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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３４回） 議事録 

 

 

１．日 時： 平成２６年７月１４日（月） １３：００～１５：００ 

２．場 所： 経済産業省別館５０９共用会議室（別館５階 ５０９号室） 

３．出席者： 松山分科会長、宇野委員、國井委員、宮地委員  

４．議 題： （１）平成２５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２５年度の業務実績評価について  

 

○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 34 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います議事次第の順番に従いまして、平成 25 年度の財務内

容に関する事項をご審議いただき、続きまして、監事監査報告、そして最後に、平成 25

年度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

いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、事務局であります情報処理振興課長が交代されました

ので、新課長より簡単にご挨拶をお願いしたいと思います。 

○野口情報処理振興課長  ７月４日付で関東経済産業局からまいりました野口でござい

ます。情振課は初めてでございますので、ぜひともよろしくご指導ください。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、まず、事務局より資料の確認をお願いいたします。 

○守谷情報処理振興課長補佐  それでは、お手元の iPad の資料を確認させていただきま

す。 

 資料１－１、資料１－２、資料 1－３、資料１－３別冊、資料１－４、資料２－１、資

料２－２、参考資料が４点、そして、「議場配付のみ」と書かれたサイバーレスキュー隊の

説明資料が iPad に格納されております。 

 もし途中で資料がうまく開けないといったことなどがございましたら、挙手いただけれ

ば、事務局の者が伺いまして iPad の操作をさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 
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 以上です。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 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 25 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、「毎事業年度、主務大臣の承認を

受けること」になっており、同条第３項の規定に基づき、「主務大臣は承認の前に、予め、

評価委員会の意見を聞くこと」になっております。この場でお諮りしているのは、そうい

う法的な根拠によるということでございます。 

 それでは、まず、内容につきまして、ＩＰＡから説明をお願いいたします。20 分程度、

なるべく要点を押さえて簡潔にお願いしたいと思います。 

○小林ＩＰＡ財務部長  それでは、説明させていただきます。 

 資料１－１でございますが、平成 25 年度計画と実質的対比表になっておりまして、年度

計画自体は達成をされております。この内容について、資料１－２に基づきまして説明を

させていただきます。 

 資料１－２、①～⑧までございます。 

 ①ですが、自己収入拡大への取り組みでございます。自己収入拡大については既に実施

しているところでありますが、25 年度はさらに、セミナー参加料、印刷製本物販売収入な

ど、内容の充実に努めて、事業の普及のみならず、自己収入に資するものを提供いたして

おります。 

 さらに、販促用のチラシを作成して、セミナーやイベントで配布をしました。また、Ｉ

ＰＡニュースに同梱するなど販売促進に取り組んでおります。また、25 年度は、Amazon

を活用した販売が前年に比べ約２倍に増加しております。 

 内容といたしましては、複合機などの組込みのソフトウェアのセキュリティ評価認証を

いたします評価・認証が 800 万円ほど昨年度より増加しております。 

 セミナーや書籍につきましても、25 年度第３期の中期目標期間の最初ということで人員

がとられまして、セミナーの回数が減りました。しかし、本の収入がふえておりまして、

下に上げております「共通フレーム 2013」、「情報セキュリティ白書」等、売れ筋のものも

ございます。結果として、昨年度より 100 万円ほどふえております。今後もこれは引き続

き努力していくというところでございます。 
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 ２ページ、②ですが、決算情報とかセグメント情報をどのように公表しているかについ

てでございます。一般勘定、情報処理技術者試験業務、戦略的ソフトウェア開発業務、地

域事業出資業務、この４つが法律で定められた区分経理になっております。 

ＩＰＡでは、さらに一般勘定を１～４に分けて、1 つ目はプログラム開発普及業務で、

セキュリティとソフトウェアエンジニアリングとＩＴ人材といった交付金を使って行いま

す事業の主なものを経理しております。 

２つ目は、先ほどの収入のところでありました評価・認証の業務です。 

３つ目は、信用保証業務です。これはもう実際には行っていないのですが、現在残って

いる保証、１億 7,900 万円の管理を行っています。 

４つ目は、事業運営業務です。これは一般管理費の経理を行っております。 

 ３ページ、③地域事業出資業務でございます。 

地域ソフトウェアセンターを全国に 20 カ所つくりまして、現在は７カ所が解散、13 カ

所のセンターについて管理をしているところでございます。 

平成 25 年度からの取り組みですが、13 センターに対して、各センターの現状と課題等

を把握するために、３カ年の経営改善計画の策定を 24 年 12 月に依頼しまして、全センタ

ーが策定を行いました。これはＩＰＡにも提出していただきまして、その内容等をお互い

に検討したものが策定されております。 

人材育成についても、事業実績報告書等を提出させたほか、その実践指導、あっせんに

ついても取り組みの報告書を提出させて、指導・支援を行っております。 

また、経営不振が長期化しているところについては、今後の抜本的な見込みがない場合

は、ＩＰＡ以外の大株主である自治体が支援を打ち切ることを決めていない場合であって

も、他の株主との連携のもとに、解散に向けた協議等の取り組みを積極的に進めることと

しており、それを全センターに通知いたしました。 

 なお、全センターを１カ月にわたって訪問説明しております。25 年度は約 40 回、地方

自治体も含め、地域センターとの打ち合わせを行っております。 

 経営不振が長期化しているセンター、栃木と石川と山口ですが、こちらについては外部

の監査法人を活用して改善計画を検証・支援するとともに、26 年４月からは半年とか１年

では少しおくれる場合もありますので、月次の経営状況の確認をしております。 

 ４ページ、④債務保証管理業務でございます。 

 先ほど残額が１億 7,900 万円あるという債務保証の管理です。これは銀行が貸し出しを
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したことに対してＩＰＡが保証しているものですが、ＩＰＡみずからも保証先へ訪問した

り代表者と面談をしたりして、状況を確認しております。その結果、平成 25 年度には、１

件ですが、1,500 万円の一括返済などが行われております。 

 ５ページ、⑤欠損金と剰余金の適正化でございます。 

 ＩＰＡの主要勘定であります一般勘定と試験勘定については、ずっと損失を出さずに、

大体、毎年、益を出しております。結果として、24 年度末に 18 億円、試験勘定では２億

円の積立金がございました。24 年度で第２期の中期目標期間が終わりましたので、25 年度

の７月に、その積立金のうち、18 億円を国庫納付、試験勘定については 2,300 万円を国庫

納付しております。 

 結果として、一般勘定、試験勘定でもっていた積立金がなくなりましたので、これはＩ

ＰＡの過去からの大きな負債なのですが、事業化勘定と地域の出資の繰越欠損金が残って

おります。 

 ６ページ、⑥ですが、こちらも過去の貸付金の管理、それから、信用保証で代位弁済を

した後の求償権の管理になります。 

 プログラム譲渡債権というのが開発費に対する貸付金になりますが、25 年度の期首残高

が合計で３億 1,400 万です。中ほどの減というところが回収をしたもので、この合計が

5,500 万円あります。結果として、貸付金に対する期末残高は２億 5,900 万円。 

求償権については、２億 3,900 万円の期首残に対して 200 万円の回収、そして 9,700 万

円の償却ということで、25 年度末残高は１億 3,900 万円となっております。開発費に対す

る貸付金も信用保証と同様に、債務者の状況を常に追っておりまして、25 年度は総額で

5,000 万円返ってきたのですが、今年度については１つの案件につきまして、25 年度中に

債務承認で残額一括返済をとってきまして、この間の６月 30 日に実際に入金がありました。 

 ７ページですが、次はＩＰＡの４つの勘定を合算した法人単位の損益決算書です。 

 昨年度との比較で中身を説明させていただきます。費用・収益ともに、昨年度は中期目

標期間の最終年度でありまして、交付金の繰り越しを含め 55 億円の交付金がありました。

それに対して、今年度は交付金 37 億円ですので、費用と収益ともに、その分が下がった形

になっております。最終的な損益は、一番下ですが、5,400 万円の利益を出しております。 

 簡単ですが、以上が損益計算です。 

 ８ページ、最後は貸借対照表です。こちらも一番大きな影響は、欠損のところでお話し

しました 18 億円の国庫納付が昨年との一番の差になっております。 
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 流動資産の現金預金と有価証券のたぐいがその分減っておりますし、資本金のところの

純資産の合計額がその分減っております。 

 結果として、25 年度末は、資産が 19 億円、負債が３億 5,000 万円、純資産の部が 16 億

円という状況になっております。 

 ここで運営費交付金債務が 25 年度に発生しておりますが、全体の交付金 37 億円に対し

ては 7.5％です。ただ、２億 7,700 万円のうち１億 4,400 万円は３月中に契約をしており

まして、債務負担がもう立っておりますので、実質残高が１億 3,200 万円で、25 年度交付

金に対して 3.5％となっております。これは第２期で残高が多過ぎるということで政独委

等から注意を受けまして、ＩＰＡとして毎月の予算管理等を着実に実行した結果、非常に

いい状況となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○田中ＩＰＡ理事  続きまして、資料１－４をお開きいただけますでしょうか。 

 ＩＰＡは交付金で事業をやっておりますけれども、交付金は毎年１期から３％ずつ削減

ということで、第２期と比べるとかなりの額、３分の１近く減っております。特に業務処

理に使える金額という意味では半減しているような状況で、これは何とかしないといけな

いということで、ＩＰＡは資本金という資産をもっているのですが、第３期の中で、資本

金に関しては３期終了時点で余っている分は国庫返納するということが１つ要件としてあ

りますので、第３期に関しては、この資本金を事業の中で有効に活用していこうという方

針をもっています。 

 現在残っている資本金は、資産に換算して 94 億円の現預金があります。これを第３期の

中で有効に活用していくことということで、いろいろ計画を立てております。 

 25 年度におきましては、94 億円のうち 11 億円分について使い方を決めて契約を締結し

ました。主に情報セキュリティ関連でＩＣカードのハードウェアの脆弱性の評価ツールを

整備するとか、語彙のデータベースの整備、あるいは人材育成関連では共通キャリア・ス

キルフレームワークのスキル診断及びそのカスタマイズのためのツールづくりというよう

なことで、25 年度１年というわけではなくて、25 年度から開始して、短いもので２年、長

いものでは丸々４年ぐらいの計画でこの 11 億円に関して使っていくという使い道を決定

いたしました。 

 ２ページ、今後ですが、26 年度以降に関しても、今、サイバー攻撃対策用のオペレーシ

ョンシステムを整備するとか、電子行政サービスにかかわる基盤を整備する、そういった
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ことに有効に使っていこうという方針を立てております。こういった資産を有効に使うこ

とで、交付金での業務をさらに価値の高まるようなことに相乗効果を上げていこうという

こと、あるいは交付金を使ってやる事業を効率化していく、そういったところで有効活用

していきたいという方針を立てております。 

 まだ残り 83 億円に関しては使い道がきちっと決まったわけではありませんが、こういっ

た方針で、今後、委員の皆さんのご意見を伺いながら有効に使っていくための検討体制を

整えていくということで進めてまいりたいとＩＰＡとしては考えております。 

 今年度発注した分についての成果とか、どんなことをやっているかに関しては、前回の

業務成果の説明のときにあわせてさせていただきました。きょうは、今後、こういったと

ころにＩＰＡとしては資本金を有効に使いたいと考えていますので、この辺について忌憚

のないご意見をいただけたらと思っています。 

 その後ろのページにイメージを書いていますが、例えば、３ページでは、今、ＩＰＡで

はサイバー攻撃のレスキュー隊を立ち上げようとしていますけれども、そういったレスキ

ュー隊の情報を一元化する、リアルタイムにサイバー攻撃の状況をモニタリングできる、

そういったシステムを今考えております。 

 ４ページ、２番目は、電子行政サービスにかかわる文字や語彙の基盤を整備する。 

 ５ページ、３番目は、人材育成のために有効に使っていく。 

 そういったことで考えておりますので、この辺についてのご意見などをいただけたらと

考えております。 

 以上で、ＩＰＡからの財務状況についてのご報告、ご説明を終わりたいと思います。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問がありましたら、よろしくお願いします。 

○宇野委員  資産運用のところで、これは民間企業だと費用対効果のようなことを考え

るものですけれども、ここから上がった収入はまた違う管理か何かされるのでしょうか。

ここから収益を上げると、投資に対する評価としてはきっとされないんですよね。 

○田中ＩＰＡ理事  現在では、基本的に収益事業に使えないんです。これはちょっと特

別なルールで、固定資産にしか使えないのですが、固定資産の減価償却費に関しては、資

本勘定、資産勘定、同時に削除するといったルールになっていまして、Ｐ/Ｌを通さないと

いうことで、Ｐ/Ｌを通さないという意味は、収入がない事業であるという前提で使いなさ

いという基本的なルールになっています。 
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○宇野委員  ですから、例えば、オペレーションルームか何かをつくった場合に、それ

にはきっと運営費がかかりますよね。それはまたどこかで足かせとなっていくのではない

かということを大いに危惧するのですが。 

○藤江ＩＰＡ理事長  おっしゃるとおりだと思いますね。ただ、運営費については、例

えば、こういうものは受益者負担というのがあってしかるべきなんですよね。ですから、

運営費はそういうところである程度みていただくというか、利益は出してはいけないので

すが、少なくとも使用料的なものをいただくとか、受益者負担としていただくとか、私は

そういうことはあってもいいんじゃないかと思っているんです。 

 ただ、これも情促法とかそういうものの法律の中でどこまで許されるものなのかどうか

というのはこれからのお話でありまして、その辺はよく情振課と詰めていきたいと思って

います。 

ただ、我々としては、今こうやってセキュリティといえば、Ｊ－ＣＳＩＰを運営する、

もう一方ではセキュリティの部隊をつくる──これは今週中に発足する予定にしています

けれども、そういうことをやって、そして実際にそのオペレーションをやる者がないと、

あとはいただいたご連絡とかお届け、また、我々のほうからお伺いして事情を聞くという

ような話であっては、これはせっかくのジョブが半分あって、半分は意味しないというよ

うなことにもなりかねませんので、そういう意味でもこういう構想をもったわけでござい

ます。 

○宇野委員  ここで挙げられている例２とか例３のようなものは、後々、コスト負担が

かかるというか、箱物はないのでいいのだろうと思うのですが、そこのところは後々を考

えてやっていただければと思います。 

○藤江ＩＰＡ理事長  はい。こんなことをいうとあれですけれども、契約のやり方もあ

ると思っています。 

○宇野委員  また首を絞めていくことにならないように……。 

○藤江ＩＰＡ理事長  首を絞めないような契約のやり方というのは模索できるのではな

いかと思っていますので、今、その辺は中でもディスカッションはしております。宇野さ

んのおっしゃるご心配はよくわかります。ランニングが一番大事なんですから。これは民

間の場合でも同じです。よく理解しております。 

○田中ＩＰＡ理事  これから議論の中で、収入があったら、その分だけＰ/Ｌに落とすの

かとか、そういうことができるのであれば、宇野さんのいわれたようなことも、心配もま
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たできると思うので、その辺はどこまでがルールの範囲なのかということも、経産省も含

めて話し合いをしながら決めていきたいと思っています。 

○松山分科会長  今のような話は、大学などでも同じような話があって、典型的なのは

スパコンなんです。私もセンター長をやっていたので、スパコンでは、レンタル経費はあ

るのですが、運営経費というのはそんなにないので、結局、電気代を払えないというよう

な話が大昔からずっとあるんです。大学の場合でも、非常に特例的なのですけれども、全

国共同利用で受益者負担を一部お願いするという制度をつくって、結果的には、ランニン

グコストのところはそこでみるという形をしていたこともあって。そういう先行事例もあ

ったりするので、こういうシステムがたくさんの方に使われているのだということが一番

大事で、それだけの利用者コミュニティがあれば、みんなで支えようという話もまた可能

かなと思うのです。 

 そういう意味で、今回は 25 年度に入れられたシステムなので、すぐ利用実績ということ

はないと思うのですが、この辺の資産が価値あるものかというのは、オペレーション経費

の話ももちろんあるし、利用実績を年度ごとにちゃんと報告していただくようにもってい

っていただければと思いますが、まだそこまではいっていないですね。 

○田中ＩＰＡ理事  25 年度はまだそこまでいっていないんです。まだ完成していないの

で。来年度から、できることからきちっと報告していきたいと思います。 

○松山分科会長  それも、また例で申しますと、文科省関係でも、研究実績評価をやる

ときに、論文を書いていろいろ賞をもらったというのとは別に、開発したソフトをウェブ

に上げて、ダウンロード件数何件というのもいろいろ認知されているところがあるんです

ね。ですから、対社会に対してそれがどこまで有効であるかというのは、利用実績を、そ

れは人とか組織なのか、あるいは時間なのか、そういう尺度はいろいろあると思いますが、

それは非常に重要なことだと思うし、そこをしっかりつくっておいていただければ、いろ

いろな説明のときでも、これだけ活用されている資産として意義がありますよというよう

なことをぜひともいっていただければと思います。 

 ほかに、ご意見、ご質問はございますか。 

 宮地先生、いかがでしょうか。 

○宮地委員  セミナーの収入は今年度は少なくて、資料等の収入が非常にふえているよ

うです。私自身もＩＰＡの資料をとても活用させていただいていますが、わかりやすくて

いいなと思っています。今後もぜひ進めてください。今回、収入のところに入っていなか
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ったのですが、資産の活用のところで、サイバー攻撃などのオペレーションシステムとい

うのが上がっていますけれども、これは次年度などの収入源になっていくと考えていらっ

しゃるのでしょうか。今年の収入はセミナーと本の販売のみで、今後の展開でオペレーシ

ョンシステムが上がっていますが、学術的には、例えば実験データを提供する等の条件で、

無料にすると利用しやすいと思いますがどうですか？ 

○藤江ＩＰＡ理事長  その辺はまだ構想なものですから、次年度からもどこまでできる

か。今、実際に、サイバーセキュリティ絡みでは、ご案内のように、Ｊ－ＣＳＩＰはしっ

かり運用しています。これはお入りになっている企業には今さらご説明するまでもないの

ですが、大変ご評価をいただいていて、最初の 12 企業から、今は 48 企業まで増えました。

ほとんど社会のインフラを支えているような業種がみんなこれに入っていただいています。 

 そういう中で、今度はサイバーレスキュー隊を創設するわけです。レスキュー隊をやる

からには、そのオペレーションルームというのはやはり必要なのじゃないのということな

んです。これはこの水曜日に発足します。発足した後、どういう形で社会に受けとめてい

ただけるか、どうご評価をいただけるかによって、これの大中小みたいな、松竹梅みたい

なものが決まってくるのだと思っています。 

○立石ＩＰＡ理事  オペレーションセンターのこの中の詳細な仕様についてはこれから

詰めていくわけですけれども、基本的に、今までは私どもは攻撃情報の予兆の把握と分析

とその共有というところまではやっていたのですが、実際に事が起こったときの応急対応

センターのような施設はもっていないんです。 

この手のものに対応するときには、釈迦に説法ですけれども、通信ネットワークの状況

や、通信を行っているシステム内部でどういう事態が起きているのかということを立体的

に把握して対処していく必要があるので、そのための設備ということです。施設の性質上、

入れる人も限られていますし、情報もかなり厳格にコントロールしなければいけないので、

これから利用料をとるということは考えておりません。 

 ただし、収入対策としては、今後はいろいろなアイデアがあると思っていまして、例え

ば、暗号用ＩＣチップのセキュリティ認証の関係では、テストビークルとかテスト機器の

ように高度かつ先端的な設備は、同じようにこの資産を活用して整備をしているのですが、

それ自体の利用料はとっていないものの、その利用に当たっては、利用ガイドの配布や利

用者研修を受けてもらうことにしていて、そちらは教科書費用とともに受講料という形で

利用料をいただくことにしていく予定です。その他にもいろいろな工夫の仕方があると思
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うので、その辺は情振課の方々ともご相談をしながら、後年度負担対策ということを視野

に考えていきたいと思っています。 

○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、次の議題に移らせていただきたいと思います。 

 次は、議題２の監事監査報告ということで、監事からご説明をお願いします。 

○下村ＩＰＡ監事  常勤監事の下村でございます。資料は、資料２－１が要旨で、資料

２－２がワードの詳細版でございます。それから、iPad の中には入っておりませんが、１

枚紙で配付しました資料２－１の補足説明資料がございます。これは公表いたしません。 

 それでは、時間も限られておりますので、資料２－１で説明いたします。監査報告とは

何かとかた苦しいものですから、パワポで絵とグラフでわかりやすく示しております。 

 最初のシート１は財務状況と会計処理です。左側のフローで、年度計画策定から上期の

計画実行、下期の計画策定、下期の計画実行、年度末決算までを示しておりまして、右側

はそのフローの各ステップに対応する監事の監査活動──審議参加、レビュー、実査・精

査を示しております。 

 結論は、一番下の所見にありますように、不正・誤謬はございませんでした。会計監査

人からは、無限定適正意見でありますので、監事としてこの結果を追認いたします。 

 次は、シート２が契約の適正化であります。真の競争性確保の観点から、特命随意契約、

一者応札・一者応募の状況、非効率取引の有無をチェックしております。 

 体制は、この５つの機関で行っておりますが、一番右側の契約監視委員会というのは、

外部の有識者と監事から成っている委員会です。平成 25 年度からは、これまでの年１回の

開催を年２回にふやしました。また、委員も４名から５名に増加しまして、点検の強化を

図っております。 

 点検結果は、次のシート３以降でございます。 

 シート３は、随意契約の件数の推移をグラフ化しております。赤い線がＩＰＡでござい

ます。平成 20 年度以降、最低限の低い値に維持されているというのが続いているという状

況です。他の独法に比べましても低い状況であるということがおわかりになろうかと思い

ます。 

 次のシート４ですが、一者応札・一者応募の状況でございます。上の段が一者応札の件

数を棒グラフで、件数の割合を折れ線グラフで、下の段は、一者応札の金額を、棒グラフ

はその金額値、折れ線グラフは金額の割合を示しております。25 年度は、この５カ年で最
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も低く抑えられていまして、どの指標もみんな最もいい数字となっております。特に一般

競争入札で一者応札は２件しかなかったということを吹き出しに書いておりますが、これ

はまれな結果かなと思っております。 

 次のシート５は、非効率な取引がないかのチェックの一手段としまして、ＩＰＡの調達

先の契約金額のトップ 20 を３カ年調べております。匿名化してグラフにしております。白

地の企業は３カ年で１回だけトップ 20 に入った企業で、これは３年で 50％を占めており

ます。緑地の企業は３カ年で複数回トップ 20 に入った企業でございますが、これにつきま

しても公正な契約手続を経ておりまして、推移から、特段、非効率なベンダーロックは認

められません。 

 次に、シート６、内部統制の状況でございます。左上が課題・リスクの認識ということ

で、①～⑦を列挙しております。右上はその課題・リスクに対応した施策で、どのように

対応しているかを示しております。課題・リスクの認識から下に向け、さらに右に曲がっ

た矢印は、施策に加えて、制度・仕組みの見直しを行っておりまして、これがガバナンス

の強化ということでございます。弾力的な組織の見直し、理事会審議事項の重点化、役員

による審議レビュー強化、試験制度見直し等のタスクフォース設置、予算執行マネジメン

トの強化等を図っておりまして、こうしたガバナンス強化が右上の課題の対応をコントロ

ールするという体制になっております。 

 所見でございますが、こうした内部統制の充実化で、予算執行率の大幅向上、試験制度

及び地域ＳＣ経営向上の道筋が示されてきました。また、理事長リーダーシップのもとで、

縦割り業務の解消、全員参加型活動、こうしたものが浸透してきているということが評価

できるかなと思っております。 

 次に、シート７、業務・経費の効率化でございます。 

 (1)は運営費交付金とその支出の状況でございます。平成 25 年度は第３期の中計初年度

ですので、同じ条件での比較ということで、第２期中計初年度の平成 20 年度、５年前と比

較しております。運営費交付金は約７割に大きく下がっているわけでございますが、その

中で、外部委託費は非常に小さくなって、これは内製化、あるいは調達の効率化がきいて

いるのだと思います。また、交付金の期末繰り越しも 25 年度は非常に低く抑えられており

まして、この裏返しは交付金の執行率でありますが、正味 97％という執行率になっており

ます。 

 (2)は試験勘定業務費の低減状況でございます。試験勘定の収支は非常に厳しい状況にご
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ざいました。24 年度から頑張って低減を図っております。25 年度は 0.8 億円が低減しまし

た。24、25 年度で 3.3 億円の低減を図っております。施策はそこに書いたとおりでござい

ます。 

 そういうことで、自助努力という形で低減を図っているわけですけれども、この辺の低

減もぎりぎりの状況になってきているかなと思っております。 

 次のシート８ですが、所見のまとめでございます。 

 １～３項はこれまでの結果をまとめまして、会計監査上も業務監査上も問題はございま

せんということを書いております。 

 ４項は、今後の課題、要望事項でございます。 

 ①は、運営費交付金の減少でございますが、平成 20 年の 50 億円に比べて、25 年度は 37

億円弱と大きく下がっております。これは毎年３％減額するという算定ルールに基づいて

いるわけでございますが、ＩＰＡの事業の成果の質・量を維持・向上していくためには、

この辺の算定ルールの見直しを切に望みたいと考えております。 

 配付しました１枚紙の補足説明資料がございます。 

 この辺の減額につきましては、中計時に中期目標が定められまして、その中で一般管理

費の低減率、業務費の低減率が定められております。ＩＰＡについては、第１期の中計、

第２期の中計、第３期の中計に至るまで、一般管理費も業務費も毎年度３％の低減という

形に示されておりました。これをほかの独法と比較してみたのですが、かなり厳しい数字

を求められているなという感じがいたしております。この辺の必要性につきまして、ぜひ

見直しをご検討いただきたいと考えております。 

 これは逆にいいますと、こういう厳しい効率化指標をＩＰＡとしては努力して遂行して

きたわけですから、業務運営の効率化の評価につきましては、僭越ではございますが、高

い評価であってもよろしいのではないかなと思っております。 

 それでは、iPad の本文に戻りまして、４の②は、試験勘定の収支改善についてでござい

ます。試験の業務費のコスト低減も限界に来ておりますので、試験の収支改善ということ

で、特に受験手数料は、これは 5,100 円という、国家試験の中では大変安い金額に抑えら

れております。この辺は試験区分のコスト見合いでもって適正な価格に見直す等の計画的

な実行が望ましいと私は思っております。 

 最後に、③ですが、これは職員の能力・モチベーションの向上ということで、特に多数

を占めますプロパー職員の能力・モチベーションの向上について、引き続いて育成努力を
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してほしいと思います。 

 監事監査結果の報告は、以上でございます。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等がございましたら、お願いしたいと思います。 

今年からすごく見やすくなったなと。 

○下村ＩＰＡ監事  監査報告のパワポ版というのは、オリジナルの試みです。 

○松山分科会長  あまりないでしょう。今まではワードの文章で書いていただいていた

ので。 

 ちょっとお伺いしたいのですが、これは事務局のほうかもしれないですけれども、最後

に紙で配っていただいたものの中で、ＩＰＡは３％の低減になっていて、業務低減が３％

ですよと。でも、ほかのところは、３％というけれども、１％になっているところがあっ

たりして、これはどういう意味なのですか。 

○下村ＩＰＡ監事  法律は、あくまでその上に書いてある行革推進の第 15 条で、国の歳

出の縮減を図る見地から、次の中計の目標値を見直しなさいと書いてあるだけなので、こ

の辺のところは主務大臣がこういう形を定められたのかなと思っております。 

 特に、一般管理費よりも業務費は約２倍の額なんです。ですから、これを３％削減され

るというのは、かなりボディブローがきいてくるなと思っております。ほかが何でこうい

う数字なのかというのはもちろんわかりませんし、うちも何で３％なのかというのは、多

分、10 年前に決められたのだと思うのですが……。 

○松山分科会長  それがそのまま来ちゃっているという感じですね。 

○下村ＩＰＡ監事  はい、そんな感じがいたします。 

○藤江ＩＰＡ理事長  私が理事長になったときに、「３％ずつ低減するんです」というの

で、「へー」といったんですよ。でも、「これはもう決まっていることでございますから」

というので、私はこの４年間ずっとこれでやってきて、本当によくＩＰＡの人はやってい

ると思いますよ。結局、内製率を高めるということは大分やりましたね。それはその分、

今までとは仕事のやり方を変えていますから。そういう意味では、それぞれの職員の方は

大変努力しているのだと思っています。 

○田中ＩＰＡ理事  第１期と第３期では 10 年たつと 20％違いますから、すごく大きい

んです。 

○松山分科会長  時間の累積が大きいと。もうかなりそこまで来ているというのは、お
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っしゃるとおりだと思います。 

 事務局、その辺の議論というのは何かあるのですか。 

○守谷情報処理振興課長補佐  この低減については、独立行政法人の制度ができて、独

立行政法人に各機関が移行したときに定められたものでございます。それぞれの独法ごと

にさまざま由来といいますか、もともと形態が違っていたところがあって、その形態がも

ともと負っていたミッションに基づいて、独法に移ったときに、ＩＰＡのような民間の特

任法人から始まったようなところは、より民を生かして、できるだけ民に移行していくこ

とで効率化をより行っていけるのではないかということで、大きいパーゼンテージとなっ

たという事情がございます。 

今、第３期になってかなり年数がたっておりますので、それぞれまた性格が変わってき

ているところもあるかと思いますが、始まったときの第１期のころの議論が現在も受け継

がれているという状況であります。 

○藤江ＩＰＡ理事長  蒸し返すつもりはありませんけれども、より民間にしていくとい

うのは非常にすばらしい考え方だと思っています。ただ、それだったら、決算も民間と同

じようにやらせてよと。そうしたら、超優良会社にしてみせます。本当に。これだけの剰

余金もあるんですからね。 

 剰余金はもっていくわ、３％ルールで且つお金は出さないわ、これはさすがに……とい

うことで、先ほどいろいろ宇野さんからもご心配がありましたけれども、こういう資産が

あるから、それを何とか使ってやっていこうじゃないかと。そうしないと、もう回らない

ですよ。 

○國井委員  やはり時代も変わってきて、セキュリティなどは公的機関でやらないと厳

しいものがありますよね。民間企業が、「私たちはこれだけちゃんとやっています」といっ

ても、「そうしたら、中身を話してください」といわれて、話したら危ないわけですよ。そ

うすると、公的なところできっちりレビューできる方が監査していただくとかということ

が非常に重要で、また、インフラとしても重要になってきているので、ここは大きくしな

いといけないと思うのです。削減というのが私には理解できなくて、世界のトレンドから

いってもこの分野というのは非常に重要になってきているので、強化していくべき分野だ

と思いますけれども、その辺はぜひとも早く考えていただきたいなと思います。 

○守谷情報処理振興課長補佐  委員からいただいたご意見はそのとおりでございまして、

ある意味、この効率化に向けた目標というのは、従来行っていた業務を今後継続してやっ
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ていくときにいかに効率化していけるかという点で評価をしたものでありますが、特にセ

キュリティなどの分野におきまして、従来の業務にとらわれないさまざま新しい課題が発

生してきていることは事実でございます。 

 そうした関係から、26 年度、今年度からになるのですけれども、交付金とは別に、そう

した新しく発生してきているさまざまな課題、まさにサイバーレスキュー隊がそれに当た

るのですけれども、これについては全く新しい業務として始めることになりますので、交

付金とは別に、国から直接的な補助金をＩＰＡに交付するという形で、別枠での予算措置

などを行ってきておりますので、そうした新しい課題につきましては、国のほうでも政策

的に精査しながら、さらに予算措置をしっかりしてまいりたいと考えております。 

○松山分科会長  ありがとうございました。ほかに、よろしゅうございますでしょうか。 

 今回、財務報告も監事監査の報告も非常に明解にやっていただきました。どうもありが

とうございました。 

 それでは、続きまして３つ目の議題でございますけれども、平成 25 年度業務実績評価の

審議に移りたいと思いますが、その前に、被評価者であるＩＰＡの方々には一時退室して

いただきたいと思います。決まりましたら、また入室をお願いいたします。 

 

（ＩＰＡ退室） 

 

○松山分科会長  それでは、平成 25 年度の実績評価に入らせていただきたいと思います。

特に資料の説明などはありますか。 

○守谷情報処理振興課長補佐  今、資料を２種類お配りさせていただきまして、片方は、

皆様から事前にいただきました評価表の総括表という表の形にまとめさせていただきまし

た。本日は徳田委員がご欠席でございますが、徳田委員の分も含めて、全員からいただい

たものをまとめさせていただいております。また、いただきましたそれぞれのコメントに

つきましては、各委員からの意見ということで、こちらのワードの資料にまとめさせてい

ただいております。ご評価をいただく上でのご参考としていただければと思います。 

○松山分科会長  評価でございますけれども、基本的には、評価表をみていただきまし

たように、各事業項目の積み上げ方式という形でやらせていただいていますので、このお

手元の評価用資料１の順番に従いまして、情報セキュリティから最後の財務内容まで１項

目ずつ評価を確定していくということにさせていただきたいと思います。 
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 それから、総合評価のほうは、先生方にもやっていただいたように、下の項目評価が決

まると自動的に算数で計算しますので、総合評価は結果であります。 

 それでは、情報セキュリティの対策強化でございますが、３名の方がＡＡということで、

宇野委員と徳田委員がＡで、「Ａ以上」ということは書いてあるのですが、いかがでしょう

か。 

 宮地先生は、ご専門からみたときに、このＡＡの意味というのは……。 

○宮地委員  先ほど國井委員からもご指摘がございましたけれども、民間ではできない

ところに関してかなり努力していただいているということを評価しまして、やはりＡＡで

よいと思います。また、このように経費削減するのは私としては賛成しかねます。つまり、

運営費交付金を含めて、経費も下げないでいいんじゃないかなと思います。国の予算が非

常に厳しい状態なので仕方がないというぐらいなのですが、セキュリティ強化対策は非常

に頑張っていると思います。 

○松山分科会長  國井委員もＡＡですね。 

○國井委員  はい、ＡＡです。あのリソースでよく頑張っていらっしゃると思います。 

○松山分科会長  宇野委員はいかがでしょうか。 

○宇野委員  私は、「普通」の場合はＢでというのを最初から徹底されていますから、よ

く頑張ったなというのでＡにしたと。ＡＡというのは、もう中期計画が終わったぐらいの

成果が出ないとＡＡにならないと思い込んでいましたので、Ａかなと。ただそれだけであ

ります。 

○松山分科会長  コメントの一番上に書いてあるのが私でして、今回は総評のところに

書いてあるのをみていただいたらわかるのですが、思いも込めて総括コメントという感じ

で書いていて、「そもそも」とか「時代背景は」という感じで書き始めています。この前か

らいろいろ申し上げているのですが、第２期とは随分違う形での展開というのを本気でや

っていただいているなと。そして、それが形になってきているなと。 

それから、スマートメータのセキュリティに関しても、かなり積極的にやろうという気

になっていただいているというのがみえてきた。そういう意味で、定量的・定性的の両面

でと、そんな思いで私自身はＡＡとさせていただきました。 

セキュリティも、レスキュー隊の下ごしらえなども含めて、かなり力をしっかり入れて

おられるなと、それが形にみえてきているのがすごく好ましいかなと思って、ＡＡとさせ

ていただいています。 
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ほかに、コメントはありますでしょうか。 

○宇野委員  きょうの最後の提案のところにもありますけれども、まさにサイバーレス

キュー隊のような、それがもう少し拡大されて、民間企業で１社でできることというのは

限られますから、その評価ができる人というのは、専門企業といっても今のところは２社

か３社しかありませんので、まさにこういうことこそ、私のコメントに入れましたけれど

も、そういうことも展望して何かやっていただけるとありがたいなと思っています。 

○松山分科会長  そういうことで、徳田先生がどういうコメントかというのはみえてい

ないところもあるのですが、Ａをつけていただいているということで、多数決ではないの

ですけれども、セキュリティに関してはこういう実績もおもちで、これからの展望という

こともあるので、仮づけとして、今のところはＡＡとさせていただいて、最終的にまた全

体的に調整をさせていただきたいと思います。 

 次に、情報システムの信頼性向上です。これに関しましても、セキュリティとは違う側

面で信頼性を向上しましょうということを第２期の終わりごろからいってきていただいて

います。、ＩＰＡフォントはおととしごろから形になってきたと思うのです。また、情報機

器とか制御システムとか、いろいろなところからの障害事例集約という話があって、ここ

のなかなか難しいところは、サイバーセキュリティといっているものとの違いがどこまで

具体的に社会の中で必要性がでてきているかという側面があります。信頼性の向上という

もののとらえ方として、現在、信頼性がないものがあったら、それを信頼性を高くすると

いう方向の話と、後ろのほうで出てきますように、公共の電子政府関係の情報基盤という

形で安定した基盤を、前年度は語彙集まで手がけていこうということで、そういう公的資

産というものをつくっていこうという話と、２つの側面が分かれているわけですが、それ

ぞれ着実に成果を上げているということで。 

 私自身としては、情報セキュリティのほうはある意味で社会的関心も高いので、そこそ

こ通じる話だと思うのですけれども、ＩＰＡさん自身として本当に力を入れていってほし

いのは、私個人的には、情報システムの信頼性向上というところはもっとやらないといけ

ないという感じです。 

 そういうことで、少し形にはなってきたのかなということで、宇野委員がＢをつけてお

られますけれども、私も、Ｂでもいいかといわれると、まあねという感じもあるのですが、

ほかの委員はいかがでしょうか。 

○國井委員  すごく地味なオントロジーなどもきっちりやっていらして、あれはこうい
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うところでやっていただかないとなかなか進まないですし、やるべきことをきっちり、き

っちりやっていただいています。さらにインフラの信頼性向上が非常に重要で、リソース

がちょっと足りないのかなという感じがしました。やらなければいけないなと思うことが

いっぱいあるけれども、あのリソースだとできないから、これはぜひ強化してほしいとい

う期待があります。でも、標準以上だと認識しました。それでＡをつけました。 

○宮地委員  セキュリティ対策と比べると目立っていないのでＡです。頑張っているな

と思うのですけれども、セキュリティ対策ほど派手な動きではないなと思いましたので、

Ａにしました。 

○松山分科会長  いかがいたしましょう。 

○宇野委員  私は絶対Ｂじゃないといけないという気は全くないのですけれども、セキ

ュリティ対策と比べると、まだ今後の期待というレベルで、これが本当に民間に展開され

るとすごい成果だなと。共通語彙も、2020 年、東京オリンピックに向けて、海外からの渡

航者が使えるような、そういう構想だと、第一歩だから、25 年度はＢでもいいのかなと思

ったのですが、こだわりません。 

○松山分科会長  それでは、多数決ではないですけれども、そろえて、Ａということで、

全体の相場観を見直すというのを後でさせていただきたいと思います。 

 次に、ＩＴ人材育成の戦略的推進です。 

私はコメントを書いておりますけれども、IT パスポート試験の話もようやく形になって

動き出してきているのはいいわけですが、「未踏」のスーパークリエーターの組織化をおと

としぐらいからやっていただいて、國井委員や宮地委員はご存じないと思いますけれども、

スーパークリエーターは 200 人とかいっぱい出ていたのですが、その人たちの研究開発成

果をまとめた資料がなかったという恐ろしい時代から始まっているんです。 

 それで、おととしにようやく「未踏」という冊子で、活動を紹介してもらって、そうい

うものができたわけです。それをもう一段進めて組織的に、会社をつくるわけではないの

ですが、そういう人材グループとして、それは社会のリソースであると思うし、お互いの

横のつながりも非常に強固だと思うので、そういうところをＩＰＡがうまくプロデュース

してあげるというのは非常にいいことかなと思って、ちょっと上振れし過ぎかなと思いな

がらＡＡとしていますが、個人的には、まあ、Ａでいいかという感じです。 

 宮地委員はどうですか。ここもＡＡがついていますが。 

○宮地委員  「未踏」ももちろんなのですが、セキュリティ・キャンプというのがとて
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もいい動きをしているなと思っています。最近の若者はコミュニケーション能力に欠ける

人たちが結構多いんですね。このキャンプで日本全国から集まるというのがとても気に入

っていまして、私の自分の大学の研究室でも、こちらのキャンプのＴＡなどに行くのだと

かといって、自分の大学以外にもコミュニケーションが広がってきて、単純にセキュリテ

ィ教育だけではなくて、日本の力の下支えになるのではないかなという部分を評価しまし

た。横串という意味合いも込めて、よく頑張っていると思います。セキュリティの教育と

いう観点だけではなくて、その位置づけがすごく気に入っていますので、ＡＡにしました。 

○松山分科会長  宇野委員、國井委員はいかがでしょうか。 

○宇野委員  私は、さっきの情報セキュリティ対策強化と同じような意味合いでありま

す。ですから、さっきＡをつけたのと同じように、これもＡをつけました。 

ここに書いていますけれども、対策と人材というのは両輪なので、情報セキュリティに

ついて、そういう人材を民間企業で育成できるかというと、きっと無理だと思うのです。

それに、そんな人が何人も必要なわけでもないし。ですから、これこそこういうところが

手がけて意味のあることだと思いますし、それに向けてこういうセキュリティ・キャンプ

などをやっているというのは、非常に先見の明のあることかなと思っております。これは

情報セキュリティ対策強化と同じぐらい評価しているので、同じようにＡにしたというこ

とです。 

○松山分科会長  國井委員は、いかがですか。 

○國井委員  IT パスポート試験は、苦労されていましたけれども、随分広がってきてい

て、地道な努力をして、民間企業のほうでも入社試験のときのエントリーシートに点数を

入れてもらうといった活動も進んできていますので、試験関係で一つは評価したので、そ

れでＡにしております。ＫＰＩに出されているのもちゃんと進んでいますし。 

セキュリティ・キャンプは私もすごくいいなと思いました。ああいうのがもっといろい

ろな分野で広がればと思って、信頼性のところでもああいう活動があるといいなと思いま

した。 

○松山分科会長  今年度から説明の仕方がうまくなったのかなと思ったりするところも

あるのですが。人材育成のところも、着実に布石が打てているよなという感じをすごく受

けたんです。IT パスポート試験のエントリーシート記入とかセキュリティ・キャンプとか、

ああいうのもある意味でブランド化というか、単にマスコミなどで流せばいいというので

はなくて、その活動自身が社会の中にインプリメントされる、そういう戦略性がすごく明
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確になってきて形に出たというのは、非常に好ましいかなと思ったりしております。 

それで、ここも多数決でいくとＡになるのですが。 

 おもしろいのは、徳田委員がここはＢになっているんです。これはなぜかを聞いてみた

かったんですけれども。 

 

○松山分科会長  徳田委員から人材育成についてのコメントを何かお聞きになっていま

すか。 

○守谷情報処理振興課長補佐  徳田委員からいただいたご意見は、配らせていただいた

評価用資料２の６ページ目にありまして、ＩＴ人材育成の戦略的推進の①総論のところに

○が６個ありますけれども、５個目の「セキュリティ人材に関しては、セキュリティ・キ

ャンプ中央大会や地方大会が開催され、若年層に対する施策が概ね順調に推移している」

と。 

○松山分科会長  もっとやれということですね。 

○守谷情報処理振興課長補佐  そうですね。順調に推移しているけれども、もっとやる

べきだろうと。これがいただいたご意見でございます。 

○松山分科会長  わかりました。ネガティブな要素はないと思いますね。ですから、こ

こはＡにさせていただきたいと思います。 

 次の業務運営の効率化に関しましては、皆さんＡとなっています。 

きょうの監事のあの説明スタイルは初めてですね。今まではワードの文章をとうとうと

読んでおられたのですが、なかなか好ましいというか、ちょっとマネジメントのムードが

変わってきたのかなと。それは事務局のご指導ですか。業務運営とかマネジメント系のと

ころに関しても、去年までと何かフレーバーが違うんですね。それは好ましいなと思って。

私は、普通はこれについては昨年までＢをつけるのですが、すっきりした形にまとまって

きている感じがすごくありますね。 

○宇野委員  去年、本文には書いてあるけれども、報告にはなかったので、私が探し出

して評価してあげてというのがありましたものね。 

○松山分科会長  ＩＰＡもようやく何か動き出しているなという感じがすごくしますね。

総論の１ページ目ですけれども、これは宇野委員もご存じだと思いますが、おととしに第

２期の最後と第３期に向けての計画づくりのところで、業務の棚卸というのをやってもら

ったんです。それで、細かな業務について、何をやってきているか全部リストアップして
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もらって、それをこれからもやるのか、やめるのか、やめるときにはどうやって処理する

のかというのをダーッとやってもらって、今やっていただいている事務・事業は実はもの

すごくコンパクトにしたんです。 

それで、表面には出ないのですが、実は昔から事務・事業をいっぱいいろいろ抱えてい

たんです。でも、それをやめようよという話をしてきたので、私の理解としては、業務運

営などにしても、皆さん努力されているのですが、何をやるべきかということに関してか

なり整理されてきたのかなと。それ以前は、あれもやって、これもやってと、みんな総抱

えでやってきたというのがあって、それで逆に整理がつかなくなっていた。 

 それで、私自身が一番評価しているのは、棚卸効果がすごく顕在になりましたねという

ことで、業務運営のやり方にしても、担当者がどういうことをやればいいのか、あるいは、

こことここがやるべきだといったときの、大きなこことここというのがまず明確にわかっ

ているというのがお互いの情報認識としてすごく大きいかなと。そういうことも含めて、

珍しくだと思いますが、私は業務運営をＡにつけさせていただきました。 

ほかの委員、何かご意見やご質問はありますか。 

○國井委員  理事長のリーダーシップでガバナンスがきいていますし、皆さん、モチベ

ーションを上げてうまくやられていると思いますね。 

○松山分科会長  ですから、ある意味で、危機バネ的なところもあるのかもしれません

ね。ご承知のように、随分きついコメントをいろいろなところからいただいてきて、それ

を受けて、じゃあ、業務を全部見直しましょうと。そして、本当に必要なものはどれかと

いうことで、ＩＰＡの中でも、事務局のほうもけんけんがくがくやっていただいて、その

プロセスが生きているかなという感じがしますね。 

○宇野委員  一時期は組織が存亡の危機もありましたからね。 

○松山分科会長  私は事務局のほうに申し上げているのは、民間から、協会から上がっ

てきて、補助金頼りという感じのところから、本当に国の公的機関として何が大事かとい

うところに変わるのに随分時間がかかったのだけれども、そのために不要なものを切って

いくということを一度やっていただいた。その第２期の最後が一番ボトムで、第３期に入

って、先ほど國井委員もおっしゃっていただいたように、これからセキュリティなどのと

ころで、公的だからやらなければいけない、その必要性が非常に高まっているというとこ

ろがもっと伸びていって、しっかりした組織化に励んでいただくようになれば、それが一

番いいのかなと思っていて。それのスタート年度としては、いい形でスタートしていただ



- 22 - 
 

いているのかなと。私は余り褒めないのですが、今回はそんな感じをすごく受けました。

宇野委員は、そんなことなかったですか。 

○宇野委員  松山さんがそこまで評価するとは。去年まではすごく厳しかったのに。 

○松山分科会長  ＩＰＡの説明が変わったのだろうという感じがするんですけれども。

多分、宇野委員はご存じだと思いますが、私は「よく頑張っている」なんて絶対いわない。

でも、正直、実績も含めて意見をもてるようになっているということは、そのとおりです。 

 では、業務運営の効率化もＡ、頑張っているということで、させていただきたいと思い

ます。 

 財務に関しましては、資本金の話が、財務からご説明があったと思いますけれども、政

策的な変動もいろいろありまして、結果的に、財務省と第３期の中期計画を立てるときに

お話があって、大きいのはそこなんですね。宇野委員にも言っていただいていますように、

私も随分心配しているのですが、だからといって、ただ使ったらいいという話でもないの

で、そこはかなりしっかりと事務局にもアイデアを出していただいて、戦略的に使ってい

ただくという形にすればいいかなと。 

 それから、宮地委員がちょっと言われたけれども、自己収入を増やせとは言っているの

だけれども、それでどんどん自立的になって金を稼ぐというのはいけないという話があっ

て、象徴的なのは情報処理技術者試験で、別勘定になっているというのですが、あそこで

収益を上げてほかのことに使ったらいいということは許されてはいないということもある

ので。セミナーとか出版物とか、あとは認証系のところですね。 

 私が思っているのは、今、セキュリティの認証もそうですが、制御システムの認証など

もぼちぼちスタートということで、ああいう認証業務をきちっと押さえてやっておくとい

う、キャッシュフロー的にもそれがあるといいのかなと。そこに対してそれぞれの事業者

がやっていただくためのツールを提供していって、単に判子押し業務だけではなくて、改

善のためのこういうツールもありますよとか、そういう形で回っていくとすごくいいかな

と思ったりしています。 

 そういうこともあるのですが、いかんせん、自己収入といっても、まだそんなに大きな

お金でもないという状況です。ただ、運営費交付金がどんどんあれだけ減ってきますので、

相対的には価値ある 1,000 万、2,000 万という形になる。そういう状態なので、それはＩ

ＰＡの方々も予算のスケール感覚がかつてとは変わってきているところもあるので、自己

収入は、細かいからいいじゃないかではなくて、上げていくように努力されているのかな
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という感じがします。 

 経営者として、宇野委員、何か……。 

○宇野委員  私は、この９ページの○の２つ目に書いたとおり、今年度は何か特記事項

があるかというと、もうそうはないと思うのです。これは今までやってきた結果なので。

だから、これをずっと続けるということなのかなと。それから、儲かった分は国庫に編入

して、欠損はずっとこの中にためるという、こういう形でさっきの資本金を投下したら、

それが後でランニングコストが全部ツケに回るということがないようにしておかないと、

本当に危ないなと思います。この状況のままＡには絶対にいかないですよ。Ｂのままです

よね、どんなに頑張っても。 

○松山分科会長  そうですね。本当は地域ソフトウェアセンターの棚卸のときに、中小

企業のソフトウェア振興とか、地方のソフトウェア振興業務のほうでやっていたのを、財

務だけの話に振って、財務上の不良債権の回収のところに振ると決めたんですね。以前は

ソフトウェアセンターを業務的に支えようということでやったのだけれども、余りにも各

地方でソフトウェアセンターの位置づけが変わってしまっているところがあるので、全国

一律に何かやりましょうという話はもう既になくなっているので、現在の第３期からは、

財務の話として考えていきましょうとして、あまり地方のソフトウェア技術の教育の振興

という話はなくなってしまったのですね。 

○宮地委員  ＩＰＡの位置づけが非常に難しくて、民間だと思うと、ここにあがってい

るように統廃合という形になると思います。しかし、セキュリティホール、つまり、地域

のセキュリティ系の劣化、意識の低さというのは確かに大きな問題なので、国としてそう

いうところを強化する、国の機関の一部という意識でＩＰＡをみると、うまく地域と連携

して、そしてセキュリティ強化というように動ければいいんじゃないかなと思います。個

別事情もありますが、どうですか？ 

○松山分科会長  私も、個別の事情は知らないのですけれども、いろいろ伺っていると、

地方自治体も出資しているところなので、当初はパソコン教室のようなイメージで、情報

技術を地方の中小企業などに広げようという形のブランチで共同システムをつくられたわ

けですね。ただ、地方自治体もお金がないし、今さらパソコン教室もないだろうと。やる

のだったら、例えば、行政の情報システムの管理運営業務を委託するとか、そんな感じの

全然違う方向へ行ってしまって、それは地域によっていろいろ違いますけれども、うまく

転換できたところはまだうまく回っているのですが、もうどうしようもないところもいっ
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ぱいあってという感じになっていて、そもそも組織的に機能不全に陥っていると。活動的

にはそんな感じですね。 

 そして、もう転換されているところは、地方自治体のデザインのもとである意味でうま

く業務転換をされているところもあるので、今さら国が全体でセキュリティというところ

にかぶせるのは難しいんじゃないかなと思うのです。そういう意味では、さっきセキュリ

ティのところでありましたけれども、セキュリティの技術者試験とか、一般を巻き込んだ

キャンプとか、そういう形でやっていったときに、ロボコンじゃないけれども、セキュリ

ティ・キャンプも地方大会があってとかいうぐらいまで本当に広がってきて、それで国際

大会へとか、そういう意味でやるほうが今からだといいのかもしれない。 

○宮地委員  地方の足がかりで会場を利用することはできないのですか。 

○松山分科会長  元が人材育成センターだったので、結局、パソコン教室のようなイメ

ージでスタートしているという感じなんです。 

○宮地委員  自分が石川県から来ているのにこういうセンターがあるとは知らなかった

んです。ですから、広報活動をすれば、例えば大学のセミナーなどに使うとか、そういう

連携もできて、助けることもできないだろうかと思いました。 

○松山分科会長  そこも、地方自治体と経産省というか、ＩＰＡさんというか、そこと

の話で地方展開を図りましょうとやってしまったので、大学は文科省なのでちょっとバリ

アーがあってと、そういう古き時代の遺産なんですね。今やるなら、そんなばかなことは

絶対しないと思うのですが、そういう歴史になっているので、これを事業化するというの

は今のところは難しい。セキュリティ関係はちょっと違うアプローチでやったほうがいい

のかもしれないですね。 

○國井委員  お話を伺っていると、残っているところはロケーションが悪かったり、い

ろいろと条件が悪いようなところなので、それは今さら変えられないということなんです

よね。ですから、幾ら努力しても、どこかで見切らないと厳しいかもしれない。 

○松山分科会長  これはどのくらい前からですか。 

○守谷情報処理振興課長補佐  25 年ぐらい前からですね。 

○松山分科会長  だから、もうかなり前からなので、古き昭和の──とはいわないけれ

ども、時代感覚がもう完全に違うところで歴史を積み重ねているので、今から近代的意味

をつくるというのはかえって難しいですね。過去を清算しなければいけないので。この 10

年間いろいろ話をさせていただいてきていますが、その中でも地方自治体のご意向という
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のもいっぱいあるので、リニューアルオープンというのはそう簡単ではない。でも、石川

はもう閉めるんですか。 

○宮地委員  閉めるのはすこしもったいない気がします。 

○守谷情報処理振興課長補佐  いえ、まだ閉めません。 

○松山分科会長  宮地先生のご努力で何とかそこを立て直すというのも、石川県として

は喜ぶんじゃないですか。 

○守谷情報処理振興課長補佐  その意味では、それぞれのソフトウェアセンターが別々

に独立した事業を始めてしまっているので、一律にどうということは難しいと思うのです

けれども、石川ソフトウェアセンターが今どういう内容に特化していくか調べた上で、連

携したり、セキュリティに使えそうだということであれば、使っていくというのは当然あ

ると思います。 

○宇野委員  こういうのは民間企業だったら損金処理してしまうんですよね。ＩＰＡは

そういうことができない中で、何か一歩踏み出すのは何となく不気味だなと、ただそれだ

けの話です。 

○松山分科会長  そうですね。変な話ですけれども、箱物があって、いろいろややこし

い人がいたりという話もあって。だから、大学の若い人たちを含めて、「さあ、やるぞ！」

とか、そういう形でやるという形で来たものではないと思います。 

 それでは、財務に関しましてはＢとさせていただきます。 

 最終的にいいますと、全体を見回したときに、情報セキュリティだけをＡＡとさせてい

ただいて、信頼性向上と人材育成と業務運営の効率化に関してはＡで、最後の財務がＢと

いうことで、総合評価としては皆さん一致しているようにみえると思います。 

 事務局的にはいかがですか。 

○守谷情報処理振興課長補佐  昨年よりはいいですね。評価される立場なので余りいえ

ないのですが、時系列でみるとよくなっていますけれども、ほかの独法と比べると普通で

す。 

○松山分科会長  では、特に全体的にご意見はございませんでしたので、今のような形

で評価としては定めさせていただいて、25 日の親委員会に私と事務局が説明させていただ

きたいと思います。 

 それから、こういう会議のときにいつもいっておかなければいけない話があって、皆さ

んにつけていただいた評価シートの形で親委員会に出すのですが、その中で、皆さんから
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のものをそのまま張りつけるわけにはいきませんし、その辺の調整とか修正を事務局と一

緒に私のほうでさせていただいて、それを公式文書として分科会からの報告とさせていた

だきたいと思いますので、その辺の作成はご一任いただきたいと思います。 

 過去に１回だけあったのですが、宇野委員はおられたかどうかわからないのですけれど

も、差し戻しがあったんです。それは、親委員会で、我々のところだけではなくて、ほか

にも２～３、分科会が出したものを差し戻しということがあったんです。最近はずっとな

いのですが、もしそういう事態になりましたら、申しわけないですけれども、また集まっ

ていただいて、修正とかという話になるわけです。そうならないように頑張って説明をさ

せていただきたいと思いますが、そうなりましたら、またご足労ということがあるかもし

れません。ほとんどないと思って、お任せいただければと思っております。 

 それでは、ありがとうございました。 

○守谷情報処理振興課長補佐  １点、済みません。念のため、いただいた評定をもとに

ウエイトをかけて計算しますと、総合点はＡになっておりますので。 

○松山分科会長  点数データは何点ですか。 

○守谷情報処理振興課長補佐  4.15 点になりまして、Ａでございます。 

○松山分科会長  どこからがＡでしたっけ？ 

○事務局  3.5 より大で、4.5 以下です。 

○守谷情報処理振興課長補佐  ですから、4.15 ですので、間違いなくＡです。 

○松山分科会長  Ａの幅は大きいので、3.5 から 4.5 ですから、４が中だとすると、Ａ

の上でも 0.15 上振れしているよと、そのぐらいの気持ちだと思います。 

○守谷情報処理振興課長補佐  それから、１点だけ事務局から確認ございます。資産の

ところの議論を今年させていただきまして、宇野委員からは、これは去年まではなかった

んじゃないかと思われると思うのですけれども、ここの議論が、まさに皆様から「リソー

スが足りない」というお話をいただいているのですが、交付金が少ない中で有効に使って

いかなければいけない部分なのですけれども、宇野委員がおっしゃるとおり、これは後々

の運用費にはね返ってくる部分がありますので、ＲＯＩでみたときにコストが削減される

ような方向で使わないとジリ貧になってしまいますので、その辺は我々もしっかりＩＰＡ

とも協力して精査して使っていきたいと思います。確認したい点でございますが、評価の

中で、「特にＩＰＡの強みをさらに強化していくために資産の有効活用をより強化していく

ことが必要で、しっかり戦略を立てて活用を進めていただきたい」ということをおっしゃ
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っていただけたと思っておりますがそちらで間違いないでしょうか。 

○松山分科会長  もともとの財務のご説明で、宇野委員などにいっていただいたことが

そのとおりだと思いますので。 

  

 それでは、ＩＰＡの方をお呼びしていただけますか。そして、しばし休憩としたいと思

います。 

 この資料は、ＩＰＡの方からみえないように、伏せておいていただければと思います。 

 

（ＩＰＡ入室） 

 

○松山分科会長  それでは、平成 25 年度評価の評価結果についてご報告をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、個別の業務でございますが、情報セキュリティ対策の強化に関しましては、従来

からやっていただいている情報セキュリティのいろいろな活動に加えて、Ｊ－ＣＳＩＰ

等々、後で人材育成のほうにも出ていますが、セキュリティ・キャンプとか、情報セキュ

リティの情報処理技術者試験の展開等々を含めて、コアになっているというのはご承知の

とおりでございまして、質・量ともに目標を超える成果を得られているということで、Ａ

Ａとさせていただきました。 

 次に、情報システムの信頼性向上に関しましては、セキュリティと違って、社会システ

ムの基盤をつくっている情報系のいろいろなシステムを公的なＩＰＡとして健全性・安全

性をつくりながら確固な基盤をつくっていこうと。そういう趣旨だと認識しておりますけ

れども、そういうことに関しまして、いろいろな関連団体とも連携をとって、システム障

害系の事例収集を進めていただいているということもありますし、これはまだまだこれか

らということになると思いますが、将来的には、日本の社会システムの基盤を堅牢にし、

信頼性を上げるということに資する活動に具体的に着手していただいていると。 

 もう１つは、電子政府に関係するような漢字フォント、あるいは語彙集の構築・普及に

関しても着実にやられているということがございまして、全体の評価としてはＡとさせて

いただきたいと思います。 

 次に、人材育成に関しましては、先ほどのセキュリティのところでもいいましたが、セ

キュリティ関係の人材に関する社会的要請というのは非常に高くなって、それをどういう
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形で社会に展開するかというところで、ＩＰＡさんの知恵のみせどころかなと。その中で、

１つ皆さんがおっしゃっていますのは、セキュリティ・キャンプのような活動が非常に大

きな広がりをもっていくでしょうということでございまして、できれば、ロボットコンテ

ストではないですが、ワールドカップでもいいですけれども、地方予選があって、中央本

大会があって、国際的にとか、そういう形も含めて、技術を競うだけではなくて、社会的

関心・普及という形も含めて、そういうものを作っていただければいいのかなと。 

 情報処理技術者試験に関しましては、IT パスポート試験の社会普及展開ということを戦

略的にやろうというので、去年は 20 数社だったと思いますけれども、エントリーシートの

記載という形で、これは社会人として活躍するための基本的素養ですよという認識を広く

もっていただくためのキャンペーンとしては、非常に効果的なものではないかなと思って

おります。 

 そういうことを評価させていただいて、Ａとさせていただきました。 

 次に、業務運営の効率化に関しましては、先ほどの財務の報告もございましたが、運営

費交付金が随分削られてくる中、電子化等々で効率化をやりつつ、自己収入の増加にも努

力されているというのは非常によくわかります。 

 一つ、これは私の個人的な意見かもしれませんが、第３期に入って１年目ということで

すけれども、組織運営とかいろいろな形での業務運営体制、管理体制というのが随分明解

になったのかなという感じをもちました。きょうの監事のご報告も、ああいう形でしてい

ただけるというのは、逆にそれだけ明解なコミュニケーションとか、それぞれの方々の業

務に対する意識が非常に明解になっているのかなと思っております。 

 そういうことで、業務運営の効率化としては珍しいわけではないと思いますけれども、

Ａとさせていただきたいと思います。 

 最後に、財務内容の改善及びその他事業運営ですが、先ほどのご議論、あるいは以前か

らずっとご議論はありますけれども、いきなり去年からＩＰＡができたわけではないとい

うこともございますし、独法のルールということもあって、その中で着実に努力をしてい

ただいているということです。今回は特に、田中理事からご説明がありましたように、資

本金を使った活用、業務の展開ということをご説明いただきましたが、そのお金に関しま

しても、いろいろな経緯の中で、今期で有効に使っていくのだということでスタートして、

今回ご報告いただきました。 

 現時点のところとしては、後年度負担の問題、あるいはそれの資産あるいは利用価値の
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評価というのはまだこれから出てくることになるわけですが、そういうことをフォローア

ップしつつ、せっかくの資本でございますので、国民のためになるように有効に活用して

いっていただければいいかなと思っております。 

 もちろん、そこのマネジメントが、本体の業務のマネジメントとどう関連させるかとい

うところが非常に知恵の出しどころで、ぜひともＩＰＡのいろいろな業務をより発展させ

ていくというミッションのために、知恵を出していっていただければいいかなと思ってお

りますので、その辺はあえてコメントをさせていただきたいということでございます。 

 以上をまとめまして、総合評価は、前回決めていただきました重みづけで計算させてい

ただきまして、点数でいいますと 4.15 となるようでございまして、総合評価としてはＡと

させていただくことになりました。 

 以上をまとめました評価は書類として親委員会に出すものをつくらせていただきますの

で、そちらをみていただければいいと思いますが、所感、感想をあわせて評価を述べさせ

ていただきました。 

 ＩＰＡのほうから、特にご意見や所感などはございますでしょうか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ありがとうございます。業務運営の効率化についてもＡ評価をい

ただいたということで、感激をしております。 

 もちろん、現場のセキュリティ、ＳＥＣ、人材育成、ここのところは今まで以上に頑張

っていかなければいけないところですけれども、それをつかさどるバックオフィス的なと

ころの業務運営とか財務体質の強化、それなくしては実際の事業推進はできませんので、

その辺はこれからもしっかりやってまいりたいと思います。 

 特にきょうは、資本金原資を使った場合、当然ながら注意しなければいけない点がいろ

いろあるということでご指摘をいただきまして、その辺はよく肝に銘じて、今年度以降、

事業運営をさせていただきたいと思っております。どうもありがとうございました。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

それでは、議題は全て終了いたしました。 

 最後に、事務局からお知らせをお願いします。 

○守谷情報処理振興課長補佐  きょうの iPad の中に入っている資料の最後に、12 番の

議場配付のみのサイバーレスキュー隊説明資料がございます。 

 きょうの議論でも何度も触れられておりますが、Ｊ－ＣＳＩＰ等の標的型攻撃対策の活

動を通じまして、我が国の国家機密や先端企業の情報などを狙った非常に先鋭化した攻撃
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が、実際に我が国に対しても行われていることがいろいろ明らかになってきているところ

でございます。 

そうした中で、単に情報を共有するというところから一歩踏み越えて、一組織では対処

し切れないような標的型攻撃に対して、ＩＰＡでハンズオンで組織の中に入って支援して

いく、あるいは何らかの先鋭的な攻撃があることが明確になったときに、その企業をしっ

かりドアノックして支援に入っていくということのために、これは交付金とは別に予算措

置させていただいているものになりますが、サイバーレスキュー隊というものを今週の 16

日に発足予定となっております。 

既に実質的な活動は昨年度から開始となっておりますけれども、今回、こういった活動

を強化する必要があるということで、新しく人員の強化等も行いまして、16 日に発足式と

なっております。16 日に改めてプレスのほうに発表されると思いますが、ご紹介させてい

ただきたいと考えております。 

ＩＰＡから何か補足はありますか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  愛称は、「Ｊ－ＣＲＡＴ」でございます。Ｊ－ＣＳＩＰとＪ－ＣＲ

ＡＴをどうぞよろしくお願いいたします。 

○松山分科会長  やはり「Ｊ」が要りますか。 

○藤江ＩＰＡ理事長  ええ、要りますね。 

○松山分科会長  ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、本日の分科会を終了させていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 

──了── 


