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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３３回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２６年６月１０日（火） １３：００～１５：００ 

２．場 所： 経済産業省別館１０１－２会議室（別館１階１０１－２号室） 

３．出席者： 松山分科会長、宇野委員、國井委員、徳田委員、宮地委員 

４．議 題： （１）平成２６年度のスケジュールについて  

（２）平成２５年度業務実績評価の進め方について 

（３）平成２５年度業務実績報告について  

 

〇松山分科会長  それでは、定刻になりましたので、これより、独立行政法人評価委員

会第 33 回情報処理推進機構分科会を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、お手元に配付されております議事次第の順番に沿いまして、本年度のスケジュ

ール、平成 25 年度業務実績評価の進め方、平成 25 年度の業務実績報告についてご審議い

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。 

 まず、議事に入ります前に、今回新たに委員になっていただきました國井委員と宮地委

員より、簡単にご挨拶をお願いしたいと思います。 

〇國井委員  芝浦工業大学の國井でございます。よろしくお願いします。 

〇宮地委員  北陸先端科学技術大学院大学の宮地です。専門は情報セキュリティです。

どうぞよろしくお願いします。 

〇松山分科会長  よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 次に、事務局より、資料の確認をお願いしたいと思います。 

なお、本会議で配付する資料に関しましては、一部企業等の個別事例に係る資料がござ

いますので、一部非公開資料として扱わせていただきますので、ご了承のほどよろしくお

願いいたします。 

それでは、事務局、よろしくお願いします。 

〇守谷情報処理振興課長補佐  事務局でございます。それでは、お手元の資料を確認さ

せていただきたいと思いますが、本日の分科会より iPad を使用して審議いただくことにな

りますので、まず、お手元の iPad をご覧いただければと思います。 

 電源をつけていただきまして、スライドしていただきますと画面が出てくるかと思いま
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すが、細かい使用方法につきましては、「iPad の基本的な操作方法」という紙をご用意さ

せていただいております。委員の皆様は使われている方が多いと思いますので大丈夫かと

思いますが、タップしていただくと、左上に下向きの矢印が出てまいりますので、ここを

押していただくと、資料１から資料４まで入っているかと思いますので、ご確認いただけ

ればと思います。もし iPad の使用方法につきましてご不明な点がございましたら、事務局

の者がサポートに回りますので、挙手いただければと考えております。 

 また、iPad 以外で紙で配らせていただいている資料につきまして、ご説明をさせていた

だきます。 

 まず、メモ用紙を配らせていただいておりますが、その後ろに、「要回収」と書かれた情

報処理推進機構の資料がございます。これは本日の業務実績の説明の際に使わせていただ

く資料で、これは会議が終わりました後、置いていっていただければと思います。 

 また、「「やり取り型」攻撃に関する分析図」と書かれたＡ３の資料が１枚、Ａ３で何枚

かにとじられた紙で資料３－４「平成 25 年度業務実績説明資料概要」と書かれた資料がご

ざいます。こちらの資料はお持ち帰りいただいても構いませんが、資料３－４などは後ほ

どメールなどでも送らせていただきますので、お荷物になる場合には置いていかれても結

構でございます。また、お土産用としましてクリアファイルの資料も配らせていただいて

おります。 

 資料は以上でございます。過不足等がごしたら、挙手いただければと思います。 

〇松山分科会長  よろしゅうございますでしょうか。 

 この分科会も今回から iPad で進めさせていただきますが、別途、Ａ３の横長シートなど

いろいろありますので、必要なときにはまたご指摘いただけると思いますので、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、議事次第に従いまして議事に入らせていただき

たいと思います。 

 まず、議題１の平成 26 年度のスケジュールについて、事務局からご説明をお願いします。 

〇守谷情報処理振興課長補佐  では、事務局から説明させていただきます。 

 iPad のほうで、資料１「平成 26 年度のスケジュールＰＤＦ」という資料をあけていた

だければと思います。 

 本年度の審議スケジュールでございますが、本日６月 10 日は本年度第１回目、通算で

33 回目の分科会でございます。本日は平成 26 年度のスケジュールの確認、また、平成 25
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年度の業務実績評価の進め方について──こちらについては一部審議がございます。また、

３点目で、平成 25 年度の業務実績報告をＩＰＡから説明がございます。 

 この分科会の終了の後、平成 26 年６月中旬から７月上旬のうちに、評価表を各委員の皆

様にメールで送付させていただきまして、また、本日の業務実績を報告させていただきま

すが、さらに本日の議論なども踏まえまして、追加資料のある場合には必要に応じてお送

りさせていただきたいと考えております。 

 また、平成 25 年度のＩＰＡの財務が６月中に閉じる形になりますので、これを閉じた後

に、弊省及びＩＰＡで各委員の皆様を訪問させていただき、補足説明を実施させていただ

くという段取りで考えております。 

 その上で、評価表につきましては、７月７日が締め切りとなっておりますので、当該日

までにファックスあるいは電子メールで事務局まで提出いただければと考えております。

その後、事務局において評価表の集計結果をとりまとめ、7 月 14 日に本年度２回目となり

ます分科会を開催し、25 年度の業務実績の評価を決定させていただきます。また、財務諸

表もご審議いただくということで考えております。 

 また、７月 25 日に、本分科会の親会に当たります経済産業省の独法評価委員会が開催さ

れ、評価結果を審議し、また、８月 20 日に弊省の独法評価委員会においてＩＰＡの評価結

果を最終決定するというスケジュールとなっております。 

 以上でございます。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 國井委員と宮地委員、例年こういうスケジュールでやっていますが、今日は時間が限ら

れておりますし、財務に関してはまだ資料をとりまとめ中ということでございますので、

この会議の後にまた個別に財務の説明を中心に訪問して説明をいただき、それを全部含め

て評価のほうをよろしくお願いします。そういう段取りになっていますので、よろしくお

願いします。 

 それでは、次の議題の平成 25 年度業務実績評価の進め方についてのご審議をお願いした

いと思います。 

 評価の進め方につきましては、当分科会としての評価方法等についてまず事務局にご説

明していただいて、その後、今回行います前年度の業務実績の評価の方法について決定し

ていただきます。そういう段取りになっていますので、まず事務局のほうからご説明をよ

ろしくお願いします。 
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〇守谷情報処理振興課長補佐  それでは、iPad のほうで、資料２－１「平成 25 年度業

務実績評価の進め方」をあけていただければと思います。 

 まず、今回の評価方法でございますが、①評価の視点が記載された資料として２つの資

料、②ＩＰＡ平成 25 年度実績説明資料として５つの資料を書かせていただいております。 

①につきましては、今回、評価を行うに当たりどのような観点から評価を行っていったら

よいかといった基準について記載された資料でございます。また、②は平成 25 年度にどの

ような業務をＩＰＡが行ったかの説明資料となっておりますので、①の視点に照らし合わ

せて②の内容を評価いただき、その下に評定がＡＡからＤまで５段階となっておりまして、

着実に達成した場合、平均的な場合はＢ、それよりすぐれていればＡＡもしくはＡ、それ

より劣っていればＣ、Ｄということで、５段階の評価をいただければと考えております。 

 その下には、参考で過去の評定の一覧を掲載させていただいております。 

 ２ページです。２．評価に当たって留意すべき事項とございますが、これは総務省の政

策評価独立行政法人評価委員会（政独委）におきまして、政府統一の独立行政法人の評価

分科会の取り組みを最終的に評価するという形になっておりまして、その際に各独立行政

法人の評価分科会がしっかり年度評価を行っているかを評価するための評価の視点が書か

れているところでございます。この総務省の政独委が評価を行ったものを評価するという

形で、以下、①～⑤の５つの視点が書かれているところでございます。 

 １点目は、以下について明らかにした上で評価を行っているかということで、業務等へ

の取り組み状況と実績、また、中期目標等に照らした業務等の達成状況や進捗状況、目標

未達成の業務等について、その要因と改善方策、業務等への取り組みにより得られた成果・

効果（アウトカム）、こういった点を明らかにした上で評価を行っているかというのが①で

ございます。 

 ②につきましては、過去の指摘（勧告の方向性、年度評価意見、会計検査院指摘等）を

踏まえた取り組みについて明らかにした上で評価を行っているかとございます。この②に

つきましては、この下に（2）上記「（1）②」に係る過去の指摘というところがございます

が、ＩＰＡあるいは独立行政法人全体につきまして、閣議決定ですとか会計検査院などか

ら幾つかその業務運営等につきまして指摘が過去に行われているところでございます。こ

ういった指摘にも基づきまして、この指摘を受けた業務が行われているかということを評

価いただければと考えております。 

 別添２～別添５、６まで合計５つの資料を書かせていただいておりますが、こちらの別
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添資料につきましては、同一のファイルの後半部分につけさせていただいておりますので、

後ほどご確認いただければと思います。 

 戻りまして、年度評価の視点の③でございます。電子化等による業務の効率化に関する

取り組み状況を明らかにした上で評価を行っているかということで、業務の成果とともに

業務の効率化につきましてもご評価いただくことになっております。 

 ④ですが、過去の指摘を踏まえた内部統制の充実・強化に係る取り組みについて適切に

評価を行っているか。特に、最近の独立行政法人をめぐる動き等を踏まえ、ガバナンス機

能の発揮、契約事務の適正化等に係る評価について留意することとするとありますが、近

年、独立行政法人におきまして、残念ながら国民の信頼を損なうような事件などが一部で

起こっているのも事実でございます。そういったことを踏まえまして、しっかりとガバナ

ンス機能の発揮や契約時まで適正に行われているかといったことについても契約評価にお

いて留意することとされているものでございます。 

 ⑤ですが、保有資産の保有の妥当性について、政府方針、会計検査院の指摘等を踏まえ

た評価を行っているかということでございまして、財務的な面からも評価を行っていただ

きたいと考えております。 

 ２ページの一番下に、３．個々の評価事項について評定がＢとなる基準と書いておりま

すが、３ページをご覧いただきたいと思います。個々の評価では、評定がＢというのが普

通という評定になっておりますけれども、中期計画にのっとって着実にやった場合のＢと

なる基準がどういったものが考えられるかということを事務局で、中期目標、中期計画に

のっとった形で示させていただいております。 

こちらの基準につきましては、本日の分科会の後、委員の皆様にご記入いただく評価表

のほうにもこれと同じ基準を掲載させていただいておりますので、評価表を記入いただく

際に、この基準に照らし合わせて、すぐれているか劣っているかをご判断いただいた上で

ご記入いただければと考えております。こちらにつきましては、本日は、業務実績を説明

し、具体的な評価は今日の分科会の後に行っていただくことになりますので、そのうちご

確認いただきまして、もしご不明な点がございましたら、いつでも結構でございますので、

事務局までご連絡いただければと考えております。 

続きまして、資料２－２の説明をさせていただきたいと思います。iPad のほうでファイ

ルをおあけいただければと思います。 

資料２－２は、「独立行政法人情報処理推進機構の業務実績の評価基準（案）」でござい
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ます。ただいまご説明させていただきましたのが業務実績の進め方の部分でございますが、

評価基準につきましてはこの分科会で定めさせていただいているところでございまして、

最終的には、昨年、平成 25 年６月６日に最終改訂を行っておりますけれども、今回、さら

に一部、改訂すべき場所があるということで、改訂案を事務局から配付させていただいて

いるところでございます。 

改訂箇所につきましては、６ページをみていただければと思います。 

今回の評価基準の改訂の案でございますが、１点目は評価項目の修正でございます。今

回、平成 25 年度につきましては、第３期中期目標期間の最初の年となりますので、この新

たな中期目標及び中期計画の柱立てに合わせて、評価項目の修正を行っているものでござ

います。現行では①～⑥となっているものを、特に②と④の部分につきまして、第３期中

期目標期間における中期目標、中期計画にのっとって一部改正を行っているものでござい

ます。 

また、７ページをご覧ください。ここではもう１点の今回の評価基準の見直し事項とし

て、評価ウエイトの見直しと書かせていただいているところでございます。第３期の中期

目標期間に当たりまして、ＩＰＡについては、平成 25 年１月の政独委におきまして、「独

立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」ということで、

事務事業の見直しが指示されております。 

また、平成 25 年 12 月の閣議決定で、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」とい

うものが出されておりまして、これらそれぞれの方針におきまして、ＩＰＡにおきまして、

情報セキュリティ対策の実務実施機関としての政策の位置づけを明確にし、重点化を進め

るべきという指摘がなされているところでございます。 

こうしたことから、今回、ＩＰＡの業務の３つの柱であります、情報セキュリティ対策

の強化、情報処理システムの信頼性向上、ＩＴ人材育成の戦略的推進の３つの柱の中での

評価ウエイトの見直しを行わせていただきたいと考えております。 

情報セキュリティ対策の強化につきましては従来の 24％から 30％、情報処理システムの

信頼性向上につきましては 23％から 20％、ＩＴ人材育成の戦略的推進につきましては 23％

から 20％ということで、ウエイトの見直しをするということを事務局案として出させてい

ただいているところでございます。 

こちらのウエイトの案をつくるに当たっては、実際にＩＰＡでセキュリティ対策につい

ての重点化を図るに当たって、リソース配分として行っている経費の配分実績をもとにウ
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エイト案を定めさせていただいたものでございます。こちらの改定につきましては、本日

の審議事項となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、参考資料１「評価の基本方針」、参考資料２「評価シート記載例」、参考資料３「平

成 25 年度業務の実績に関する評価表」という３つの資料が参考資料でございますが、参考

資料１につきましては説明を割愛させていただきますけれども、経済産業省の独法全体に

関しての業務実績の基本方針を定めているものでございまして、先ほどご説明させていた

だきました業務実績の評価の進め方や、今ご説明させていただきました評価基準案につき

ましては、この経産省全体での独法の業務実績評価の基本方針にのっとった形で事務局で

案をつくらせていただいているものでございます。 

また、参考資料２と３は、委員の皆様にこの後にご記入いただくところの評価表及びそ

の評価表の記載例となっておりますので、後ほどお目通しいただければと思います。 

事務局からの説明は以上でございます。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 それで、ご審議いただくのは、基本的に資料２－２をみていただければと思います。評

価項目等々ありますけれども、まず、２ページ目、いつも議論になるのですが、評価して

いただくのは、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという段階でやっております。ずっと議論になって

いるのが、「Ｂって何だ」という話がありまして、これは親委員会のほうも含めて、何年間

もかけてこうやってきているのですが、ここに書かれてありますように、「機構の実績につ

いて、質・量の両面において中期計画を着実に達成している」というので、ちゃんとやっ

ていたらＢだよということになっております。 

 という話がいろいろあるのですけれども、それについてはなかなか表立っていいにくい

ところもあるのですが、これまでの業務実績、資料２－１の最初のページをみていただき

ますと、過去の評価のところで、Ａ、Ｂといった形でなってきているというのをみていた

だいて、ちなみに、24 年度に関しては、総合評価Ａという形でこうなってきているという

ことが、直前の評価としてはありました。ただ、先ほどご説明がございましたけれども、

今回は、第３期の初年度である平成 25 年度の評価ということで、Ａ、Ｂ、Ｃ等の基準が変

わっているわけではございませんけれども、評価する項目は、この次に申し上げますが、

変わっているということです。 

 その辺のつけ方に関しては、資料２－２のトップに書かれてございますのが、経産省全

体の独法委員会での基準にもそのままの文言がこうなっているということはご理解くださ
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いということです。そこはもう決まりきったことですが、あえてコメントをさせていただ

きました。 

 それで、ご審議していただく内容は、資料２－２の６ページをみていただきますと、第

２期のときと第３期のときで業務の項目ですが、これまではソフトウェア・エンジニアリ

ングとか開放的な技術といった話がございましたが、第３期はその辺が整理・縮小されて、

セキュリティと情報システムの信頼性とＩＴ人材の育成という、この３本柱に集約してい

ると。これは既に中期目標の段階で固まって、前年度からスタートしていただいています。

ですから、具体的な業務の項目としてはこの３つになっております。 

 そして、④、⑤のところは、業務の効率化とか財務というところで、これは組織運営の

ところで通常どおりという形になっているということです。 

 問題は、次の７ページをみていただきますと、評価のウエイトの見直しでございます。

大きな項目としましては、国民に提供するサービスその他の業務の質の向上ということの

中身が、先ほどいいましたように、３つの業務分野がございます。その大項目の（2）、(3)

のところで業務運営の効率化と財務の内容という話があります。それで、この(2)、(3)の

ところに関する比率は、基本的に親委員会のほうで 15％にしましょうということが今まで

話し合われてきているのを踏襲してきていると。そして、国民に対するサービスというの

を 70％で評価しましょうと。この内訳は、各独法で業務が違いますので、その中の重みづ

けをどうするかというところを決定していただきたいということがございます。 

 それで、事務局の案としては、そこに書いてございますように、今期、３期になりまし

てから、情報セキュリティに注力しましょうということで、予算も、半分弱でございます

けれども、セキュリティ関係になっているところから、30%、20%、20%というのはいかがで

しょうかという提案ということでございます。 

 ちなみに、前のときの評価は、この３本柱を均等に扱うので、セキュリティだけ１％色

をつけたというのが、24%、23%、23%ということで、24 年度の評価のときはそういう形で

させていただいたわけでございます。 

 そういうことが議題２の内容でございますけれども、修正等に関しましてご意見がござ

いましたら、お願いしたいと思います。 

 

（特に意見無し） 

〇松山分科会長  國井委員と宮地委員、ご説明いただいた内容でよろしゅうございます
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でしょうか。 

 それでは、特にご意見はございませんようですので、事務局案どおり、セキュリティを

30％にして、信頼性を 20％、人材育成を 20％ということで評価のウエイトは決めさせてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次の３番目の議題でございます平成 25 年度の業務実績報告について、45 分

程度と聞いておりますが、ＩＰＡの両理事からご説明をお願いしたいと思います。 

例年申し上げておりますけれども、できるだけ要点を簡潔にしていただいて、できれば

こういうところで質疑をすることが大切だと思いますので、そちらのほうで時間をとらせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇立石ＩＰＡ理事  それでは、平成 25 年度の業務実績につきまして、最初に、私、理事

の立石のほうからご説明をさせていただきます。 

 まず、お手元の資料３－１「平成 25 年度業務実績一覧表」をご覧いただきたいと思いま

す。 

 １ページをご覧いただきますと、左側に平成 25 年度の計画における実施項目が書いてご

ざいまして、右側はそれと対比をさせて 25 年度中の実績を一覧にまとめたものでございま

す。 

 この全ての項目については説明する時間がございませんので、年度計画上の各項目とも、

機構としては 25 年度中に着実に実績を上げているところではございますが、本日は、この

中で赤く囲いました部分について、特に顕著な実績を上げたということで、後段の資料で

ご説明をさせていただきます。 

 ただ、１点、４ページ目の左側の中段をご覧いただきたいのですけれども、「(3)暗号モ

ジュール試験及び認証制度について」の項目の中で、ＮＩＳＴとの覚書の締結という実施

項目がございます。これにつきましては、右側に記述しましたとおり、両国間で国際規格

に準拠した新たな認証制度を立ち上げるということについて、実務レベルで完全に合意に

達し、ＭＯＵのドラフトも作成し締結準備は年度内に完了していたのですが、先方の調印

者であるＮＩＳＴのサイバー・セキュリティ・ディビジョンのヘッドがたまたま４月に交

代をしたため、後任が選任されるまでの間、サイニングが越年しているという点だけコメ

ントをさせていただいています。 

 個別の内容につきましては、資料３－２「平成 25 年度の主な成果」というスライドでご

説明をしたいと思います。 
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 まず、１ページ、情報セキュリティ関係の事業ですが、①標的型攻撃対策の拡大と深化

についてご説明させていただきます。 

 １．は、ご案内のとおり、サイバー情報共有イニシアティブ「Ｊ－ＣＳＩＰ」について

は、運用も３年目を迎えたということで、内閣官房情報セキュリティセンター（ＮＩＳＣ）

のセプターカウンシルとの間で脅威情報の相互共有体制を確立させました。この結果、情

報提供の共有先となる産業分野は、Ｊ－ＣＳＩＰの５分野に加えて、金融と放送の２分野

に拡大する形になりました。情報共有の具体的な成果としては、ＩＰＡへの信頼感を基に、

相互に流通される情報も着実に増加する一方、脅威分析や注意喚起を実施した結果、本格

的に攻撃の前段階となる偵察メールの挙動の痕跡までは確認されたものの、2011 年度に起

きたような深刻な情報流出の事態といったインシデントの発生は回避することができ、着

実に成果を上げております。 

 ２番目としまして、重要インフラ分野以外の一般の方々からこの標的型攻撃について相

談を受ける「特別相談窓口」を設けておりますけれども、この窓口を通じ、１つの独法か

ら比較的大き目の重大なインシデントの相談が寄せられまして、ＩＰＡとしてその初期対

応レベルでの支援を実施いたしました。 

この支援活動を通じて、当該独法の運用体制の不備であるとか、あるいは、情報システ

ム系において、外部通信系と業務系とのセグメントの切り方の不徹底とか、幾つかの問題

点が明らかになりましたし、それと同時に、その攻撃を受けた独法自身が、主たる攻撃先

ではなく、次の攻撃への踏み台にしようとしている根跡もみられたということから、経産

省所管の他の独立行政法人との間でも標的型攻撃情報に関する共有体制を整備することに

発展しました。今年度は、支援活動をさらに、「サイバーレスキュー隊」という支援チーム

の派遣事業に発展させる計画です。 

以上は、攻撃情報の共有とそれへの対策ということですが、実際に対策を実践するため

には、各組織の現場に情報セキュリティマネジメントができる人材が必要となってきます。

このため、私どもの人材育成本部の方で後ほどご説明をいたしますが、25 年度にまとめた

情報セキュリティマネジメントに関するスキル及びタスクに基づき、今年度は、情報処理

技術者試験にセキュリティマネジメントの試験区分を新たに創設する方向で検討を進めて

いきます。以上が標的型攻撃の対策に関しての実績でございます。 

２ページ目は、制御システムのセキュリティ機能に関する認証制度の確立についての取

り組みでございます。ご案内のとおり、この組込みシステムやプラントを制御するシステ
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ムについても、近年、オープンシステムの活用の進展に伴い、従来のインターネット上の

情報セキュリティの脅威が制御システムの社会性にも影響を与えるようになってきている

現状にございます。この制御システムの安全性を確保するために、ＩＰＡとしては組織の

セキュリティマネジメントの能力、個々の製品機器についてのセキュリティ機能の２つの

側面から、それを保証するための国際的に通用する認証制度を国内に整備すべく検討を進

めてまいりました。 

特に、国内に閉じた仕組みとしないよう、先行する国際規格と整合的な制度にすること

と同時に、先行する米国の認証システムとも相互承認が可能な認証制度となるよう、関係

機関との交渉を続けてまいりました。 

その結果、当初の予定では、26 年度に制度のスタートということを想定しておりました

が、２項目下段のところでご説明しますけれども、ＣＳＭＳとＥＤＳＡという２つの認証

制度を年度内に確立するとともに、制度そのものが民間主体で運用・維持できる体制を整

備することができました。今後、国際的に調和する両制度の活用によって、日本のインフ

ラシステムの海外展開、あるいはインフラ輸出といった側面で、日本のインフラシステム

の安全性を国際的にも客観的にアピールできる制度という点で、産業界にも大いに期待さ

れているところでございます。 

この図にお示ししたように、左半分のＣＳＭＳは、制御システムについて、それを製造

する企業のセキュリティレベルを評価・認証するための制度でございます。この制度が依

拠する国際規格ＩＥＣ６２４４３（国際電気標準会議）で、ＩＥＣと認証制度の具体化に

ついて粘り強く交渉を続け制度化に至りました。今後は、この認証を成長市場として期待

されるＡＳＥＡＮ加盟７カ国に対しても、講習会の開催等をして理解を求めているところ

です。 

また、この認証制度への申請が期待される業界に対しても、国際規格への理解促進や規

格の利用のためのユーザーガイドの策定の支援といった形で普及活動を実施しており、本

年５月には、ＩＥＣ62443 シリーズという国際規格に基づく世界で初めての認証案件が２

つ日本で誕生しました。 

一方、右側は、個々の制御機器システムについての認証制度です。これも簡単に概略を

申し上げると、アメリカで先行しているＥＤＳＡという認証制度がございまして、現状で

は指定されたアメリカ国内の研究所で認証を受けないとこの認証が発行されないという仕

組みになっていたのですが、これを日本国内につくりました「制御システムセキュリティ
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センター（ＣＳＳＣ）」でも認証可能となるよう、制度運用機関であるＩＳＣＩと交渉を行

いました。最終的には、日本での認証がアメリカでも通用する相互認証が可能な制度とし

て年度内に確立することができました。 

続きまして、３項目は、情報セキュリティに関する啓発活動でございます。 

１番目は、政府機関の幹部に対してセキュリティ対策の強化の動機づけを行うことを目

的として、各種デモンストレーションを実施してまいりました。特に、先ほどの攻撃型メ

ールの情報共有等でも、ＩＰＡが入手・分析した実際のマルウェアの検体を使って、その

遠隔操作ウイルスの挙動を実演も交えて説明会、研修会を開催しました。具体的には９月

の副大臣会議、政務官会議を皮切りに、個別の省庁の省内の勉強会などにもデモ用キット

を持ち込みまして実演をさせていただきました。 

続けて、公的な情報セキュリティ専門機関として、実際のウイルスを使ったデモンスト

レーションですので、参加者の方々には脅威のリアリティを実感していただくと同時に正

確な理解をいただけたのではないかと思っております。 

２番目に、毎年、私どもで実施をしております情報セキュリティに関する標語、ポスタ

ー、４コマ漫画のコンクールの入選作品を全国各地のイベント会場で展示いたしました。

25 年度は 60 カ所で展示をいたしまして、会場では実際にお子様たちの父兄や学校の教師

の方々に対する啓蒙、意識啓発活動などにも活用させていただきました。 

これらの活動を通じて、学校の先生方、教育委員会、ＰＴＡといったところからも私ど

もに直接講師派遣の依頼が増加をしておりまして、25 年度は全国で 39 カ所について講師

派遣をし、研修の実施をさせていただいたところでございます。下段中央の写真は実際に

小学校での講習会の様子です。 

３番目にありますように、対外的情報発信では、時宜を得たテーマも積極的に取り入れ

ておりまして、巷間話題の「WindowsＸＰのサポート切れ問題」に関しましても、ＩＰＡは

専門機関として蓄積した知見や広報活動についての既存のさまざまなメディア、媒体を通

じて周知活動を展開いたしました。 

右下に WindowsＸＰのサポート切れへの対応に関しての取り組みを書いてございますが、

年明けに注意喚起をさせていただいたほか、初心者向けの解説ページを公開させていただ

いたり、あるいは一般の方々のＦＡＱのコーナーを設けたりさせていただきました。さら

に、多くの一般の消費者からの相談が寄せられる国民生活センターの相談員の方向けの情

報なども提供させていただきました。この種の問題は、ややもするとマスコミを中心に危
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機感ばかりを煽る報道が先行しがちですが、IPA は技術的な内容の解説だけに偏らずに、

一般の利用者にも分かりやすい言葉で、どこまでの対策を施すことで使えるのか、どこか

ら先は買いかえなければいけないのかといった実際に役立つ情報をきちっと整理をして広

報をさせていただきました。 

また、これに伴って、ＮＨＫ、主要な民放、主要紙でも、述べ 34 回解説編ということで

取材を受けております。 

以上が、情報セキュリティ対策についての主たる活動内容を実績でございます。 

続きまして、４ページ、情報処理システムの信頼性向上対策についてでございます。 

１番目は、機微性の高いシステム障害事例の収集とその教訓集のとりまとめという活動

でございます。もとより、過去に起きた障害事例についても、つぶさな内容というのが報

道機関の中でもなかなか出てきにくいということは、ご理解いただけるとおりでございま

すが、そういったナイーブな情報を機密保持ルールのもとに発生当事者から情報提供いた

だきまして、専門家を集め、原因分析、障害発生メカニズムの解明を通じ業界横断的な教

訓へとまとめていく活動を展開しております。今日は提供情報の一端を要回収資料の中で

紹介させていただきました。 

実際の個々の製品であったり、どの分野に使われたのかといったことがわかるような形

の部分にマスキングさせていただいていますが、こうした詳細かつ具体的な情報を製品制

御分野では 18 例、ＩＴサービスの分野では９例、実際に障害を起こした事例としてご提供

いただきまして、活動にインプットさせていただき、回収資料の４ページ目にお示しした

分野別、工程別に分けて教訓集としてまとめさせていただきました。 

当然ながら、重要インフラ事業者の方々は、規制当局との間で各法令に基づく報告義務、

行政処分を念頭に置いた緊張感の中で仕事をされておりますので、一定の範囲以上の詳細

を明らかにすることはできにくい事情にあるのですが、ここではあえて普遍的な教訓集の

作成ということで、そういうところはかなり詳細にご提供いただき、その結果、この成果

をまとめることができたということでございます。 

それから、５ページ目は、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」に沿った文字・語彙基盤の推

進でございます。 

ご案内のとおり、ＩＰＡは過去 10 年にわたってこの文字情報基盤の整備に継続して取り

組んでまいりました。直近、新たに開発に取り組んでいる共通語彙基盤とともに、オープ

ンデータや利便性の高い電子行政サービス構築のために不可欠な基盤を整備するという観
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点から、昨年の６月に閣議決定をされた「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」の方針の中に具

体的な工程表の形で明記をされたところでございます。 

下段の工程表にございますように、文字情報基盤導入については、2013 年度中にガイド

を作成して、導入のフェーズに入るということになっておりますし、情報連携用語彙デー

タベース、私どもで共通語彙基盤と呼んでいるものですけれども、こちらは 2013 年度から

開発・実証に入ることになっております。 

２．では、特に、導入フェーズに入った文字情報基盤につきましては、自治体、省庁、

企業、有識者を集めたワーキンググループの中でご議論をいただきまして、既存のシステ

ムとの両立を配慮した形で、コード変換テーブルの提供や文字情報基盤の導入のための技

術的なガイドというものを作成・公開をさせていただいたところでございます。 

それと併せまして、文字コードの国際標準化につきましても、現在、ＩＳＯ・ＩＥＣに

登録されている約 2,000 弱の文字コードについては継続して審議をフォローアップすると

ともに、一番文字のバリエーションが多いといわれている異体字識別子、こちらについて

は、Unicode の国際規格として、パブリックコメントを経てこの 6 月に国際規格として登

録が完了しました。 

文字情報基盤の導入促進に向けては、既に導入している川口市、札幌市等の先行自治体

からの相談対応に加え、アイディアボックスを通じたさまざまな意見をいただきながら、

その積極的な導入支援を実施しているところでございます。 

これらの成果が実を結び、デファクトアプリとなっているマイクロソフト Word、ジャス

トシステムの一太郎でも、当該規格に基づく文字コードの実装が実現しました。2017 年度

以降、運用開始するといわれています番号制度に向けて、今さまざまな新規システムの開

発が進んでおりますけれども、この面でも、総務省がこの５月に公表した「電子自治体の

取組みを加速するための 10 の指針」の中で、今後新規に開発する行政システムにおいて、

文字情報基盤が参照モデルの一つとして引用されており、今後、官民の積極的な活用の加

速が期待されているところでございます。 

２番目には、各府省のＣＩＯ連絡会議決定においても、「電子行政分野におけるオープン

な利用環境整備に向けたアクションプラン」という決定がなされていますが、その中でも、

文字情報基盤の導入の推進と共通語彙基盤の整備が明記されたところでございます。 

この共通語彙基盤について、一番下の表にございますように、2013 年度から語彙共通基

盤自体の概念モデルの有効性を実証するためのパイロットシステムの開発に取り組んでい
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るところでございまして、ＩＰＡはこのコアとなる共通語彙基盤のデータベースを進める

とともに、公募によって、各自治体の現場でこのコア語彙データベースを活用するツール

を、５つの行政分野について整備を進めているところでございます。この６月には都内で

中間成果発表会をさせていただきましたが、今週の Interop でも、この進捗状況を皆様に

公表させていただく予定になっております。 

以上でございます。 

〇田中ＩＰＡ理事  続きまして、人材育成の分野に関して、ＩＰＡの人材本部長であり

ます理事の田中のほうからご紹介させていただきたいと思います。 

 まず、人材の１つ目ですが、突出した若い人材を発掘して育てていこう、エリート教育

していこうという活動でございます。ＩＰＡは、この分野でご承知のとおり２つの活動を

やっております。１つは、「未踏」という事業で、突出した才能、それから実装能力をもっ

ている人間をオーディションで選んで、１年弱のプロジェクトに取り組ませるということ

をやってきたのですが、昨年は、「未踏」の卒業生の中で、新しい製品やサービスが特に着

目された年だと認識しております。 

 そういうことで、委員の皆様にも、育てるだけではなくて、卒業生のフォローをきちっ

としたらどうかという意見を毎年いただいているのですけれども、ことしは特に、卒業し

たばかりというよりも、卒業してみずから起業をして成功しているような人たちを民間の

人たちにぜひ紹介するというようなことで、「未踏シンポジウム」ということを特に重点を

置いてやりました。従来のかわりばんこに発表する形式ではなくて、クリエータにブース

をつくってもらって、そこを来た人が循環して回るというようなことをやりまして、クリ

エータと来た人の距離が非常に近く、いろいろ活発な質疑応答もできて、来た方には非常

に満足をしていただきました。 

 それから、１年間、「未踏」に関して取り組んできたことのもう一つ大きなことは、卒業

した「未踏」のクリエータが実際に事業を起こすときの支援組織をＩＰＡの外部につくっ

ていこうということで、卒業生が社会でもっと活躍できるような支援を、ＩＰＡが直接や

るのではなくて、「未踏」ＯＢの中でも成功している人たちの支援を受けてやっていこうと

いうことを仕掛けました。 

 ２つ目は、セキュリティ・キャンプです。昨年度は、毎年夏にやっている中央大会のほ

かに、地域でミニキャンプを張るということで、福岡、沖縄を皮切りに始めました。中央

大会だけですと倍率も７倍ぐらいの確率で、40 人ぐらい受けられるのですが、底辺がなか
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なか広がらないし、チャンスもなかなか得られないということで、地域ごとに地区の警察

のバックアップですとか地域の団体と共同で地域のキャンプをやるということを始めまし

た。これは非常に好評で、福岡も初めてやったのですが、ことしも続けてやりたいという

ことで、継続になっています。去年は２カ所だったのですけれども、ことしは５カ所に広

げるということです。 

 こういったこともあって、セキュリティ・キャンプに関しては、マスコミにも非常に注

目されまして、日本テレビの「NewsZERO」とか、夕方の「every.」など、全国ネットで紹

介をされました。そういうことで、キャンプの人材は「未踏」の人材とちょっと違って、

特定の技術に特化していて、しかも、ネットワークに流れているパケットを眺めているの

が大好きとか、そういうちょっと特殊な人たちなのですが、彼らもサイバー攻撃から国益

を守るためには非常に大事な人たちなので、そういった人たちを重点的に支援するという

活動をこれからも継続していきたいと思っております。 

 次の７ページですが、これは突出した人材ではなくて、一般企業に勤めているＩＴ技術

者、あるいはＩＴをドライバーとして業務サービスに活用していくといった人材をどう育

成するかということで、昨年は３つの活動をやりました。 

 １つ目は、「ＩＴ融合人材」と俗にいっていますが、ＩＴをドライバーにして、サービス

や製品にイノベーションを起こす、そういった人材をどう育てるか。これは人材白書でも

かなりニーズの高い人材ということで、一昨年、経産省が「次世代高度ＩＴ人材」という

ことで、人材像やスキルの基本セットを公開したのですけれども、それをもとに、ＩＴコ

ーディネーター協会とともに、具体的な育成の方法、スキルのセット、そういったものを

まとめて公開しました。 

特に、「ＩＴ融合人材」を本当に育成できるのかということが話題になりましたが、基本

的には育成可能ということを前提にまとめて、一番大事なのは、ただスキルセットを整備

するというのではなくて、実際に多様性のある育成の場をつくらないとうまくいかないと

いうことで、そういった育成の場をどうつくるかということ。それから、人材が所属する

組織がイノベーションを阻害するような組織であってはならないということで、組織の成

熟度を基本にしたものをまとめて公開しました。これは５月に発表したのですけれども、

非常にタイムリーなことで、500 人ぐらいの定員で発表したところ、２日ぐらいでいっぱ

いになってしまって、実際に 550 名以上来ていただいて、出席者のほとんどが満足感をも

って帰っていただけたということで、育成はこれからですが、その第一歩を踏み出したと
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思っています。 

 ２つ目は、先ほどの話でもありましたが、世の中には、ＩＴ企業ではなくて、一般のユ

ーザー企業でセキュリティのマネジメントをしていくという人材が非常に足りないと。Ｉ

ＰＡのセキュリティセンターの調査では８万人ぐらい足りないと。それから、現在いる人

間でもスキルの足りない人間が 16 万人ぐらいいるということで、この辺のセキュリティマ

ネジメントのスキル体系をもう一度スキル標準の中で見直しまして、必要なタスク、必要

なスキルの整理をして、これも同じように発表いたしました。そして、これに評価をする

セキュリティマネジメントの情報処理技術者試験というものもあわせて準備をしていこう

と考えております。 

 ３つ目は、スキル標準は中小になかなか展開できなかったのですが、ＣＣＳＦという新

しいコンセプトで中小企業にも適用できるということで、地域や中小のところでワークシ

ョップを開いていただいて、これも自主的な活動で開いていただいて、２回目、３回目と

いうことで、最初の１回目は講師をＩＰＡから派遣しているのですが、２回目、３回目は

自分たちで講師を育成してやるということで、これも地域、中小に広がる第一歩が踏めた

と思っております。 

 ８ページですが、情報処理技術者試験に関しては昨年も非常にご心配いただいたのです

けれども、特にＩＴパスポートに関して、ＣＢＴにして受験者が減ってしまったというこ

とがありまして、ここに関しては昨年度は集中的にプロモーションをいたしました。特に

就職活動をしている 22 歳をターゲットにプロモーションをやりました。「初音ミク」とい

う若い人に非常に人気のあるキャラクターをプロモーションキャラクターとするのと同時

に、各企業側に就職のエントリーシートにＩＴパスポートの取得を進めることをメインに

書いていただくということをお願いし、今、26 社にやっていただくようになりました。 

 それと同時に、就活のスタイルブックでありますマイナビのところにＩＴパスポートの

パンフを挟んで、就活生に直接届くような活動をいたしました。その結果、全体ではＩＴ

パスポートは前年度比 100％にふえたのですが、特に 22 歳に関しては、前年度同期比 60％

増ということで、マーケットを限定してやったプロモーション活動の人はある程度成功し

たかなと思っています。 

 その結果、管理会計上ですが、ｉパスに関しては単独で益転をして、その他の試験区分

もかなりコストダウンを継続してやりまして、昨年度よりは損益状況が改善しております。

ことしもｉパスに関しては継続してプロモーションをしていまして、お手元にパンフがあ
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ると思いますが、昨年度からｉパスに関しては「初音ミク」のキャラクターが使えなくな

るということで、キャラクターを一般公募しまして、その公募した作品の中からウェブ投

票して、その１位のキャラクターを新しいキャラクターにするとか、一般のＩＴ技術者で

も、基本や応用だとかなりのパーセンテージで女性も受けてくれるのですが、高度試験に

なると女性の比率が激減するので、その辺をターゲットにプロモーションをしていこうと

いうことで、女性をターゲットにしたパンフ、ポスターをつくりまして、これもあわせて

昨年度から仕掛けて、継続してことしの試験に向かって活動をやっております。 

 以上で人材のところが終わりまして、最後に、業務運営の効率化のところから幾つかピ

ックアップしたトピックスを上げたいと思います。 

 １つ目は、今回、iPad で会議をやっておりますが、１年ちょっと前から会議等をペーパ

ーレスでやっていくということにトライをしまして、その結果、昨年度のコピー用紙は

25％削減という結果が出てきて、着実に成果が上がっております。それと同時に、文書の

電子化率は、経産省だけではなく、国の全独法中、２年連続で電子化率については１位と

いう実績を上げております。 

 それから、３つ目として、業務効率の中では、ＩＰＡがもっている情報システムを集約・

統合して、最終的には外部クラウドに移管するというストーリーの中で、順番にシステム

統合を進めて、あわせてコストダウンもやっていくということで、昨年も一昨年度に比べ

て着実にコストダウンをしていますし、ことし、実際に削減する仕込みもしまして、こと

しは一昨年度に比べれば年間経費が半減するという状況になっています。最終的には外部

クラウドに移管できるように、それはＢＣＰの面でもいいですので、そういうところへも

っていくということで着実に進めていっております。 

 次の 10 ページですが、業務効率の目標の中に広報活動が上げられています。ＩＰＡは一

般の人には認知度が低かったので、理事長を初めとして、積極的にマスメディアに訴えか

けていく、取り上げてもらうということをＩＰＡのほうからかなり仕掛けました。その結

果、Ｊ－ＣＳＩＰのことが「ＮＨＫクローズアップ現代」で取り上げられたり、先ほどの

セキュリティ・キャンプも全国ネットで放送されたりということで、メディアの中で大き

く取り上げられるということが起こりました。 

そういったことも寄与して、時事問題、標的型攻撃ですとか、WindowsＸＰのサポート終

了ですとか、そういったことに関しても、ＩＰＡの職員がマスコミからインタビューをさ

れまして、それがニュース等で流れるという機会が非常にふえてまいりました。そういう
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ことで、地道ではありますけれども、マスコミに対する広報活動が少しずつ実を結んでき

たかなと思っています。 

 ２つ目のトピックとしては、東京オリンピックの開催のときにサイバー攻撃が集中する

だろうということで、ロンドンオリンピックのサイバーセキュリティの責任者であります

オリバー・ホーアさんを迎えてシンポジウムを開きました。これも非常にタイムリーな案

件であったために、600 人ぐらいの応募も１日半ぐらいでいっぱいになってしまうという

非常に人気のシンポジウムになりまして、また、政界・財界の役員の方、特に政府ＣＩＯ

の遠藤さんを含めて大勢の方に来ていただきまして、オリンピックに向けてのサイバーセ

キュリティということで、非常に大きな話題になったと思っています。 

 こういったいろいろな仕掛けをした結果、一つの指標でありますＩＰＡのウェブサイト

のアクセス件数も昨年に比べて 13％ぐらいふえているという結果になっております。 

 次の 11 ページですが、昨年もちょっと話題にはなったのですけれども、ＩＰＡと産総研

との独法組織統合の話がありました。結果的には組織統合はなかったのですが、それをき

っかけとしまして、実質的な業務連携を深めていこうということで、産総研、ＮＩＣＴも

含めて、特にセキュリティ分野に関しては、お互いに情報交換をするだけではなくて、そ

れぞれの成果をお互いに利用し合おうということを仕掛けまして、具体的には、例えばＮ

ＩＣＴがもっているツールをＩＰＡで使っていくとか、あるいはＩＰＡで収集した情報を

ＮＩＣＴで研究に使っていただく、そういう関係を構築いたしました。これが一つ大きな

トピックと思っています。 

 業務効率化に関しては、このほかにも経営の健全化というのもあるのですが、これは随

契に関しては、家賃とかビックサイトのイベントに出展するとか、その契約とか──それ

がなぜ随契なのかよくわからないのですけれども、そういったことだけになって、契約の

健全化ということではもう一昨年度にほとんどやり尽くしてしまって、ことしもそれと同

じレベルで継続をしています。それは一つ申し添えておきたいと思います。 

 最後に、資料３－３のＫＰＩの進捗状況についてです。これは細かく説明はいたしませ

んが、３期の中期目標として、中期期間中、５年間で達成せよとされている目標がありま

して、ことしは１年目ですのでそれが全部達成できているわけではありませんけれども、

その進捗状況が添付の資料にありますので、これはみていただきたいと思っております。

それぞれでこぼこはありますけれども、ＩＰＡの中で５年間でのマイルストーンに関して

は順調に進んでいると考えております。 
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 以上です。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等をよろしくお願いしたいと思います。 

〇宇野委員  事前の説明のときにもお話をしたのですが、一番目の情報セキュリティで

すけれども、１つ目は情報の共有みたいなお話だろうと思います。私ども企業でいいます

と、Ｊ－ＣＳＩＰには入っているし、三菱系でこういう情報共有の話もあるし、最近は金

融機関で「こういうのをつくりませんか」という話もあって、でも、情報共有ばかりして

いてもしょうがないので、まさにこういうしつらえで、業種とか横断的にＩＰＡのところ

で情報を一元化するなりまとめるなりしてくれると、ますますもっていいのかなという気

がいたします。 

 先ほどの中にもありましたけれども、企業の中でセキュリティについてマネジメントす

る人間というのはそう多くはないですよね。私どもの中でも、1,000 数百人ＩＴの部隊は

いますが、10 人は要りませんものね。ですから、むしろいろいろなところでただ情報共有

だけで振り回されるのではなくて、こういうところで一元的にやってくれるといいなとい

うのが１つ目です。 

 それから、２つ目の救援機能の組織化というのは、私どもでもセキュリティ専門の会社

に依頼をしていろいろ手当てをして、それをチェックしてもらうのは別の会社にというと、

日本に何社もないんです。ですから、どちらかに頼んで、どちらかにチェックしてもらう

という、そういうパターンしかないので、チェックをしてもらうようなところについてい

うと、むしろこういう組織化のようなものをしてやってもらったほうが、プレーヤーとし

てまたふえて安心かなという気がしております。 

〇立石ＩＰＡ理事  前段の国内全体での集約・共有体制の整備については、内閣官房の

ＮＩＳＣにおいても情報セキュリティ戦略の改定を検討していると聞いておりますが、私

どもも過去３年間の活動を通じて、多くの重要インフラの方々との密接なネットワークが

できたということは、今後、国内の体制の中でも一定の役割を発揮するものとしてご認識

いただけていると考えております。 

 特に、ＩＰＡ自身は、今の情報セキュリティ戦略の中でも、関係機関ということでＮＩ

ＣＴやＪＰＣＥＲＴと同じように重要な情報の共有先にはなっているのですが、おっしゃ

るとおり、重要インフラの各企業の方から見て、複数に所属して混乱することのないよう、

国全体での集約の体制については今後も長期的に、内閣官房等ともよく相談をして、情振
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課を通じてご相談をしていきたいと思っています。 

 それから、救援体制の肉太化につきましては、先ほどご説明しましたように、サイバー

レスキュー隊のチームということで、今、準備チームから順次拡大をさせていただく予定

でございますが、これまで続けてきたセキュリティ・キャンプの経験者とか卒業生という

方々も、この実践の経験の場としては、実際の生のサイトに入っていくということで人材

育成面での貴重な場でございますので、そういった複数の事業との間のエコシステムがう

まく働いて、人材・組織と技術の両面で自律的向上が図られていくような工夫も、今のご

示唆を賜りながら、考えていきたいと思っています。 

〇宇野委員  お願いします。 

〇松山分科会長  今いわれたことで、重要な社会インフラでこういうものをつくってい

ただいて、順次拡大していって成果を上げているということですが、一つ気になったのは、

今、金融関係で不正振り込みという話がかなり広がってきていますけれども、それも各銀

行さんでのセキュリティ体制というのはいろいろあって、それがどんな形でやられてどう

のこうのという話は、ちゃんと集約して、こういうと怒られるけれども、Ａ銀行のセキュ

リティは弱いよとか、そういうことも含めて、向上させるためのアクションを何かやって

いただくというのは、こちらは産業界だけれども、一般の国民に直結している話ですが、

そちら側のアクションというのは全然言及がないんですね。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  金融界というのは、ご存知のように、宇野委員もいらっしゃるけ

れども、メガバンクを通して、今まで自前主義で全部やってきているわけですよね。それ

を土手っ腹に風穴をあけようとして私どもがお話をさせていただいたことはあります。 

 それから、例えば、ｉパスというのは、金融界だけなんですよ。「やってます」というん

ですよ。じゃあ、どういうことっていうんですけれども、「それは我々金融グループの中で

しっかりやっています。ご心配なく」というようなもので、試験センター長といってもこ

うなんです。ですから、この体質を直していただかないと、一ＩＰＡでどうのこうのとい

っても、例えば、経済産業省とかでもなかなか難しい。それで、財務省が絡んでいるから

余計よくない。 

〇松山分科会長  そうではなくて、昔の『暮らしの手帖』風でやればいいんです。なぜ

かというと、一般の方々に対して、オンライン銀行サービスを提供されているわけですね。

そのレベルで、利用者の立場になってみたらもう明らかにわかるわけです。評価はできる。

どういう形でチェックがかかるか、かからないかとか。あるいは、ここへ誘導するという
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のが起こるだろうなとか。そういうことは利用者視点で分析などは十分できるわけです。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  それは我々自身が利用者だから、幾らでもできますよ。 

〇松山分科会長  できますよ。だって、善良なる利用者がどこがいいかというような情

報交換をするのは何の問題もないわけで、だからシステムを変えなさいという話でなくて、

もうちょっとプロアクティブにセキュリティチェックをしていくのだと。だから、イメー

ジは昔の『暮らしの手帖』みたいな形で、消費者の立場で、メーカーさんが「いいですよ」

といっているのは本当にいいんですか、というのを製品評価するとか。だって、売ってい

るものだから、買ってきてテストをすればいいわけで。 

そういうことは社会インフラ系はちょっと難しいと思うのですが、金融系はやろうと思

えばすぐやれることだと思っているのですけれども、そういうところに関する言及が何も

なくて、今、基盤システムでホットな話題になっているのに、それはどう考えておられる

のかなというのをちょっと思ったんです。 

そこはオープン情報ですので、何らかの形でちゃんと評価していくというぐらいのとこ

ろはできるとしたら、ＩＰＡさんぐらいがやって、それは何か変な意図でやっているわけ

ではございませんというのは銀行さんだってみんなわかるわけで、よりよいセキュリティ

向上のためにこういう提案はどうですかという話をやるとか、そういうアクションにもつ

ながりやすいかなと思うので、25 年度にやられていることの評価ではないのですが、そこ

はどうかなという感じがしますので。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  それはご指摘のとおりです。 

〇宇野委員  藤江さんが思っている金融というのは、銀行のことだと思います。私たち

も金融なんです。生保・損保のような保険というものは、例えば、損保の情報を幾ら盗ま

れたって、その人が自動車事故の被害に遭わない限り詐欺のしようがないんです。だから、

金融というふうにガサッとくくるとうまくいかなくて、私どもの側でいうとむしろそうい

うセンシティブ情報のほうが関係あるので、病院などのほうがまだ情報共有する先として

は意味があるんです。ですから、ポンと決めつけてではなくて、いろいろな情報を……。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  宇野さん、誤解しないでほしいな。全然、決めつけてはいないん

です。我々としては何とかそこへ、さっきも表現はよくなかったかもしれないけれども、

土手っ腹に風穴をあけたいと思っているんです。 

 それで、今の松山分科会長のお話などを伺うと、消費者センターとのコラボというので、

今、我々はいろいろなことをやってきています。これが一つ大きな、今の松山先生のお話
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も含めてヒントになると思うので、そういう形で何ができるのか、どういうことができる

のか。少なくとも、金融機関などの組織ではなくて、一般の国民の人、お客さんにどうす

るのかということは、我々は消費者センターとのルートというのはいろいろな形であって、

一緒にコラボしてやっていますから、その中でやっていくのかなと思いますけれども。 

〇立石ＩＰＡ理事  分科会長のおっしゃるとおり、25 年度の実績というよりは今後の話

なのですが、私はたまたま内閣官房のＮＩＳＣにおりまして重要インフラを担当していま

したので、この金融セクターのアプローチについては、当時は情報共有が大事だというこ

とは叫んでいたのですけれども、どんな粒度の役立つ情報が来るのかということはまだ一

切合財明らかになっていなかったわけです。でも、今回、我々のＪ－ＣＳＩＰの中でも、

この中の集約粒度ぐらいの情報は今後も出し続けるということですので、このセプターカ

ウンシルとの連携先になっている金融は、ご案内のとおり、日銀が金融アイザック機能を

果たすのかとか、ＦＩＳＣなのかとか、幾つかの議論がまだ金融業界の中でもある状態で

はありますが、少なくとも共有をするとこの攻撃を回避できる、これぐらいの粒度の情報

はネットワークの中でできるのだと。銀行の壁を破って、その共有をするメリットという

のは、今回の情報提供先に拡大をしたということを活動を通じて身をもって実証していき

たいと思っていますので、それはＮＩＳＣの傘下になるのか、ＩＰＡの中で金融のＳＩＧ

を新しく立てるのかとか、それは関係省庁もありますので、いろいろ相談してみますけれ

ども、今後の活動としては着実につなげていきたいと思います。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  それと、今、松山先生がいわれたのは、一般の人がこれだけ振り

込め何とかとか、いろいろな意味で金融トラブルに陥っているわけですね。それに対して

ＩＰＡは何かできないのかということだと思うのです。 

〇松山分科会長  おっしゃるとおりです。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  ですから、これはこの 1 年かけていろいろと検討させていただい

て、少なくともそういうことがＩＰＡのミッションとしてやはりやるべきなのだと。これ

は情振課などとのすり合わせも大いに必要だと思っていますので、それをやって、今度は

こういう形でやらせていただきたいということでお披露目させていただければと思います。 

〇松山分科会長  そういう意味では、宇野委員もおっしゃったように、何か決められた

ことを確実にやりましただけではなくて、ＸＰがとまったというような話はタイムリーに

というのは大きなポリシーですから、電子商取引も含めて、そういうところに関してのＩ

ＰＡのスタンスを明確にしていただく時期にそろそろ来ているのかなと。 
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評価とは関係ないので、済みません。 

〇守谷情報処理振興課長補佐  済みません、手短に事務局から事実関係だけご説明させ

ていただきますが、近年、ネットバンキングの被害などが広まっているのは、銀行機関系

よりも、むしろクライアント側でウイルス感染を機縁している場合が多くございますけれ

ども、これにつきましては、ＩＰＡは昨年度に限りませんけれども、継続的にはやってい

る機関につきまして、「今月の呼びかけ」という形でウイルスの分析などを行った上で、国

民の皆様に呼びかけなどを行わせていただいておりますし、また、どれだけ銀行との連携

が十分かということでございますが、例えばフィッシング対策協議会などは、これはＩＰ

Ａも銀行など金融機関もありまして、連携して取り組みなどを行っておりますので、この

辺をさらに発展させていくというのは、既にＩＰＡなどで行ってきておりますので。 

〇松山分科会長  やっていただいているのはわかっています。ですから、社会からみた

ときに、「ＩＰＡさんがしっかりやっているよね」という、そういうまとめのようなものが

あったらということで。済みません、余談ですので。 

 ほかにどうぞ。 

〇國井委員  セキュリティ、信頼性、人材育成と、計画に沿ってきっちりやっていらっ

しゃると思うのですけれども、セキュリティの技術力向上という点についてお伺いします。

私がリコーにいたとき、セキュリティ関係の技術力をどう上げていくかという議論をして

いたなか、１つは、ブラックハットのような国際的なコンファレンスに参加していろいろ

な事例をみてくるということが非常に有益という話があったのですけれども、ブラックハ

ットのような国際会議参加に関してはどのように取り組まれていらっしゃるのか、あるい

はどのようにお考えか、教えていただければと思います。 

〇立石ＩＰＡ理事  おっしゃるとおり、ブラックハットもそうですし、主要なワールド

カンファレンスには必ずセキュリティセンターの研究員は出ていまして、その旬の話題を

取り込んだレポートというのもまとめて公開させていただきました。実は自動車分野の制

御システムの安全性についてレポートをまとめさせていただいたのも、そういうところの

題材を中心に、コントロール可能な状態になるということをいち早くレポートさせていた

だきました。 

 最近は、インターネット・オブ・シングズ、特にＭtoＭの関係での情報セキュリティの

リスクが高まっていると。それは実際の侵入事例であるとか攻撃事例といったこともつぶ

さに、毎年１回必ず全国の会場に出かけて行って収集することにしております。 
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〇國井委員  そのような国際的な活動とともに、国内でもそういうイベントはあっても

いいかと思います。あるいは、ＡＳＥＡＮでリーダーシップをとっていくのだったら、全

世界でも重要ですけれども、ASEAN で集まりやすいところでいろいろな技術者が議論して

いくのもいいのかと思うのですが、そういうことについてはどのようにお考えですか。 

〇立石ＩＰＡ理事  現在は、セキュリティＥＸＰＯであるとか、ビッグイベントの中で

のセミナーとかブースセミナーとか、そういう形にはなっていますけれども、例えば、Ｍ

toＭとかインターネット・オブ・シングズとかをテーマにした題材については、特設のシ

ンポジウムなりカンファレンスという形で特設企画を打つということも検討したいと思い

ます。 

 おっしゃるとおり、毎年、アニュアル化するとか、世界中から著明な人を呼べるような

催しにするとかということについては、現在はまだ構想はないですけれども、企画の段階

では検討させていただきたいと思います。 

〇徳田委員  ２点ほどありまして、１点目は、国民へのサービスという観点の質問で、

これはＩＰＡさんにすべきか経済産業省か微妙なのですけれども。 

２点目は、「未踏」関係です。１つ目は、昨年、田代さんも参加されていましたが、私は

ＥＵのオーシャンプロジェクトという、オープンソースでクラウドを、ＥＵ全体の中小企

業に使ってもらおうということで、ＩＴ化を促進するためにオープンソースの整備・普及・

展開をプッシュするプロジェクトがあって、ドイツのフラウンホーファーが中心なのです

が、ＩＰＡさんも参加されているんです。でも、一方、ＩＰＡに対しては一円もお金がサ

ポートされていないのですけれども。 

ＩＰＡの今までやってきた歴史をちょっと振り返ると、オープンソース、特にＬＩＮＵ

Ｘ、ＵＮＩＸのレベルまでは、フォントの整備も含めて、ＩＴの力が足りない非力な企業

に対しても、ツールとかアイペディアを整備されたりして底上げをしてくださっていたの

ですが、クラウドになった途端に、これは経産省がいけないのか、ＩＰＡなのかわかりま

せんけれども、ちょっと突き放された感じで、ヨーロッパの場合には 98％近くが中小企業

なので、大きな企業ももちろん大事ですけれども、いろいろな小さな企業──ＳＭＥ（Small 

and Medium Enterprise）が活力をもって、新しいサービスを創出していくときには、その

辺は大事ではないかなと思っています。 

ところが、今回のお話などからは、セキュリティのほうは非常にすばらしい成果が上が

っていると思うのですが、片や、一般の方たちがＩＴ化を進めていこうといったときの後
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押し役のＩＰＡの姿がちょっと薄くなってしまって、今まで頼れていた部分がちょっと頼

れない。もちろん、車業界が車のセキュリティに関して大変だから、組み込みシステムの

セキュリティは大変だからといって、ＩＰＡさんは非常にいいレポートをまとめていただ

いて、松本先生と高田さんが非常にいいレポートを書かれたと思いますが、これは第３期

中期計画の関係かもしれないのですけれども、国民へのサービスという視点でみると、か

つてＩＰＡがやっていた部分が少し薄れているのではないかなと思います。 

２つ目の「未踏」は、私の周りにも卒業生の方がたくさんいらっしゃいますし、カラオ

ケと同じくらい、アルファベットで「ＭＩＴＯＵ」と書いてブランドにしてしまったほう

がいいんじゃないかと。むしろ「未踏」でやっていた人たちを、日本のベンチャーの育成

カルチャーがちょっと弱いので、シリコンバレーなどに連れて行ってピッチトークさせて、

そこでいろいろ起業するオパチュニティをつくってあげるような──もちろん、ただで行

ってただで帰ってきちゃうと困るのですけれども、今、大阪市が大阪イノベーションハブ

というのをつくっていまして、10 人ぐらい若手を送っていって、そのうち３人ぐらいかな、

もう 1,000 万とか、500 万とか、ほんの 15 分ぐらいのピッチトークでファンディングをも

らって、大阪で少しやり始めているんです。 

日本の中のベンチャーの育成の風土がまだ弱いので、他流試合じゃないですけれども、

海外遠征していただいて、英語でピッチトークする敷居は高いのですが、でも、グローバ

ルにもうＩＴのマーケットはあるので、それをトレーニングの一環として、まず「未踏」

ブランドで、「未踏」のスーパークリエータになった人たちはボタンかメダルかをもって、

バッジをもっていって、僕らからみると、日本人の人たちがつくった非常にきめ細かいソ

フトウェアの感性をもっているので、それがうまく伝わると、今までの「未踏」の卒業生

が少し滞ってしまってうまく伸びていない部分に対する後押しというのでしょうか。 

今日のお話では、アイデアとしては非常に整備されているのですけれども、もうワンプ

ッシュすると、ちょっと変わった人とかとがった人が本当に実績を残せるような場づくり

とか環境づくりをつくっていただけると、若者たちはやる気満々で、そこをちょっと後押

しするとすぐ燃え出すので、そういう機会をぜひつくっていただきたいと思います。「未踏」

は私はすごくいい成功例だと思っているので、カラオケと同じように、「未踏クリエータ」

というのがブランドになると非常にいいかなと思っています。 

〇田中ＩＰＡ理事  おっしゃるとおりで、「未踏」は何とかブランドにしたいという思い

でやっています。そういう面で、今回の「未踏」ＯＢの組織化も含めて、集団でみせよう



- 27 - 
 

と。「未踏」を知っている方も、断片的に知られている方が多くて、たまたまみたものによ

って、「オタクの集団じゃないか」とか、「非常にベーシックな技術に特化した技術者じゃ

ないか」というように、自分がみたクリエータだけで判断されているので、実はそうでは

なくて、物すごくバリエーションの多い人材で、イリュージョンをみせてくれるような人

もいれば、オタクの文化を根底から支えているような技術者もいるし、非常に骨太な技術

に取り組んでいる人もいるし、ウェブサービスで成功している人もいるので、そういうこ

とを全部ひっくるめて、「未踏」ブランドとしてうまく認知させたいと、ＩＰＡの我々もそ

れは悲願ですので、皆さんのお知恵をかりながらやっていきたいと思っております。 

〇宮地委員  ＩＰＡのホームページ等で、先ほどもお話しされましたけれども、例えば、

自動車のセキュリティとかクラウドのセキュリティとか、とてもよくまとめられていて、

私自身、たくさんの知識を得て、勉強させていただいています。ＩＰＡのアクティビティ

自体は、セキュリティが重要だと思っている企業とか組織の方にとって非常にポジティブ

に動いている、機能していると思います。逆に、セキュリティのホールなるような対象の

機関は、セキュリティの重要性がわかっていなくて、そこでＩＰＡの知名度が低いように

思います。 

 ですから、そういう方たち、つまり、弱いところに対して、セキュリティホールになる

機関や人にたいしてとか、そういうところへのアプローチをしていただけると非常にいい

かなと思うのですが、そのあたりはどうなっているのですか。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  中小という意味では、もともとどうしても大企業ですし、我々は

経済産業省の政策実施機関ですから、経済産業省の中にはご存知のように中小企業庁とい

うのがあって、ここは相当な力をもって、我々には全然お金はくれないのだけれども、期

待感とプレッシャーだけはすごくございます。 

それをもとにして、第３期ではそこをしっかりやっていこうじゃないかということで、

１つはセキュリティをやります。それから、ソフトウェアのエンジニアリングです。この

２つについて、今までもセミナーなどの関係で、私どものほうで演目から何からみんな決

めてしまって、何月何日に行きますという形で行きますから、東京とか大阪とか名古屋と

いった都心はいいのですが、それ以外のところは参加者が少ない。 

これを何とかしたいというのが今の一番の思いでございまして、そのためには、使い古

された手なのだけれども、中小企業庁、商工会議所、経済産業省のそれぞれの地方局をま

ず先に回って、それから、じゃあ、こういうことをやらせていただきましょうということ
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で、それも共催で──今までも共催でやっていたのですが、どちらかというと一方的にＩ

ＰＡからでしたから、それをそういう形で少なくとも現場の方のニーズも拾ってやってい

こうという形で、今、始めたところで、セミナーの地方の人の入りは少しはよくなったと

私は思っています。表の数字だけでは。 

〇立石ＩＰＡ理事  補足しますと、26 年度の事業の中身になるのですが、先ほど申し上

げましたサイバーレスキュー・チームの派遣という事業のほかに、全国の中小を含めた安

全教室のような活動の展開ということも考えておりまして、先ほど理事長が申し上げまし

たように、商工会議所などのネットワークを通じたルートと、もう一つは、脆弱な層があ

るのではないかと先生おっしゃいましたけれども、まさしく独法の次に控えている脆弱な

層は公益法人なんです。 

 ですから、政府関係に物すごく近くて、かつ、重要な情報をもっていて、かつ、セキュ

リティ対策をもしかすると怠っているのではないかと思われるようなレイヤーについては、

同じくサイバーレスキューのメインのターゲットエリアとして取り組んでいきたいと考え

ております。 

〇田中ＩＰＡ理事  あとは、技術者ではなくて、世間一般のセキュリティのリテラシー

レベルを何とか上げたいという思いもあって、ＩＴパスポート試験のメールの危険性とか

そういったセキュリティリテラシーに関するような問題も、昨年、ＩＴパスポートの問題

を全部見直して、そこを追加したりということもやっています。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  セキュリティのパーゼンテージを非常にふやすように、昨年あた

りからやっています。 

〇田中ＩＰＡ理事  検討し始めて、問題がガラッと変わったのはことしの５月からなん

です。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  そうか、昨年は実際にやっていないんだ。 

〇松山分科会長  ありがとうございます。 

ほかに何か。 

〇國井委員  評価は、計画に対して評価するということなので、今ここでお話ししても

難しいかと思うのですけれども、ＩＰＡさんには、ミッションとして、例えば、ドイツの

インダストリー4.0 のようなサイバー・フィジカル・システムズをどうやって構築してい

くのか、産業界と大学と公的な研究機関が連携してどうしていくべきかというような、ビ

ジョン作成と推進をしていってほしいと思います。 
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 この間、産総研との体制上の話がいろいろあったので、とてもやりにくかったと思うの

ですが、今、組織的には、情報セキュリティなどの技術を引っ張っていけているところは

ＩＰＡさんぐらいで、そういうところが連携のハブになっていかないといけないと思いま

す。それをぜひとも進めていただきたいと思います。 

〇藤江ＩＰＡ理事長  この話をすると、我々はこの中でまた内部分裂を起こすので、今

日はやらないほうがいいんです。僕らは内心、國井先生おっしゃるとおりで、じくじたる

ところがゴロゴロあるんです。けれども、これは国のしかるべきところがどこにどうやっ

てお金を入れていくかという問題だから、僕も理事長になったばかりのころはいろいろガ

タガタいっていましたけれども、わかってガタガタいわなくなったのではなくて、その中

で、今おっしゃっているように、何から優先的にやるべきかとか、そういうことをきちっ

とやっていかなきゃいけないときだと思っています。ＩＰＡも結局これで９年を超えたわ

けですから、そこで期待に応えないと、ＩＰＡって本当に何なのさという話に絶対になっ

てくると思っていますから。 

〇國井委員  もう一つは、国民全体のリテラシーを上げるというところですが、文科省

をどう巻き込むかなんですよね。教科書の中にいろいろな視点で取り入れていっていただ

かないと、そう簡単には変わらないと思います。今の活動は非常に重要なので、それはそ

れで評価できることだと思うのですが、もっと抜本的にリテラシーレベルを上げていく必

要があって、それは国民一般のレベルと、戦略担当とか、企業の経営者など情報の専門家

以外の意思決定者たちがもっとＩＴについて理解してくれないといけないと思います。 

技術の細かいことはいいのですけれども、IT の利用とか、セキュリティのキーポイント

とかということは理解していただかなければいけないと思います。それを推進する、ここ

が直接やるのではないと思いますけれども、そういうことが重要で、仕掛けをつくってい

くというところは何らかのミッションをもっていただく必要があるかと思います。 

そういうことができないと、個別、個別にいろいろなことをやっても、全体の国際競争

力が上がっていかないという状況です。ＩＭＤによる日本の国際競争力 21 位というのは、

ＩＴの利活用の遅れからも来ていると思うのです。製造業のモノづくりでも IT がより重要

になってきます。大きなインパクトがあると思いますので、ぜひとも何とかしていただけ

ればと思います。 

〇松山分科会長  ほかに何かありますか。 

〇宇野委員  今のことにも、冒頭のほうにも絡むのですが、銀行がとか、こういう業種



- 30 - 
 

がではなくて、例えば、決済機能についてはこうあったほうがいいとか、センシティブ情

報についてはこうとか、少し抽象度をつけてもらうと汎用性があっていいと思うのです。

個別のメガバンクがとかと言い始めたらもうぐじゃぐじゃになるので、何かそういう標準

的なものをつくっていただくというのが、一番汎用性があって使い勝手がいいのかなとい

う気がします。 

〇松山分科会長  ありがとうございました。 

 徳田委員も國井委員もおっしゃっていますけれども、もっと前向きにＩＴ促進とかとい

う話がずっとあるのですが、現実をみてみますと、この 10 年間で結果的には業務縮小なん

ですね。大きな問題は、それはなぜかということで、そこを分析していかないと、本当に

打って出るための糸口がつかめないと。歴史的にはそんな感じになっていて、もしそうい

うことがありましたら、評価とはちょっと異なりますけれども、こちらにいる方はウェル

カムだと思いますので、お知恵を拝借できたらと思っています。 

〇江口情報処理振興課長  ちょっと補足だけさせていただきます。先ほどの中小企業で

のオープンソースの利用とか、今の國井先生のほうからのさまざまなご指摘は、松山分科

会長からもお話があったとおり、ＩＰＡは何をすべきかということで、仕分けとか、独立

行政法人の役割をどう定義するかという中で、かなり細ってきた部分があるのかなと正直

思います。 

 他方で、それだけで本当に十分かということを考えていくと、セキュリティを中心とし

て、また、ソフトウェア・エンジニアリングということまでも含めて、ＩＴの利活用をど

う進めていくのかということについて、ＩＰＡとしてもきちんと打ち出していくことが必

要だろうということで、残念ながら、今日は説明には出てこなかったのですが、昨年度か

ら、理事長の発案で、社会課題ソリューション研究会なるものを設置して、そこでＩＴの

利活用などについて提言をまとめると。それで関係機関に働きかけをして、さまざまな対

応をしていこうという取り組みを実は開始しています。今日の説明の中にあってもきっと

よかったのではないかなと思いますが。 

 そのような活動の中で、先ほどもご指摘をいただいたさまざまなことに対する提案、さ

らには関係機関を巻き込んでいくとか、そういうこともできると思うのです。その取り組

みはもう１つ始まっていますので、そのような活動も利用しながら、さまざまなことをや

っていくという方向にできればなと思います。 

 また、ＩＰＡだけではなく、当然、関係機関の連携というのもあります。先ほども、Ｎ
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ＩＣＴとか産総研との連携という話もありましたし、文科省という話もありましたが、他

機関への働きかけというのも当然出てきますので、その辺は、経済産業省、さらにはセキ

ュリティに関してはＮＩＳＣなども巻き込みながら、大きな仕掛けをできればなと思って

おりまして、今年度も少し工夫をしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願い

したいと思います。 

〇松山分科会長  それでは、よろしゅうございますでしょうか。 

 今日は議題３のところは状況を報告いただいたということで、最初にも申しましたけれ

ども、これから財務のデータがまとまりましたら、そこも含めて個別に質疑応答というこ

とがあると思います。 

 先ほど課長とも話をしたのですけれども、中小企業への展開とか地方への展開という話

があるのですが、それにかかわるところで、地方のソフトウェアセンターというのをずっ

とやってきたんです。宇野委員とか徳田委員は耳にたこができているお話だと思いますけ

れども、そちら側は今日はなくて、財務のときのお話で出てくるということのようでござ

いますので、活動状況としての報告は出てくると思いますが、そういうしつらえは実はず

っとあったのです。中小企業への展開というのがなかなか進まない状況で、運営が苦しく

なっている地方のソフトウェアセンターというのがいっぱい出てきて、とうとうという話

の経緯になっていると。 

 そういうことも含めて、財務的な説明のところで、どれだけあって、どういう状況かと

いうことが出てくると思いますので、そこでも、活用法としてこんなことではないかとい

ったご意見がありましたら、いっていただければ、また考えていただけるのではないかな

と思っております。 

 それでは、次回は、７月 14 日に、先生方の評価書をお持ち寄りいただいて、分科会とし

て今日の配点の割合で評価させていただいて、７月 25 日の親委員会、経済産業省の評価委

員会で審議をお願いするという段取りになっていますので、引き続きご協力をよろしくお

願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、本日の分科会を閉じさせていただきたいと思います。時間のない中

で評価等大変でございますけれども、よろしくご協力をお願いしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

 

──了──  


