょうと説得を込めてやるのですが、これは自信なさそう

な気持ちで、Ａでいきませんかという程度でいかがでしょうか。 

○村上情報処理振興課長補佐  もう１つ評価できると思うのは、まさに第２期が終了す

る際、大幅見直しをした時に、組込みソフトウェアのガイドラインというのは、実は知名

度の点でいうと、アンケートの結果を見ても、組込み企業に聞くとかなりの人が知ってい

る。使っていますというのがありまして、MISRA-Cというのは別にこっちからねじ込んだ

わけではなくて、向こうが勝手に採用してくれたというぐらいで、ここは結構成果を出し

ているということです。 
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○阿草委員  MISRA-Cは、例えばトヨタのグループなどに聞いても、参考にするけど日

本では合わないといっていたのです。それで、日本のほうがもっと組込みが強いので、こ

れがちゃんとできたというのは、MISRAも次のバージョンには入れるという話ですので、

それは評価してもいいのではないかと。あまり興味のない人にこういう話をしても。 

○松山分科会長  専門家の間ではという話になる。 

○阿草委員  中部地方では、かもわかりません。 

○太田委員  すみません、私は事実認識を間違っているかもしれない。トヨタのアメリ

カの事故がありましたよね。あれはどうなっているのですかとこの分科会で聞いたことが

あります。その後、組込みのところはそこを目指していて、その落としどころがここにな

ってしまったということですか。 

○阿草委員  それは全然違います。プログラムを書く時にある種の基準がないと、自由

度が高過ぎるので、組込みの場合にはこういうことに気をつけましょうというリストがMI

SRA-Cなのです。それではまだ足りないというのは、多分日本の、例えばトヨタは独特の

文化の作り方があって、日本の文化をある意味反映させたような作り方、そういうのが組

込みには強いというのが今出たという感じなのです。 

○太田委員  トヨタの話はどこへ行ってしまったのでしたっけ。ＩＰＡでそれを取り上

げなかった…… 

○阿草委員  自動車課がやるのではないですか。 

○江口情報処理振興課長  自動車は今、例えばその結果として、ＩＳＯでいうと 26262

という基準があって、それも結構幅があるのです。そこの部分を具体化するのはどうする

べきか、ガイドライン的なものは具体的にどう対応すればいいのか。これは自動車業界を

中心としたグループが立ち上がっておりまして、それに対して経済産業省がサポートする

形で。 

○太田委員  ＩＰＡの役割ではないの？ 

○江口情報処理振興課長  そこは直接ＩＰＡではございません。Jasparという、そこで

やっております。 

○太田委員  それは数年前の計画でJasparがＩＰＡの中で共同でやっていこうという話

ではなかったでしたっけ。 

○江口情報処理振興課長  もちろんその交流の話とかはやっていますので、協力した形

でやっております。 
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○太田委員  さっきの棚卸しで消えてきているわけ？ 

○村上情報処理振興課長補佐  そういう意味でいうと、組込みソフトウェアのところに

関しては、ある意味完成しているのではと思います。 

○松山分科会長  成果が出て、先ほどのアンケートをやると、その成果が、押しつけて

もいないのだけれども結構使われているという業界評価がありますということだったと思

います。 

 トヨタのプリウス問題とか、あの辺の事後対策のところの話とはちょっと別で、ＩＰＡ

さんがやられていたのは組込みシステムの標準的プロラミング法という…… 

○阿草委員  Jasparは、どちらかというと自動車の電装品の標準化の部分なので、制御

というかコントロール系が中心ではないというか、どちらかというと周りのほうですね。 

○太田委員  失礼しました。 

○松山分科会長  それでは、また応援演説があったりして…… 

○宇野委員  組込みソフトというのは、ＩＰＡが一生懸命主張しているからすごいのだ

ろうと私も思ったのですけれども、評価できる項目がなかったので特に書かなかったとい

うだけなのです。 

○松山分科会長  それでは、一応復習させていただきます。 

 上からいきますが、情報セキュリティは、全ての面でよくやっておられているＡ。 

 ソフトウェア・エンジニアリングは今のような形で、パッケージソフトウェアのところ

は今後どう広がるかはまた別でございますけれども、過去に成果としてやられてきている

組込みソフト系の話に関しては、着実に業界で広がっているだろう。あるいは先ほどござ

いましたけれども、文字情報基盤に関しては、お金を当然使っておられますが、その成果

として、多くのベンダーさんのところで広がっているし、政府でもそういう認知を上げら

れているということを評価させていただいて、Ａとさせていただく。 

 ＩＴ人材育成のところは着実にやっておられるということでＢ．ＣＢＴに関しては、Ｃ

ＢＴをやったのだから成果が出ているではないかというのと、それでトータル人数が減っ

たところをどう考えるかというご議論がございましたけれども、それも含めて着実にやっ

ているのだということでＢとさせていただく。 

 業務の効率化のほうは、私が変更させていただいたせいもあるかもしれませんが、これ

は経産省独法委員会でも自信を持ってＡ。棚卸しをこれだけやったところは他に存在しな

いのではないでしょうかというぐらい、これは実感を持って思いますということ。 
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 財務に関しましては、いつもの問題で試験勘定の欠損の話もあるし、地域センターの問

題もあるのだけれども、それは着実にさばいてマネージしようとされているということで

Ｂにさせていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。――よろしいですか。 

 それでは、こうなった時に今年は点数が変わっているのでよくわからないのですが、総

点はどうなるのですか。 

○村上情報処理振興課長補佐  情報セキュリティ対策の強化：Ａ、ソフトウェア・エン

ジニアリングの推進：Ａ、ＩＴ人材育成の戦略的推進：Ｂ、業務運営の効率化に関する事項

：Ａ、財務内容の改善に関する事項及びその他事業運営に関する重要な事項：Ｂで、それを

加重平均で24％、23％、23％、15％、15％で足しますと3.62でＡになります。 

○松山分科会長  ありがとうございました。あと、次の中期計画期間の話は、基本的に

は今日の今のご評価を24年に、ブルーの資料３でございますが、入れていただいて、各項

目ごとに機械的に計算ということで、ただ、４番目のＯＳＳに関しましては、期の途中で

事業終了ということですので、自動的に今のところＢになって、24年度も評価対象にはな

っていない。それを機械的にやっていただいて、項目の評定をつけて、全項目をまた重み

をつけて計算していただくと、中期の全部の話がつくということになるのです。 

 計算していただいている間で、情報セキュリティに関しましては、各年度ごと全てＡと

いうことになりまして、ソフトウェア・エンジニアリングは20年度はＢとなっていますが、

今日のところも含めて、あと４回Ａという形。ＩＴ人材のほうは、Ａ、Ａとして頑張って

やってきたのだけれども、ここ２年ぐらいＢ、Ｂという形になっている。この辺が転換を

求められている感じかなと。業務運営の効率化は、Ｂ、Ｂ、Ａ、Ａ、Ａということで、最

近頑張ってやっていますよねというトーンになる。財務は、ずっと通期Ｂということで、

年度ごとに見ていっても、傾向として特におかしな評価をしているわけではないかなとい

う気はしております。 

 一応、ルール的には、私が聞いておりますのは、機械的に今のような形で各項目の評定

をつけていただいて、もしその評定を変える必要があるというご意見があれば、それに関

して評定を変えることはできる。そんな感じのことでございますが、特に何か、第２期全

体にわたって今のような評定がちょっとおかしいのではないかとか……。第２期全体わか

りますか。 

○村上情報処理振興課長補佐  簡単に加重平均の結果をご説明させていただきます。 

 まず、第２期の評定でございますが、セキュリティのところからいきますと、24年度が
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Ａ。そうなりますと、第２期中期目標の計算ではＡになります。全部がＡですからＡにな

ります。その場合、これは４点になります。 

 次に、ソフトウェア・エンジニアリングは24年度がＡなので、第２期中期目標期間は、

加重平均をとりますと3.81点になりますので、これは 3.5点を超えますのでＡになります。 

 次に、人材。これはＡ、Ａ、Ａ、Ｂと来ていますが、24年度はＢです。加重平均をとり

ますと3.55点になりますので、 3.5点を超えてＡになります。 

 次に、開放的な技術は第２期はＢのままでして、業務運営の効率化は、24年度がＡ。過

去の加重平均をとりますと3.57点になりまして、これもＡです。 

 最後に、業務運営の改善は全部Ｂですので、これは 3.0点になります。 

 この値を全部加重平均しますと、第２期の総合評価のところは 3.584点になります。こ

れは 3.5点を超えるのでＡということになって、以上が加重平均による計算結果でござい

ます。 

○松山分科会長  ですから、第２期全体に対しては、情報セキュリティはＡ、ソフトウ

ェア・エンジニアリングの推進もＡ、ＩＴ人材もＡ、ＯＳＳ開放的な技術はＢ、業務運営

の効率化はＡ、財務はＢという形で、加重平均なので何でこうなっているかはよくわかり

ませんが、色々ややこしい算数の式が。前回ありましたけれども、加重平均が変わってい

ますので、何かよく…… 

○江口情報処理振興課長  項目が23年度から無くなっている部分があるので。 

○松山分科会長  多分、また後で検算してもらったほうがいいと思うのですが…… 

○村上情報処理振興課長補佐  本日の参考資料２に書かせていただきました。これをも

とに全部マトリックスをつくって足し上げているとご理解ください。 

○松山分科会長  ということですが、いかがでしょうか。中期全体にわたって、ざっと

横に見ていただいて、そんなにおかしいことはないような気もしますが。 

○江口情報処理振興課長  第２期の評価でコメントを書いていただいている部分で、第

３期につながるコメントをたくさんいただいていますので、その辺につきましては、第３

期の中ではきちんと、我々経済産業省としても受けとめて進めてまいりたいと思います。 

○松山分科会長  これは25日に経産省独法委員会でやる時も、中期の説明は、このコメ

ントは色々…… 

○村上情報処理振興課長補佐  それも入れた評価シートを別途作りますので。 

○松山分科会長  中期用のところも？ 
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○村上情報処理振興課長補佐  中期用のものも作ります。 

○松山分科会長  毎年そうなのですが、一応、各委員からご意見をいただいたものも踏

まえて、ＩＰＡさんの資料のついたようなのをまとめて、経産省独法委員会用の評価資料

シートというのがありまして、今回は、24年度分と第２期という２バージョンありまして、

それをもとに25日に経産省独法委員会で私が説明させていただくというプロセスになって

います。 

 多分、例年そうしていると思うのですが、経産省独法委員会に出す最終的な評価書の作

成に関しましては、先生方のご意見を当然踏まえて、経済産業省のほうでつくっていただ

くことになります。またそれをフィードバックしてどうのこうのというのは、ちょっと時

間的にしんどいと思いますので、その辺は事務局と私にお任せいただきたいということが

１つ。 

 もう１つ。宇野委員は多分ご存知ないと思うのですが、経産省独法委員会で評価やり直

しということもやられたことがあるのです。ということにまでなると、もう一回分科会を

さらに臨時で、メール審議になることもあるのですが、そうではなくて、軽微な修正とい

うことで、特に評価結果にかかわらない程度の修正であれば、これも経産省独法委員会の

意見を伺って、評価書をこちら側でちょっと修正させていただいて、最終的に確定した段

階で先生方にお送りするという感じの段取りでよろしいでしょうか。大体例年そんな形に

させていただいていて、最後の評価書づくりのところは結構色々気を使いまして、なかな

かややこしい。 

○太田委員  質問なのですけれども、中期の評価は何に反映されるのですか。中期は反

映されないの？ 

○村上情報処理振興課長補佐  中期は給料とかとは関係ないので、そういう意味でいう

と反映されるものは特段ないです。 

○太田委員  では、何のために評価するの。 

○阿草委員  改廃でしょう。 

○松山分科会長  ただ、色々評価をやっている中で、また今年の秋冬で独法の見直しが

始まるので、そういう状況の中で、この前の中期がどうだった等々と。それをもとに独法

の○○委員会か部会かわかりませんが、そういうところもされますので、あまりいい加減

に思えるものではないのですが、ただ、これだから直接因果関係があってこれという形で

きくというわけではないです。 
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○村上情報処理振興課長補佐  恐らく第３期の計画を作る時に、総務大臣の勧告とかを

する時の参考資料にするというたてつけなのだと思うのですけれども、時間的にやや矛盾

が生じてしまうので、それを先んじて既に棚卸しもやって総務省にはご理解いただいて今

回来ているということなのだろうと思います。 

○松山分科会長  ト書きをどんどん飛ばしてしまって、勝手に全部いってしまいました

けれども、ということで、24年度の評価と、それをもとにしました第２期中期目標期間の

総合評価を先ほど事務局からご報告ございましたような形で確定させていただいて、その

後、経産省独法委員会での調整というのも今のような形で、委員長と事務局にお任せいた

だきたいということでお願いしたいと思います。 

 では、どうもありがとうございました。それでは、ＩＰＡの方に入っていただいてとい

うことになりますので…… 

○宇野委員  ＩＰＡの方が入る前に、１個だけ。人材育成のところで、多分、今、随分

状況が変わりつつありますよね。私もちょっと書かせていただいたのだけれども、世の中

に求められているものがＢＡ人材とか、どんどん変わってきているような気がするのです。

ＢＡ人材は、言葉ではあるのですけれども、ＢＡＢＯＫというのはカナダかどこかにつく

ってはいるのですが、具体的にやっているというのはあまりないのです。でも、多分これ

から先、日本が戦っていこうとしたらそういう人材が一番だと思うのですけれども、そう

いうのこそＩＰＡの人材育成の中で手がけてほしいと思うのですが、そういうのはどこで

どういえばいいのか。 

○太田委員  すみません、ＢＡって何ですか。 

○宇野委員  ビジネスアナリスト。ＩＴとビジネスプロセスの両方の面から。 

○松山分科会長  ただ、今、ＩＴ系、情報系の人たちがデータサイエンスというか、ビ

ッグデータともいうのですが、そっち系で経済に出たり、ゲノム系に出たり、色々展開し

ていてという話にはなっています。実は、今日も江口課長と最初お話ししていたのは、商

務情報政策局として、日本の情報産業、あるいは人材育成とか、そういう質的向上はどの

ような戦略をおもちなのでしょうか。そろそろ局レベルで考えていただくのが必要なので

はないかというのをついさっきいっていて、なぜかというと、その中の一こまとしてのＩ

ＰＡなわけなのです。 

 ご存知だと思いますが、最近、情報経済課でかなり頑張っておられるのは、エネルギー

マネジメント系のところで情報経済をやられている。資源エネルギー庁さんと違うのは、
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ビジネスマネジメントというか、経済的側面の話を入れて、対象をエネルギーという形で

やろうというところ。そういう意味では、情報系の関係課が３か４課あるみたいなのです

が、どういう戦略性を立てて、それぞれの所管分野のところでどうやるかというぐらいの

スケールで、今、宇野委員におっしゃっていただいたようなことを含めて、立ち止まって

考えてみてもいい時期ではないかと思ったりしています。 

○宇野委員  あまり長い話にする気はないのですけれども、私どもは、ブラジルだ、イ

ンドネシアだ、色々なエマージングなところで保険会社を立ち上げる時に、ＳＥというの

はいるのです。でも、ビジネスアナリストというか、ビジネスサイドの人間はどこにもい

ないのです。結局、日本から行くしかないのです。 

○江口情報処理振興課長  そういう意味では、ＩＰＡの中でもスキル標準とか、色々な

ことをやっている中で、スキル標準としてどういうことが必要なのか、ＩＴを知っている

上でどういう知識を身につけてというような話。まさに先ほどのビッグデータの話でもデ

ータアナリストみたいな話もありまして、役割がどんどん変わってくるのです。その部分

の見直しというのは、今まさしく進めているところでもあるので、そういう中できちんと

反映していくようにしたいと思います。 

○太田委員  ＢＡプラス、やはりセキュリティ人材が一番の課題です。セキュリティ人

材が、26万人働いている中で10万人は再教育しなければいけない、さらに８万人足りない

というあれですよね。では、セキュリティ人材とは何ですかというところは、まさにＩＰ

Ａがやるべきことだと思っている。 

○江口情報処理振興課長  まさしくそこの部分、スキルなりタスクがあって、どういう

ことをやるべきだというのを決めていくことですね。 

○太田委員  結局、はかる術がわからないのでしょう。この人は採用していいのかどう

かとはかるメジャメントがなかなか統一されていなくて、防衛省がああいうサイバー部隊

を作ったけれども、では、どういう人をどうやってはかるのかという一番クリエイティブ

なところが分からない。ＩＰＡはセキュリティ１本でやるべきだと勝手に思っているので

す。 

○松山分科会長  ただ、私の理解が正しければ、商務情報政策局の中で４つ課があって、

１つは総合的とおっしゃっていて、実体的には３課ある。その中で独法というか、実際の

オペレーション組織を持っているのは情振課だけです。だから、逆にいうと、３課がどう

いう方針でやる、その時に独法としてＩＰＡをどう使っていくかというぐらいまでなると、



 

- 38 - 

局としてのポリシーとか、そのようにそろそろやったほうがいいかなと思ったりしている。 

○江口情報処理振興課長  先ほどもおしかりを受けておりますので、その辺はきちんと

別途経済産業省のほうでやらせていただきます。 

○松山分科会長  だけれども、ここしかないのです。製造産業局のほうには情報○○と

いうのはないのです。経済産業省の全体スキームの局構造とかを踏まえてやらないと、国

を動かすということにはならない。つい最近そんな話をしていたところです。 

 

（ＩＰＡ関係者入室） 

 

○松山分科会長  よろしゅうございますでしょうか。ちょっと時間オーバーで、天下国

家を語り出しましたので、すみません。 

 それでは、24年度評価及び第２期中期目標期間の評価の結果について報告をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、24年度の評価でございますけれども、情報セキュリティ対策強化ということに関

しましては、色々な活動全てにわたりまして非常に頑張ってやっていただいている。 

 １つは、実際の業務実績のところに書かれておりますけれども、スマートフォン、デジ

タルテレビ等々、いわゆる民生用、一般の人向けの情報機器に関するセキュリティという

局面、もう１つはＪ―ＣＳＩＰみたいな形で、非常に企業特殊なのですけれども、重要産

業における、ある意味でコンピュータシステム一般ではないようなところの組織化という、

両極端といえるところもあるのですが、そういうところまでウイングを伸ばして、積極的

によくやられているのではないかと。 

 広報戦略に関しても、トレインチャンネル等々という話、ブラックバニーもそういうこ

とだと思いますが、そういうところに目を向けていただいているということで、Ａがふさ

わしいのではないかということです。 

 次のソフトウェア・エンジニアリングに関しましては、色々ご議論があって、意見が分

かれたところなのです。最終的にはＡと決めさせていただきました。 

 その１つは、先ほども財務のところでございましたけれども、日本語の文字情報基盤の

ところ、当然お金を使っていただいているわけですが、作りっ放しではなくて、ちゃんと

定着させて、我が国の基盤として広げるところまで前年度しっかりやっていただいたとい

うことがございます。 
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 あと、パッケージソフトの信頼性認証を手がけていただいたということも挙げていただ

いているのですが、手がけたことに関しては評価するのだけれども、今後、そういうもの

がちゃんと定着して、信頼性のあるソフトをつくっていくプロセスは、ＩＰＡがリーダー

シップをとって色々プロモーションされることを期待するということです。 

 少し戻りますけれども、以前やっていただいた組込みソフトのスキル標準というのも、

着実にフィールドに広がっているということを評価していただく委員の方もおられました

というのをつけ加えさせていただきたいと思います。 

 次でございますが、人材育成に関しましては、評価としましてはＢにさせていただきた

い。 

 これに関しましては、先ほど、特別なご説明もございましたけれども、ＣＢＴ導入とい

う意味では、中期計画を着実に実行していただいている。一方、やはり受験者数の大幅減

少、ひいてはそれが財務的なところまで影響を及ぼす事態になっているという認識をどう

考えるかというご議論がございましたけれども、一応、そこの問題は十分認識するにして

も、だからといってＣとかＤとかという話になるわけでもなくて、計画に対してはＢで、

着実に実行していただいているということにさせていただきました。 

 業務運営の効率化なのですが、これは私自身が色々見落としていた部分もあって、ほか

の委員の先生も１名を除いて認知されていなかった事態があって、これはＩＰＡさんにお

願いなのですが、先に最終的な答えをいいます。Ａとさせていただいた。 

 それの根拠は、効率化等々、コストカットを色々やられているということも数字的には

そうなのですが、やはり一番大きいのは、業務の棚卸しを去年やっていただいて 103が36

まで。逆にいうと、36というのがすごい減らしたよねということではなくて、 103項目に

ついてチェックしたことを私としては評価させていただきたいと思っているのです。 

 ただ、それがＩＰＡの業務運営効率化に関して大きなことをやったのだという認識でご

説明をいただけていなかったので、色々資料を読ませていただく中でそういうことに気づ

いたということになって、ちょっと議論になりましたということはリマインドさせていた

だきたいと思います。 

 財務の内容につきましてはＢということで、これは人材のほうの赤の話もございますけ

れども、これから回復を目指して頑張っているということも含めて、特に大きな何らかの

欠損があるというわけではない。ソフトウェアセンターの問題は当然ずっと宿題事項でご

ざいますけれども、それはそれとして着実に改善を目指してやっていただいているという
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ことになります。 

 というようなことを項目別にさせていただき、色々計算をしていただくと、総合評価と

しては、点数でいうと3.62で 3.5を超えているからＡという形で決めさせていただきまし

た。 

 今年度の年度評価をもとにしまして、第２期中期期間の全体的な評価を計算していただ

きますと、結果だけいいますが、情報セキュリティはＡ、ソフトウェア・エンジニアリン

グの推進もＡ、ＩＴ人材もＡ、開放的なＯＳＳの話はＢ、これは途中で停止となっていま

すので、今年度はございませんでした。業務運営の効率化はＡ、財務はＢということで、

これも総合的にやらせていただきますと 3.584ということで、中期計画期間としてはＡと

いう形で評価をさせていただきました。 

 もちろん、委員の先生方からもっと細かく色々な項目についてご意見、あるいはご提案

もたくさんいただいておりますので、そういうことについては今後、今現在やっていただ

いております第３期の中で、色々な側面で改善、改良を図っていただければありがたいと

思っておりますというのが総評的な評価であります。 

 今のことに関しまして、被評価者のＩＰＡさんから何かございましたら、ご意見をどう

ぞ。 

○藤江ＩＰＡ理事長  何もございませんけれども、一言ご挨拶というか、お話しさせて

いただくと、中期計画も含めて第２期もＡというご評価をいただいたことは大変ありがと

うございます。 

 ただ、これは前から申し上げている問題でございますけれども、残務処理的な仕事でも

って今の事業がＡとかＢとかＣとかＤとかというのは、どう考えてもおかしい話でござい

まして、これは何も官民問わず、残務処理というのはどこかがやらなければいけないわけ

です。民間だってそうです。ですから、それをどう評価していくかということは、何も法

律を変えたり、通則法がどうだとかという話ではなくて、評価の中でできる話だと私は思

うのです。 

 ですから、大変僭越ですけれども、そこはぜひご検討を賜れればと思います。そうしな

いと、常にみんな一生懸命やっていても、非常に切ない話になりかねないわけです。そこ

は私としては非常に、もう少し何かご検討いただければ。これはどこの独法もそうだと、

多分お話が出てくると思うのです。だけれども、そうではなくて、やはりどこかがこうい

うことを変えなければいけないのだと思いますので、ちょっと申し上げさせていただきま
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した。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

○江口情報処理振興課長  それでいくと、今回の評価については、残務処理の影響で評

価が大きく変わるというようなことはなかったと認識していますので、一応、それはこの

場でお伝えさせていただきたいと思います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  だけれども、常にのどにとげが刺さったようなことで話が進むと

いうのは、これは決していい評価会議、分科会とはいわないと私は思います。これはまた

色々とご意見があると思いますので、聞かせていただければと思います。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、これで議題は終了いたしましたので、最後に事務局から何か連絡事項がござ

いましたら。 

○村上情報処理振興課長補佐  この後は、本日の結果を踏まえまして、７月25日と８月

19日に経産省独法評価委員会がありますので、そちらで報告をして、経産省独法評価委員

会の評価ということになろうと思います。 

 あと１点だけ、この場で委員の皆様にお知らせといいますか、突然の話なのですけれど

も、今回の通常国会で中小企業庁の法案が１つ通っていまして、小規模企業支援のための

色々なツールが入った法案なのですが、その中で、中小企業を支援するプラットフォーム

みたいなものを作る事業者というのが今後出てくるのです。国が最初に定めて、その後に

プラットフォームをつくってもらうのですが、そのプラットフォームに対して助言、指導

するような業務をＩＰＡの業務として追加したというのがありまして、今回、ＩＰＡの業

務規定が１行増えております。 

 もちろん、この業務の中身に関しましては、ＩＰＡが現状やっているセキュリティの話

であるとか、その延長線上でやることなので、新たな予算措置であるとか人員が配置され

るわけではないのでその中でやっていくわけです。ただし、必要な対価はプラットフォー

ムからもらってやっていくようなたてつけで法定化していますので、場合によっては、こ

れを業務方法書に新たに位置づける必要がある。その場合、業務方法書の認可に関しては

評価委員会の意見を聞くことになります。その際は書面審議か何かでお願いする可能性も

ありますので、ご認識置きいただければと思います。 

 以上です。 

○江口情報処理振興課長  あと、もう最後になってまいりましたのであれですけれども、
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今いった書面審議の話ですとか、経産省独法評価委員会での差し戻しがない限りにおいて

ということになりますが、長年委員をやっていただきました阿草委員と太田委員のお二人

はもう10年を超えてしまいました。これは審議会等々の規定で10年を超えないという問題

がございますものですから、分科会にご参加していただくのは、恐らく今回が最後になる

と思います。10年を超える期間、ずっとこの分科会での評価委員に携わっていただきまし

たので、ここで私からまず感謝を申し上げたいと思います。 

 また、皆さんからも恐らく感謝ということで言いたいことは多くあろうと思いますけれ

ども、時間の関係で私から代表させていただいてということで、拍手をもって御礼とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

（満場拍手） 

 

○松山分科会長  そういう話を聞きまして、本当は私も一緒なはずなのです。ところが、

何かトリックがあって、私は途中で役職が変わっているのです。分科会長になっているか

ら、２年ぐらいで一遍切れているのです。というので、本当にお２人の委員の先生方、第

１期、第２期、第３期もそうですけれども、ＩＰＡのために本当に色々ご助言をいただき

まして、ありがとうございました。 

 私も最初、こういう分科会でやり始めた時から10年たって、最初は委員だけだったので

すけれども、この８年ぐらい、当委員会も色々状況が変わってきて、これから秋には独法

の見直しとか、また新たなラウンドが来るということがございますけれども、こういう分

科会の場を通じまして、少しでもよりよい形での業務ができればと思っていますので、今

後とも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。本日は終わらせていただきます。 

 

                                 ――了―― 

 


