新たな情報通信技術戦略の策定に関する意見
１．個人／団体の別：個人
２．氏名／団体名：非公開
３．連絡先：非公開
４．ご意見：
○② 全国どこでも過去の診療情報に基づいた医療を受けられるとともに、個人が健
康管理に取り組める環境を実現するため、国民が自らの健康・医療情報を電子的に
管理・活用するための全国レベルの情報提供サービスを創出する。
また、匿名化されたレセプト情報等を一元的なデータベースとして官民で集約し、
広く医療の標準化・効率化及びサービスの向上に活用可能とする。について取り組
むべき課題と留意すべき点であるが、
セキリュティやインフラの設備ももちろん大切であるが、オペレーションの本当の意
味での効率化あるいは簡便化がなければ実際に複雑な医療会においての普及は厳
しいと言わざるをえない。
たとえば i-pod の出現により音楽のデジタル化が一気に普及したように、高齢者で
も扱える簡便なツール作りがまず先決であり、医療の IT 化は絵に書いた餅となるで
あろう。
以上
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䠍䠊㻞㻚㻌 ᅋయྡ㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㈈㻕᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊㻌 ሗ᥎㐍ᅜẸ㆟㻌
㻌
㻟㻚㻌 㐃⤡ඛ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼑㻙㼙㼍㼕㼘 䡭䢀䢚䢖䡹䠖㻌
㻠㻚㻌 ពぢ㻌
 㔜Ⅼ⟇ࡢ୰࡛≉ඃඛⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡶࡢࡣఱ
IT ♫ࡢᇶ┙ࡋ࡚ࡢࠕᅜẸ ID ไᗘࠖࡢᩚഛࢆ᭱ඃඛ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᅜẸ ID ไᗘࠖࡣࠊ⛯ࡢᚩࡸᖺ㔠࡞ࡢ♫ಖ㞀ࡢ⤥ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᏳ㺃Ᏻᚰ
࡛බṇ࣭බᖹ࡞♫ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡣḞࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ྛ㔜Ⅼ⟇ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢࡼ࠺࡞┠ᶆ࣭ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆタᐃࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡁ
᭱ึࠕᅜẸ ID ไᗘࠖࡢᑟධᮇࢆ᫂☜ࡋࠊࠕᅜẸ ID ไᗘࠖࢆ๓ᥦࡋࡓྛ✀
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ┠ᶆࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆタᐃࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ྛ㔜Ⅼ⟇ࡢ᥎㐍࠶ࡓࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࠊ␃ពࡍࡁⅬࡣఱ
㸯㸧ࢡࣛ࢘ࢻ㺃ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢά⏝ࡼࡿሗࢥࢫࢺࡢ๐ῶດࡵࡿࡇ
㸰㸧ᨻᗓ࣭⮬య࠾ࡅࡿሗࡢ᥎㐍ࡣࠊ⤌⧊ᶓ᩿ⓗ࡞᥎㐍యไࡸẸ㛫ேᮦࡢ
✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ⾜࠺ࡇ
㸱㸧ሗࡢ᥎㐍ࡣࠊࡑࢀࢆ㐍ࡵࡿᙜ⪅ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࡸ⏝⪅どⅬ
࡛ࡢไᗘタィࡀ
 ࡑࡢ
ᮏᖺ 3 ᭶ 30 ᪥ሗ᥎㐍ᅜẸ㆟㸦ጤဨ㛗㸸ඣ⋢ᖾ-(㈈)ᶵᲔ㺚㺛㺡㺯⯆༠
㛗㸧ࡀࡾࡲࡵࡓࠕ⏕άࣥࣇࣛࡋ࡚ࡢ IT ࡢᚭᗏⓗ࡞ά⏝ࢆồࡵࡿ㸟ࠖ
㢟ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆῧࡋࡲࡍࠋ
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ሗ᥎㐍ᅜẸ㆟ᑓ㛛ጤဨሗ࿌
㹼⏕άࣥࣇࣛࡋ࡚ࡢ ,7 ࡢᚭᗏⓗ࡞ά⏝ࢆồࡵࡿ㸟㹼

ࡣࡌࡵ 
ᅜෆ⥲⏕⏘㸦㹅㹂㹎㸧ࡣࠊࡇࡇᩘᖺῶᑡࡋ  ᖺᗘࡣ⣙  ࡛  ᖺᗘ୪ࡳࡢ
㔠㢠࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊ
ᨻᗓࡢᢪ࠼ࡿᅜമࡸධ㔠୪ࡧᨻᗓಖドമົࡢṧ㧗ࡣࠊ
⣙ 
㏕ࡿࠋࢃࡀᅜࡢ㈈ᨻࡣࠊඛ㐍ᅜ࡛ࡣ᭱ᝏࡢ≧ែゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏࡢ㧗㱋⪅ேཱྀࡣᚋࡶᛴ㏿ቑ࠼⥆ࡅࠊ ᖺࡣ 㸣ࠊ ᖺ
ࡣ 㸣㐩ࡋࠊ᪥ᮏேࡢ⣙㸲ࡀ  ṓ௨ୖ࠸࠺͆㉸㉸㧗㱋♫͇✺ධࡍࡿࠋ
㸦ᅜ❧♫ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᥎ィ㸧

ᨻᗓࡣᖺ  ᭶Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ᪂ᡂ㛗ᡓ␎㸦ᇶᮏ᪉㔪㸧
ࠖ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ,7 ❧ᅜ࣭᪥ᮏ
㹼ሗ㏻ಙᢏ⾡ࡣ᪂ࡓ࡞ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡴᇶ┙ࠊሗ㏻ಙᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿᅜ
Ẹ⏕άྥୖ࣭ᅜ㝿➇தຊᙉࠖࢆᥖࡆࠊ࠶ࡽࡺࡿ㡿ᇦ ,7 ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡀᡂ㛗ᡓ␎
ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡿࠋ

᪥ᮏࡣୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ ,7 ࣥࣇࣛඛ㐍ᅜࠋ
ࡇࡑࠊ,7 ࡢᚭᗏⓗ࡞ά⏝ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

୍᪉ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊ,7 ά⏝ࡢ㠃ࡽぢࡿࠊ≉⾜ᨻศ㔝㺂་⒪ศ㔝㺂ᩍ⫱ศ㔝
࠾࠸࡚ࡣ㺂౫↛ࡋ࡚ከࡃࡢㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠾ࡾࠊᚭᗏⓗ ,7 ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸
ࡀࡓ࠸ࠋ

⥲ົ┬㺀,&7 㛵㐃ືྥࡢᅜ㝿ㄪᰝ㺁  ᖺ ࡼࢀࡤ㺂,&7 ඛ㐍  ࢝ᅜ ᪥ᮏ㺂⡿ᅜ㺂ⱥ
ᅜ㺂ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㺂ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㺂ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㺂㡑ᅜ ࢆᑐ㇟ࡋࡓሗ㏻ಙࡢά⏝
࠾࠸࡚㺂᪥ᮏࡣ㺀㏻㺃≀ὶ㺁ศ㔝࡛ࡇࡑ  ࡛࠶ࡿࡀ㺂㺀⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ㺁㺀ᩍ⫱㺃ேᮦ㺁࡛
ࡣ  ᅜ୰  㺂㺀་⒪㺃⚟♴㺁࡛ࡣ  ᅜ୰  ࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㹿

௨ୖࡢㄆ㆑ࡢࡶ㺂ᙜᅜẸ㆟࡛ࡣࠊᖺ  ᭶ᑓ㛛ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸୰ᓥὒẶ࣭
ᰝ㸸๓ᕝᚭẶ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ᳨ウࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ,7 ࡢά⏝ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ⾜ᨻ㺂
་⒪㺂ᩍ⫱ࡢ  ศ㔝ࡢሗ᥎㐍ࢆ㜼ࡴㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡶ㺂ㄢ㢟ゎỴྥࡅ
࡚ᐇࡍࡁ⟇ࡘ࠸࡚ࡢࡾࡲࡵࢆ⾜ࡗࡓ㹿






ሗ㏻ಙⓑ᭩㸰㸮㸮㸷ᖺ∧
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㸯⾜ᨻ㺂་⒪㺂ᩍ⫱ࡢ  ศ㔝ࡢሗ᥎㐍ࢆ㜼ᐖࡍࡿඹ㏻ࡢㄢ㢟

㟁Ꮚ⾜ᨻศ㔝ࠊ་⒪ศ㔝ࠊᩍ⫱ศ㔝ࡢሗ᥎㐍ࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ࢆᶓ᩿ⓗᴫほࡍ
ࡿࠊࢹ࣮ࢱ㐃ᦠ㊊ࠊேᮦ㊊ࠊண⟬ࡢไ⣙ࠊไᗘ࣭⤌ࡳࡢไ⣙࠸ࡗࡓඹ㏻ࡢ
ㄢ㢟ࡀᾋࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࡢ
᪉⟇ࢆ௨ୗࡾࡲࡵࡿࠋ

࠙ㄢ㢟㸯 බඹࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ㐃ᦠ㊊ࠚ 
ࢃࡀᅜࡢሗࡢ㐍ᒎࢆ㜼ᐖࡍࡿ➨୍ࡢㄢ㢟ࡣࠊᐁᐁࠊᐁẸ࡞࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ㐃
ᦠࡢ㊊࡛࠶ࡿࠋ⦪ࡾ⾜ᨻࡼࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ቨࢆ㝖ࡋࠊ⾜ᨻᶵ㛵㛫ࠊ་⒪ᶵ㛵㛫
ࡢሗࡢඹ᭷ࠊሗ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡸ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ
‽ࡣ᱁ẁྥୖࡍࡿࠋ

㟁Ꮚ⾜ᨻศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉⮬యෆࠊᨻᗓෆࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࠊᆅ᪉⮬య୰ኸ
ᨻᗓ㛫㸦⛯ົ⨫ࠊ♫ಖ㝤ົᡤ➼㸧࠸ࡗࡓᶵ㛵ྠኈ࡛ࢹ࣮ࢱࡢࡸࡾࡾࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ
ࠕᾘ࠼ࡓᖺ㔠ၥ㢟࡛ࠖࡣࠊࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡀṇ☜⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ᫂
ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇࡼࡾࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡁࡢࡓࡵูࡢ⾜ᨻᶵ㛵
ࡽド᫂᭩ࡢࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞↓㥏ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ✀⾜ᨻᡭ⥆ᚲせ࡞᭩㢮࡛⾜
ᨻෆ㒊࠶ࡿሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻෆ㒊࠾࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡛ࠊྛ✀ド᫂᭩ࡢῧ
ࡣᗫṆ࡛ࡁࡿࠋ
ඣ❺ᡭᙜㄳồࡢᡤᚓࡢ☜ㄆࡸ⏕άಖㆤ⏦ㄳ㝿ࡋ࡚ࡢྛ✀ಖㆤ⏝௳ࡢ☜ㄆࠊ㌿ฟ
ࡋࡓ⣡⛯⩏ົ⪅ࡢ㏣㊧࡞ࡶࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࢀࡤࠊ☜ᐇࡘຠ⋡ⓗ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓࠊᗣಖ㝤⤌ྜࡸཌ⏕ᖺ㔠ᇶ㔠ࠊ㒑౽ᒁࡸ㖟⾜࡞ࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡀྍ⬟
࡞ࢀࡤࠊࡑࡢ౽┈ࡣ㝈ࡾ࡞ࡃᗈࡀࡿࠋ

་⒪ศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊ㝔㛫ࠊ㝔࣭デ⒪ᡤ㛫ࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡁ࡞ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㝔࣭デ⒪ᡤ࡛デᐹࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡗࡓᝈ⪅ࡀྠࡌࡼ࠺࡞᳨ᰝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⮬య࡛⾜ࡗࡓ᳨デ⤖ᯝࢆࡾࡘࡅࡢ㝔࡛ά⏝ࡍࡿ࠸ࡗࡓデ⒪ሗࡢඹ
᭷ࡶᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋಶேࡢ᳨デ᳨࣭ᰝ࣭デ⒪グ㘓ࡀ୍ඖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ
㔜」ࡋࡓ᳨ᰝࡸデ⒪ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅᇦ་⒪⏕ࡢࡓࡵࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠ㸦㐃ᦠࠊデ㐃ᦠ➼㸧ࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊᝈ
⪅ࡢデ⒪ሗࢆ」ᩘࡢ་⒪ᶵ㛵࡛ඹ᭷ࡍࡿ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᩍ⫱ศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ⌧ሙᑐࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡸᩍ⫱ጤဨࡽࡢࣥࢣ࣮ࢺ
࡞ࡀ᪥ᖖⓗᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᏛᰯ㛫ࠊ⮬
య㛫ࡸᐙᗞ࣭ᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸሗ㐃ᦠࡀᚋࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
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࠙ㄢ㢟  ไᗘ࣭⤌ࡳࡼࡿ㠀ຠ⋡ࠚ

➨ࡢㄢ㢟ࡣࠊไᗘ࣭⤌ࡳࡼࡿ㠀ຠ⋡࡛࠶ࡿࠋ㟁Ꮚ⾜ᨻศ㔝ࠊ་⒪ศ㔝ࠊᩍ⫱
ศ㔝࡛ࡣࠊἲᚊࡸ᮲ࡼࡗ࡚ᴗົࡀไ⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃ࠶ࡿࠋ

㟁Ꮚ⾜ᨻศ㔝࡛ࡣࠊྛ┬ᗇࡀಶูࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿୖࠊ⮬యࡼ
ࡗ࡚ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢእ㒊᥋⥆ࢆ⚗Ṇࡍࡿࠕእ㒊᥋⥆⚗Ṇ᮲ࠖࡀᮍࡔᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊሗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ሙྜࡢቨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⥲ົ┬ࡢ⥲ྜ⾜ᨻࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᅜᅵ㏻┬ࡢἙᕝሗࢩࢫࢸ࣒ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᩍ
⫱ሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞ࠊࡑࢀࡒࢀูࡢᅇ⥺࡛ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸯ᮏࡢᅇ⥺ࢆከ
㔜ࡋ࡚⏝ࡍࡿ࡞࡛ࢥࢫࢺ๐ῶࡘ࡞ࡀࡿࠋ


་་⒪ศ㔝࡛ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵ࡀ᭷ࡍࡿデ⒪グ㘓➼ࡢ✚ࡉࢀࡓಶேሗࢆࠊእ㒊ࡢ
タಖᏑࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊཷクࡋࡓᶵ㛵ࡀᡭ⏝ࡍࡿࡇᑐࡍࡿᅜẸࡢ༴
ࡽ࢞ࢻࣛࣥࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊሗᢏ⾡ࡢ㐍Ṍἢࡗ࡚ぢ┤ࡋࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡑࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣไ㝈ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹿
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
ཌ⏕ປാ┬ࠕ་⒪ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳ⟶⌮㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥ➨  ∧ࠖ



ࣞࢭࣉࢺ࢜ࣥࣛࣥࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢᬑཬࠊ㐃ᦠࠊデ㐃ᦠࡢ㐍ᤖࢆ⪃៖ࡋࡓ
ሙྜࠊಖᏑࡉࢀࡓሗࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆᮃࡴࠋ

ᚋࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡸ 6DD6ࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢά⏝࡞ࡼࡾࣞࢭࣉ
ࢺฎ⌮ࢆ 㸣࢜ࣥࣛࣥࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᢏ⾡ࡢ㐍Ṍᛂࡌࡓ㏿ࡸ
࡞ᨵṇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᩍ⫱ศ㔝࡛ࡶࠊᏛᰯෆᥐ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀࠊᰯົ⣔ࠊᩍ⫱⣔ࠊ㈈ົ⣔
࡞≀⌮ⓗࡶษࡾศࡅࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ࡸᇶ┙ࡢ㔜」ࡼࡿ⤒㈝ࡢቑࢆᣍ
࠸࡚࠸ࡿࠋ

ୖグᣲࡆࡓࡢࡣ୍࡛࠶ࡿࡀࠊሗࢆ๓ᥦࡋ࡞࠸ከࡃࡢไᗘ࣭⤌ࡳࡼࡗ
࡚㠀ຠ⋡ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟁Ꮚ⾜ᨻࠊ་⒪ࠊᩍ⫱ࡢࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ㟁Ꮚ
ࢆ๓ᥦไᗘࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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࠙ㄢ㢟  ,7 ᥎㐍ࡢ࣮ࣜࢲࢩࢵࣉேᮦ㊊ࠚ

➨୕ࡢㄢ㢟ࡣࠊሗ᥎㐍ࡢ࣮ࣜࢲࢩࢵࣉேᮦ㊊࡛࠶ࡿࠋ
ࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㹇㹒ᡓ␎ᮏ㒊ࡀሗ᥎㐍ࡢ࣮ࣜࢲࢩࢵࣉࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᶒ㝈ࡸண⟬ࡣᑠࡉࡃࠊᮏ᮶ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡚࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ࣮ࣜࢲࢩ
ࢵࣉࡢḞዴࡣࠊࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓࠊሗ᥎㐍ࢆᢸ࠺ேᮦࡶ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ᨻศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ᕷ⏫ᮧ
࠾࠸࡚⌧ሙࡢ⮫⫋ဨࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊேᮦ㊊ࡀ㢧ᅾࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡼࡾࠊ
⌧ᅾࡢᴗົ࡛ᡭࡀ୍ᮼ࡞ࡾࠊሗࡢ๓ᥦ࡞ࡿᴗົࣉࣟࢭࢫᨵ㠉ᡭࡀࡘ࡞࠸
≧ἣ࠶ࡿࠋ


ᆅ᪉බົဨᩘࡣࠊᖹᡂ㸵ᖺࡽ㸯㸲ᖺ㐃⥆ࡋ࡚⣧ῶࡋࠊ⣼✚࡛㸱㸶ேࡀ⣧ῶࡋ࡚

࠸ࡿࠋ
            ⥲ົ┬ ᖹᡂ  ᖺᆅ᪉බඹᅋయᐃဨ⟶⌮ㄪᰝ 



་⒪ศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊᝈ⪅㛵ࡍࡿሗࡢධຊࢆ࡚་ᖌࡀ⾜࠺ࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ
ࡢᣦࡶ࠶ࡾࠊ㹇㹒ࢆά⏝࡛ࡁࡿ་⒪ࢡ࣮ࣛࢡࡢ⫱ᡂࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ


 デ⒪ᡤࢆ᪂つ㛤タࡍࡿ་ᖌࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ  ṓࠊデ⒪ᡤࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ་ᖌࡢᖹ

ᆒᖺ㱋ࡣ
 ṓ࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋ࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡾࠊࣞࢭࣉࢺ࣭࢜ࣥࣛࣥ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ

ᑟධࡢ㐜ࢀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥ ♫ ᪥ᮏ་ᖌ ᐃグ⪅ぢ 



ᩍ⫱ศ㔝࠾࠸࡚ࡶࠊ㹇㹒ࢆ࠸ࡇ࡞ࡏࡿேᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡾࠊሗ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿேᮦࢆ࠸☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᩍဨ୍ே୍ྎࡢᰯົ⏝ࣃࢯࢥࣥࡢ㓄⨨ࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ ᖺࡽ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࠊᰯົࡢሗࡣࡃᡭࡎࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓ㹿ᮍࡔᩍ⫱ጤဨ࣭Ꮫ
ᰯ㛫࣭ᩍ⫋ဨ㛫ࡢ㐃⤡ࡸሗఏ㐩ࡢከࡃࡣ⣬፹యࡸ )$; 㢗ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᖖⓗ ,7 ࢆ
ά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍ⫋ဨࡀࠊ,7 ࢆ⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࡞࠺ࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
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࠙ㄢ㢟  ⏝⪅࠾ࡼࡧ⌧ሙࡢ࣓ࣜࢵࢺ㊊ࠊሗࢡࢭࢩࣅࣜࢸࡢ㊊ࠚ 

➨ᅄࡢㄢ㢟ࡣࠊ⏝⪅࠾ࡼࡧ⌧ሙࡢ࣓ࣜࢵࢺ㊊ࠊሗࢡࢭࢩࣅࣜࢸࡢ㊊࡛
࠶ࡿࠋ
⏝⪅࡛࠶ࡿᅜẸࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋⪅ࡸ ,7 ័ࢀ࡞ேࠎࡗ࡚ࡶ
⏝ࡋࡸࡍ࠸ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࡇࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊ,7 ᧯సࢆࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿࢡࢭ
ࢫ࣏ࣥࢺ࡞ࡿ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ❆ཱྀࡢ☜ಖ࡞ࠊሗࢡࢭࢩࣅࣜࢸࢆ㧗ࡵࠊᐜ᫆
ሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ

ࡲࡓࠊሗࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡣࠊᅜẸࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬య⫋ဨࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺࠊ
㝔ࡸ་ᖌࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺࠊᩍဨࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
ࡣࠊሗࡼࡗ࡚ᴗົࡢ⡆⣲ࡀᅗࡽࢀࠊᴗົࡀࢫࣆ࣮ࢻࢵࣉࡋࠊ⫋ဨࡢ㈇ᢸࡢ
㍍ῶࡀᅗࡽࢀࡿ࠸ࡗࡓఱࡽࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆࡁࡕࢇ᫂♧ࡍࡿࡇࡀࠊሗࡢ᥎㐍
ࡣᚲせ࡞ࡿࠋ
⮬య࡛⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⾜ᨻ⏦ㄳࡢ㟁Ꮚࡣࠊᚑ๓ࡢ❆ཱྀ⏦ㄳ୪⾜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⫋ဨࡢ㈇Ⲵࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

་⒪ศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ࠊ୰ᑠࡢ㝔ࡸデ⒪ᡤ࡛ࡢண⟬ࡢไ⣙ࡣࡁࡃࠊࣞࢭࣉ
ࢺ࢜ࣥࣛࣥࡸ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸᑟධࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡣࠊᑟධࢥࢫࢺࡢ㍍ῶྠࠊࣞ
ࢭࣉࢺ࢜ࣥࣛࣥࡸ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㝔࣭デ⒪ᡤᑐࡋ࡚デ⒪ሗ㓘ࢆຍ
⟬ࡍࡿ࡞ࡢࣥࢭࣥࢸࣈ࡞ࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳᨵࡵࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 
ࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡸ ,7 ័ࢀ࡞ேࠎࡗ࡚ࡶ⏝ࡋࡸࡍ࠸ไᗘタィࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࠋಶே㛤ᴗࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋ࡢ་ᖌࡗ࡚ࡣ᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᩍ⫱ศ
㔝࠾࠸࡚ࡶᩍᖌࡢ㧗ᖺ㱋ࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⌧ሙࡢேࠎࡗ࡚ࡶ⏝ࡋࡸࡍ࠸ࢩࢫ
ࢸ࣒࡛࡞ࡅࢀࡤά⏝ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ


 ᩍဨࡢᖹᆒᖺ㱋ࢆぢ࡚ࡳࡿࠊᖹᡂඖᖺ࡛ࡣᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࡶ  ṓᮍ‶࡛࠶ࡗࡓ
 ࡢࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯ  ṓࠊ୰Ꮫᰯ  ṓᖺࠎ㧗㱋ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
                㸦ᖹᡂ

 ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Ꮫᰯᩍဨ⤫ィㄪᰝ㸧
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㸰ㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ᪉ྥ

 ๓㏙ࡋࡓ㸲ࡘࡢᶓ᩿ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊሗ㏻ಙᢏ⾡ࡀᅜẸ⏕
άࡸ⤒῭άືࡢ⯡⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ♫ࢩࢫࢸ࣒ࡀᢤᮏⓗຠ⋡ࡍࡿࡶࠊ᪂
ࡓ࡞ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡍᇶ┙ࡀᵓ⠏࡛ࡁࡿࠋ

௨ୗࠊ㟁Ꮚ⾜ᨻศ㔝㺂་⒪ศ㔝㺂ᩍ⫱ศ㔝ࡢሗ᥎㐍ࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ࡢゎỴྥ
ࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ᪉ྥ⟇ࢆ௨ୗࡲࡵࡿࠋ

㸦㸧6DD6ࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢά⏝ࡼࡿሗࢥࢫࢺࡢ๐ῶ
㸦㸧ᶓ᩿ⓗ࡞ሗ᥎㐍యไẸ㛫㹇㹒ேᮦࡢά⏝
㸦㸧ࣥࢭࣥࢸࣈྥୖ⏝⪅どⅬ࡛ࡢไᗘタィ

㸦㸯㸧6DD6ࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢ⏝࡞ࡼࡿሗࢥࢫࢺࡢ๐ῶ

ۑ6DD6ࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢ⏝ࡼࡿሗࢥࢫࢺ๐ῶ
 㟁Ꮚ⾜ᨻศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬యࡢ㈈ᨻࡣཝࡋࡃࠊண⟬㠃࡛ࡢไ⣙ࡀࡁ࠸ࠋ
་⒪ศ㔝࠾࠸࡚ࡶࠊ୰ᑠࡢ་⒪ᶵ㛵࠾ࡅࡿண⟬ࡢไ⣙ࡣࡁࡃࠊࣞࢭࣉࢺ࢜ࣥࣛ
ࣥࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢᑟධࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡣࠊᑟධࢥࢫࢺࡢపῶࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋᩍ⫱ศ㔝࠾࠸࡚ࡶண⟬㠃ࡢไ⣙ࡣྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ6DD6ࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ
ࣥࢢࢆά⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘㈨⏘ࡸࢧ࣮ࣂࢆᣢࡘࡇ࡞ࡃࢩࢫࢸ࣒
ࡢᵓ⠏ࡀపࢥࢫࢺ࡛࡛ࡁࡿࠋ⮬యࡢඹ㏻ᴗົࠊࣞࢭࣉࢺฎ⌮ࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸసᡂࠊᏛ
ᰯࡢᰯົ࣭ᩍ⫱࣭ᗈሗ࡞ࡢ 6DD6ࢡࣛ࢘ࢻ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࡇࡣࠊࢥࢫࢺపῶࡢ᭷ຠ࡞᪉⟇࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊண⟬ୖࡢไ⣙ࡽ㹇㹒ࡢ
ά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸㒊ศࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ۑሗࢆ๓ᥦࡋࡓไᗘ࣭⤌ࡳࡢᵓ⠏
 ⾜ᨻࠊ་⒪ࠊᩍ⫱ࡢ࠸ࡎࢀࡢศ㔝࠾࠸࡚ࡶࠊሗࢆ๓ᥦࡋࡓไᗘ࣭⤌ࡳ
ኚ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊሗࢆ㐍ࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡢไᗘ࣭
⤌ࡳࡢࡲࡲሗࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊไᗘ࣭⤌ࡳࢆᢤᮏⓗぢ┤ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ
⾜ᨻศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿᴗົ㛫ࡢሗඹ᭷ࢆ๓ᥦࡋࡓᴗົࣇ࣮ࣟࡢᶆ‽
➼ࠊᴗົࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓไᗘ㌿ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࠋ
་⒪ศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊࣞࢭࣉࢺ࢜ࣥࣛࣥࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡞ࡢデ⒪ሗࡢඹ᭷
ࢆ๓ᥦࡋࡓ㐃ᦠࠊデ㐃ᦠࡀ࡛ࡁࡿไᗘ࣭⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ

ᅜ࣭ᆅ᪉⮬యࡢ⾜ᨻᴗົࡢ㹀㹎㹐 ᴗົᨵ㠉 ࡢᐇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲࣭
ᶆ‽ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㟁Ꮚࢆ๓ᥦࡋࡓᴗົࡢぢ┤ࡋࠊ⾜ᨻᶵ
㛵㛫ࡢሗ㐃ᦠࢆ๓ᥦࡋࡓไᗘ࣭⤌ࡳࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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ۑẸ㛫ᴗࡢά⏝
 ⾜ᨻࡢ㹀㹎㹐 ᴗົᨵ㠉 ࢆ㐍ࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊẸ㛫ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ࡁ࡞ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋලయⓗࡣࠊẸ㛫ேࡢጤဨ➼ࡼࡗ࡚⾜ᨻᴗົࡢ
ࣞࣅ࣮ࣗࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᖺ  ᭶ࡽࢥࣥࣅࢽࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡋ࡚ఫẸ⚊ࡸ༳㚷ド᫂᭩ࡀⓎ⾜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊẸ㛫ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢά⏝ࢆ✚ᴟⓗ⾜࡞࠺ࡇࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿࠋ


㸦㸰㸧ᶓ᩿ⓗ࡞ሗ᥎㐍యไẸ㛫㹇㹒ேᮦࡢά⏝

ࠕۑ,7 ᡓ␎ࡣᅜᐙᡓ␎ࠖ
ࠊᙉຊ࡞ᶒ㝈ண⟬ࢆᣢࡘ᥎㐍యไࡢᵓ⠏
 ㄡࡶࡀ౽ᛶࢆாཷ࡛ࡁࡿ㹇㹒ඛ㐍ᅜࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᗓ┬ᶓ᩿ⓗ࡞ሗ
᥎㐍యไࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ,7 ᡓ␎ࡣᅜᐙᡓ␎ࠖࡢ⨨࡙ࡅ࡛ࠊᅜᐙᡓ␎ᢸᙜ
⮧࠾࠸࡚ࠊྲྀࡾ⤌ࡴࡁࣅࢪࣙࣥࢆ♧ࡋࠊᨻᗓࡢ୰୍࡛ඖⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㹇㹒ᡓ␎ᮏ㒊ࡀᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓᶵ⬟ຍ࠼ࠊண⟬㛵ࡍࡿᶒ㝈ࢆࡇࢀࡲ࡛௨
ୖᣢࡓࡏࡓࡼࡾᙉᅛ࡞᥎㐍యไࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ۑẸ㛫 ,7 ேᮦࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝
ሗࡢ᥎㐍ࡣࠊẸ㛫ࡢ ,7 ேᮦࡢά⏝ࢆど㔝ධࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊᅜ࠸ࡿ㹇㹒ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚ⾜ᨻࠊ་⒪ࠊᩍ⫱ࡢศ㔝࡛ά⏝ࡋ࡚
࠸ࡃࠋ㹇㹒ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡣᆅᇦࡢ୰ᑠᴗࢆ୰ᚰ⤒Ⴀ㹇㹒ࢆࡘ࡞ࡄᙺࢆᢸࡗ
࡚࠾ࡾࠊ㟁Ꮚ⾜ᨻࠊ་⒪ࠊᩍ⫱ࡢศ㔝࠾ࡅࡿ㈉⊩ࡢవᆅࡣࡁ࠸ࠋేࡏ࡚ᆅᇦࡢ୰
ᑠ㹇㹒࣋ࣥࢲ࣮ࡢά⏝ࡶࡣࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡛ᆅᇦάᛶࡢ㠃࡛ࡶຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᆅ᪉⮬యࠊ୰ᑠ㝔࣭デ⒪ᡤࠊᏛᰯࡢሗ᥎㐍ࢫࢱࢵࣇࡋ࡚ࠊ㹇㹒ࣜ
ࢸࣛࢩ࣮ࡢ㧗࠸ᴗ㹍㹀࡛࠶ࡿᅋሢୡ௦ࡢά⏝ࢆᅗࡿࡇ࡛ࠊேᮦ☜ಖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

ᆅ᪉⮬య࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿẸ㛫ேࢆ✚ᴟⓗ᥇⏝ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ
ࠕ௵ᮇ⫋ဨࡢ᥇⏝➼㛵ࡍࡿ᮲ࠖࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࡞࠺ࡇࡶᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 

ۑ㹇㹒ᴗ⏺ࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧
 ሗࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ㹇㹒ᴗ⏺࠾ࡅࡿ㧗ᗘ㹇㹒ேᮦࡢ㊊ࢆゎᾘࡋࠊ㹇㹒ᴗ⏺ࡢ⏕
⏘ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ᪥ᮏࡢ㹇㹒ࡢ᥎㐍࠾࠸࡚ࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㹇㹒ᴗ⏺Ⰻ࠸ேᮦࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡶ㹇㹒ᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࡢๅ᪂ࢆࡣࡗ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ㹇㹒ᴗ⏺ࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆᐇ⌧ࡋࠊ㛗㛫ປാࡢ࣓࣮ࢪࢆኚ
࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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㸦㸱㸧ࣥࢭࣥࢸࣈྥୖ⏝⪅どⅬ࡛ࡢไᗘタィ

ۑሗࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺࡞ࣥࢭࣥࢸࣈࡢᑟධ
ሗࢆ㐍ࡵࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ♫యࡢ┈㸦බඹࡢ⚟♴㸧ࢆቑࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡣࠊࡑࡢሗࢆ㐍ࡵࡿᙜ⪅ࣥࢭࣥࢸࣈࢆ࠼ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
་⒪ศ㔝࠾࠸࡚ࡣࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㝔࣭デ⒪ᡤᑐࡋ࡚ࡣデ⒪ሗ㓘
ࡢຍ⟬㢠ࢆࣥࢭࣥࢸࣈࡀാࡃỈ‽ࡲ࡛ቑ㢠ࡍࡿࡇࡸᝈ⪅ࡢ᳨デ᳨࣭ᰝ࣭デ⒪
ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛๐ῶ࡛ࡁࡿ᳨ᰝ㈝⏝ࡸデ⒪㈝⏝ࢆデ⒪ሗ㓘ຍ⟬࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡶ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࠺ۑഃ❧ࡗ࡚タィࡉࢀࡓሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ
 ⾜ᨻศ㔝࠾ࡅࡿ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡶࠊ་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢩࢫࢸ
࣒ࡋ࡚ࡶࠊ⏝⪅࡛࠶ࡿ⾜ᨻࡢ⫋ဨࠊ་ᖌࠊ་⒪ົ⪅࡞ࡀ⡆༢࠼ࡿࢩࢫࢸ
࣒ࠊ౽ࡉࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
බົဨࠊ་⒪ᚑ⪅ࠊᩍဨࡢࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ሗࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 
ۑሗᙅ⪅ࡢᑐᛂࡣࠕேࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࠖࢆ➨୍
㟁Ꮚ⾜ᨻࡀ㐍ࡲ࡞ࡗࡓࡁ࡞ཎᅉࡣࠊྛ⮬య࡛ࡣᚑ๓࠾ࡾࡢ❆ཱྀ࡛ࡢ⣬ࡼ
ࡿ⏦ㄳࡢ⤌ࡳࢆṧࡋࡓࡲࡲ࡛ࠊ㟁Ꮚࡼࡿ⏦ㄳࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡼࡿࠋ

㟁Ꮚ⏦ㄳ୍ඖࡋࠊሗᙅ⪅ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠕேࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺ㹼⏦ㄳᶵᲔ
᧯సࢆᨭࡍࡿ㹼ࠖࢆཎ๎ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⾜ᨻࡢ㟁Ꮚࡣಁ㐍࡛ࡁࡿࠋᅜタ⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㒑౽ᒁࡸබẸ㤋ࠊᏛᰯࠊࢥࣥࣅࢽࠊ㥐࡞ࡢࠕேࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺయไࠖࡀྍ
⬟࡞ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺࢆ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ❆ཱྀࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᅜẸࡢ
౽ᛶࡢᖜ࡞ྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
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㸱㸬,7♫ࡢඹ㏻ᇶ┙ࡋ࡚ࡢࠕ㹈㸿㹎㸿㹌㸫㹇㹂ࠖࡢ᪩ᮇタࢆồࡵࡿࠋ

⌧ᅾࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ♫ಖ㞀࣭⛯㛵ࢃࡿ␒ྕไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖࡀ㛤ദࡉ
ࢀࠊ⛯㔠♫ಖ㞀ࡢඹ㏻␒ྕࢆᑟධࡍࡃ㆟ㄽࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⚾ࡓࡕሗ᥎㐍ᅜẸ㆟࡛ࡣࠊẸ㛫ࡢ❧ሙࡽ㺂ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ,7ᅜᐙ᥎㐍ࢆ┠ᣦࡋ࡚
ࡢάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓ㹿ᖺ᭶ࡢᥦゝ᭩㺀H-DSDQࡽH-DSDQHVHࢆ┠ᣦࡋ࡚㺁ࡢ୰࡛㺂
㺀ᅜẸࡢㄡࡶࡀ㺦㺍㺢㺺㺎㺖ཧຍ࡛ࡁࡿ⎔ቃ⬟ຊࢆ㌟ࡘࡅࡓ㺀H-DSDQHVH㺁ࡋ࡚♫
ཧຍࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㺁ᙇࡋ࡚௨᮶㺂㟁Ꮚᨻᗓ㺃㟁Ꮚ⮬యࡢ᥎㐍ࡸᩍ⫱ศ㔝ࡢ
ሗ᥎㐍ࡢᚲせᛶࢆッ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㹿≉㏆ᖺࡣ㺂⾜ᨻศ㔝ࡢሗࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ
ࡣ㺂,7♫ࢆᨭ࠼ࡿඹ㏻ࡢㄆドᇶ┙࡞ࡿ-$3$1,' 㸻ඹ㏻␒ྕไᗘ ࡢタྥࡅ࡚ᨻ
ᗓ୍࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿࡇࢆッ࠼࡚ࡁࡓ㹿

ࡑࡋ࡚ࠊࠕ-$3$1,'ࠖࡢᑟධࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆタࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶ
ேࡢ᭱᪂ࡢ⏕Ꮡሗ࣭ఫᡤሗࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿఫẸᇶᮏྎᖒࣜࣥࢡࡉࢀࡓࠕఫᇶࢿ
ࢵࢺ㺁ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿࡇࡀ᭱ၿࡘ⌧ᐇⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿᙇࡋ࡚ࡁࡓࠋ

ࡲࡓࠊ
ࠕ-$3$1,'ࠖࢆᦚ㍕ࡋࡓ ,' ࣮࢝ࢻࢆᅜࡀⓎ⾜ࡋࠊබⓗ࡞㌟ศド᫂ࡍࡿࡇ
࡛ࠊྛ✀⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡸ㔠⼥ᶵ㛵࡞ࡢ≉ᐃẸ㛫ࢧ࣮ࣅࢫ㸦㡸㔠ྲྀᢅ㔠⼥ᶵ㛵࣭ಖ㝤
♫࣭ドๆ♫㸧⏝ࡋࠊ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖ⾜ᨻࢥࢫࢺࡢ๐ῶᐤࡋࠊేࡏ
࡚බṇ࣭බᖹ࡞♫ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ࠺ッ࠼࡚ࡁࡓࠋ

୍᪉ࠊᅜẸࡢ࡞ࡣࠊ୍ேࡦࡾࡢᅜẸࢆ㆑ู࡛ࡁࡿไᗘࡢᑐࡋࠊ᰿ᙉ࠸ಙឤ
ࡀ࠶ࡿࠋ␒ྕไᗘࡢタィ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㚷ࡳࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࡘ࠸࡚
ࢆᮇࡍࡇຍ࠼ࠊᅜẸࡀᏳᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ἲไᗘࡸ┘どయไࢆᩚഛࡋࠊ
⾜ᨻ࠸࠼ࡶ㐺ษ࡞⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ไᗘ⤌ࡳࢆᩚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

,7 ࢆᚭᗏⓗά⏝ࡋࡓᏳ࣭Ᏻᚰ࡛බṇ࣭බᖹ࡞♫ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ-$3$1,'
㸦㸻ඹ㏻␒ྕไᗘ㸧ࡢᑟධྥࡅࡓᨻᗓࡢ㆟ㄽᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ᮏᖺ㸱᭶㸯㸷᪥㛤ദࡢ ,7 ᡓ␎ᮏ㒊࡛♧ࡉࢀࡓ ,7 ᡓ␎ࡢ㦵Ꮚ࡛ࡣࠕ㐣ཤࡢデ⒪ࢹ࣮
ࢱࢆᅜࡢ་⒪ᶵ㛵࡛☜ㄆࡋ་⒪ࡀཷࡅࡽࢀࡿ͆ᅜࡇ࡛ࡶ࣐㝔͇ᵓࠖࡀᥖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋデ⒪ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛ᅜẸᑐࡋ࡚㐺ษ࡞་⒪ࢆ౪⤥ࡍࡿࡓࡵ
ࡣࠊಶࠎேࢆ☜ᐇㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵࡢ -$31,'㸦㸻ඹ㏻␒ྕไᗘ㸧ࡢᑟධࡀ๓ᥦ࡞
ࡿࠋ
͆ᅜࡇ࡛ࡶ࣐㝔͇ᵓࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡶ -$3$1,' 㸻ඹ㏻␒ྕไᗘ 
࠸࠺♫ᇶ┙ࡢタࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ




ᥦゝࡘ࠸࡚ࡣࠊKWWSZZZMSFQHWMSFLVLWHLJHQKWP ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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新たな情報通信技術戦略の策定に関する意見
１．個人／団体の別：個人
２．氏名／団体名：非公開
３．連絡先：非公開
４．ご意見：
【重点施策８について】
重点施策８「情報通信技術を活用した２１世紀にふさわしい学校教育を実現できる
環境を整えること」は、国家 100 年の計として非常に重要です。
ただ、具体的な取り組みには、大学などの高等教育機関に関する取り組みが含ま
れていません。是非、次の２項目を含めていただければと思います。
(1) インターネット等を用いてすべての授業を行う大学に対する校舎等施設要件を大
幅に緩和すること。
（理由）
現在、インターネット制の大学は、2007 年に開学したサイバー大学と、2010 年開学の
ビジネス・ブレークスルー大学（BBT 大学）の２校であるが、いずれも、構造改革特区
に関する特例措置「インターネット等のみを用いて授業を行う大学・大学院に係る設
置基準の緩和」（特例番号 832）に基づいているが、これを特例ではなく、大学設置基
準（昭和 31 年 10 月 11 日文部省令第 28 号）及び大学通信教育設置基準（昭和 56
年 10 月 29 日文部省令第 33 号）の改正によって、抜本的に要件緩和を行うべきであ
る。
(2) インターネット制の大学で学ぶ学生についても、通常の通学制大学の学生と同等
の奨学金を支給できるように独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成 16 年 1
月 7 日政令第 2 号）を改正する。
（理由）欧米や韓国では、インターネットによる大学教育が一般的になっているが、日
本では、依然として特殊な大学として扱われており、現時点では、日本学生支援機構
の奨学金の対象とされていない。民主党のマニフェストには「大学などの学生に、希
望者全員が受けられる奨学金制度を創設する」とあるが、サイバー大学や BBT 大学
の学生は、そもそも日本学生支援機構の奨学金の対象となっていない。
（注）現行の独立行政法人日本学生支援機構法施行令を文言どおり解釈すると、サ
イバー大学や BBT 大学は、通学制の私立大学と同じカテゴリーに入るにも関わらず、
日本学生支援機構と文部科学省は、「法令の趣旨」に従って考えるとインターネット大
学の学生は支給対象ではないと回答している。
以上
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䠍䠊ಶே㻌
䠎䠊㻌
䠏䠊㐃⤡ඛ㻌 㻌
㻌
㼀㻱㻸㻌 㻌
㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻌
㻌
䠐䠊᪂䛯䛺ሗ㏻ಙᢏ⾡ᡓ␎䛾⟇ᐃ䛻㛵䛩䜛ពぢ㻌
㻌
㻌 ᪂䛯䛺ሗ㏻ಙᢏ⾡ᡓ␎䛾㦵Ꮚ䠄䠅ཬ䜃ᚋ䛾ሗ⟇䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉⮬య䛾ሗ⟶
⌮ᢸᙜ⪅䛾ほⅬ䛛䜙䚸ಶே䛸䛧䛶ពぢ䞉せᮃ䜢ฟ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹㻌 㻌
㻌
䐟㔜Ⅼ⟇䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᴗົ㔞ཬ䜃㈝⏝㈇ᢸ䛜䛹䛾⛬ᗘቑຍཪ䛿㍍ῶ䛥
䜜䜛䛾䛛䚸᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
䛣䜜䜎䛷ᅜ䛜ᐇ䛧䛶䛝䛯ሗ⟇䛻ᑐ䛩䜛ᆅ᪉⮬య䛾㈇ᢸ䠄㈝⏝䚸ປຊ➼䠅䛿ከ䛺䜒
䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᆅ᪉⮬య䛻䛚䛔䛶䛿䚸ሗ䛻せ䛩䜛㈝⏝䛾㍍ῶ䛜䛝䛺ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸䛭䛾ᑐᛂ
䛻ⱞ៖䛧䛶䛔䜛≧ἣ䛻䛒䜛䚹㻌
ᆅ᪉⮬య䛻᪂䛯䛺㈇ᢸ䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖䚸㈈※ᥐ⨨䜢ྵ䜑䛶ィ⏬䜢⟇ᐃ䛔䛯䛰䛝䛯
䛔䚹㻌
㻌㻌
䐠᪂䛯䛺䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䛜ᚲせ䛸䛺䜛ሙྜ䛻䛿䚸┬ᗇ㛫䜢㉸䛘䛶䚸᪤Ꮡ䝅䝇䝔䝮䛾⏝䛜ྍ⬟䛛
➼䛾ศᯒ䜢༑ศ⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
䛸䛧䛶䚸ᅜẸ䠥䠠ไᗘ䛾ᩚഛ➼䛾㝿䛻䛿䚸ఫᇶ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ά⏝䜢᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹ἲᨵ
ṇ䚸ไᗘᨵṇ➼䛻䜘䜛ᑐᛂ䛻䜘䜚䚸ఫᇶ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾⏝ᣑ䛜ᅗ䜙䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸᪤Ꮡ䝅䝇
䝔䝮䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅ᪉⮬య䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛜ᅗ䜙䜜䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛾᪤Ꮡ䝅䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶䜒ྠᵝ䛺䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷䚸᪂つ䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䛾᳨ウ
䛰䛡䛷䛺䛟䚸┬ᗇ㛫䜢㉸䛘䛯᪤Ꮡ䝅䝇䝔䝮䛾᳨ド䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
㻌
䐡᪂䛯䛺䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䛜ᚲせ䛸䛺䜛ሙྜ䛿䚸┬ᗇ㛫䛾䛧䛜䜙䜏䜔≉ᐃ䝧䞁䝎䞊䛻䛸䜙䜟䜜䜛䛣䛸
䛾䛺䛔䚸ᅜ䛷ඹྠ㐠⏝ྍ⬟䛺⤌䜏䛸䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䛭䛖䛩䜛䛣䛸䛷䝅䝇䝔䝮㐠⏝䞉ಖᏲ
㈝⏝䛾㍍ῶ䛜ᅗ䜙䜜䜛䛸⪃䛘䜛䚹ᵝ䛾ᶆ‽➼䚸༑ศ᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
㻌
䐢⟇䜢ᒎ㛤䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸᪂䛯䛺ไᗘ䛜タ䛡䜙䜜䜛䛣䛸䛜ᐃ䛥䜜䜛䛜䚸᪂䛯䛺ไᗘ➼䛜⾜
䛥䜜䜛ᗘ䛻䚸ไᗘ䛾ෆᐜ䛜᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛺䛔୰䛷䚸⾜ᮇ᪥䛰䛡䛜Ỵᐃ䛥䜜䚸䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䞉
ಟṇ䛻䛿䛟╔ᡭ䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛜⥆䛔䛶䛔䜛䚹㻌
䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䞉ಟṇ䛜క䛖ไᗘ䛾⾜䚸ᨵṇ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ᆅ᪉⮬య䛾㈇Ⲵ䠄㈝⏝䚸ປຊ䚸
ᮇ㛫➼䠅䛜䛹䛾⛬ᗘ䛻䛺䜛䛛䜢㋃䜎䛘䛯䛖䛘䛷䚸ไᗘ䛾⾜䜢䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
ᚑ᮶䚸ᅜ䛜ጤク䛩䜛ᡭ䝧䞁䝎䞊䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛷䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䛜㐍䜑䜙䜜䚸ᆅ᪉⮬య➼
䜈䛿䝅䝇䝔䝮ᵝ➼䛜䛺䛛䛺䛛♧䛥䜜䛪䚸୰ᑠ䝧䞁䝎䞊䛻ጤク䛧䛶䛔䜛ᆅ᪉⮬య䛻䛸䛳䛶
䝅䝇䝔䝮ಟṇ䛿㠀ᖖ䛻㔜䛔䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᚑ᮶䛾ᅜᑟ䛻䜘䜛ሗ䛻㛵䛩䜛⟇䠄≉䛻᪂ไᗘ䠅䛿䚸ᅜ䛾ጤクඛ䛾䝧䞁䝎䞊䛜ᑟᶒ
䜢ᥱ䜚ᒎ㛤䛧䛶䛚䜚䚸ᆅ᪉⮬య䛻ᑐ䛩䜛ᑐᛂ䛿㠀ᖖ䛻䛛䛺䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
᪂䛯䛺⟇䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉⮬య䜈䛾ᅜ䛜ጤク䛩䜛䝧䞁䝎䞊䛾ᑐᛂ䜢ྵ䜑䛶᳨ウ䛔䛯䛰䛝
䛯䛔䚹㻌
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䐣┠ⓗ䛻ᨻᗓ䞉ᥦ౪⪅䛜ᑟ䛩䜛♫䛛䜙⣡⛯⪅䞉ᾘ㈝⪅䛷䛒䜛ᅜẸ䛜ᑟ䛩䜛♫䜈䛾㌿
䛸ㅻ䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸㔜Ⅼ⟇䜢ᒎ㛤䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸ᐇ㝿䛻⏝䛩䜛ᅜẸ䛾ពぢ䜢ᫎ䛥䛫䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌 㻌 ᅇ䛾䝟䝤䝁䝯䛻䛹䜜䛰䛡䛾ពぢ䞉せᮃ䛜ᐤ䛫䜙䜜䜛䛛䛿᫂䛷䛒䜛䛜䚸ྛศ㔝䛾᪉䚻䛾ព
ぢ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䚸ᅜẸ䛾⏝䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䚸ᮏᙜ䛻ᚲせ䛸䛥䜜䜛⤌䜏䜢ᵓ⠏䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
䝅䝇䝔䝮䛿⏝䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛟౯್䛜䛺䛔䚹ᅜẸ䜈䛾ㄝ᫂㈐௵䜒䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛾䛷䚸䝴䞊
䝄䞊䛾䝙䞊䝈䜢ᢕᥱ䛧䛯䛖䛘䛷䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌
䜎䛸䜑㻌
㻌 㻌 ᚲせ䛺⟇䛸䛧䛶䚸㦵Ꮚ䠄䠅䜢⟇ᐃ䛥䜜䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䛜䚸⌧ᅾ䛾యไ䛷䛿䚸ᅜᑟ䛷ሗ
䛜㐍䜐䜋䛹ᆅ᪉⮬య䛿ཝ䛧䛟䛺䛳䛶䛔䛟䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹┬ᗇ㛫䛾⦪䜚䛾ᘢᐖ䛜䛺䛟䛺䜙䛺
䛔㝈䜚䚸ᆅ᪉⮬య䛿ྠ䛨䜘䛖䛺䝅䝇䝔䝮䜢」ᩘᩚഛ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹䝅䝇䝔䝮䛜ቑ䛘
䜛䛸ྠ䛻ಖᏲ䞉㐠⏝㈝⏝䜒ቑຍ䛧䜎䛩䚹ᆅ᪉⮬య䛻䛿䛩䛷䛻䛧䜟ᐤ䛫䛜䛝䛶䛚䜚䜎䛩䚹㻌
㻌 㻌 ᆅ᪉⮬య䛾⌧≧䜢䛤⪃៖䛔䛯䛰䛝䚸ᚲせ䛺⟇䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䜘䛖䚸䜘䜝䛧䛟䛚㢪
䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌
㻌
㻌
௨ୖ䚸䛸䜚䛸䜑䛾䛺䛔ෆᐜ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛜䚸䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌
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新たな情報通信技術戦略の策定に関する意見
１．個人／団体の別：個人
２．氏名／団体名：非公開
３．連絡先：非公開
４．ご意見：
行政の言う医療における IT 化は、レセプトの電子化のように効率化を第一義として
論じられている。また、公的医療費の診療報酬請求に基づく電子記録の情報だけで
は、個人一人一人の情報を十分に把握することは難しい。個々の病院内、診療室内
に蓄積された情報を地域医療連携において共有するなど、医療の質を高めることを
最優先として考えるべきではないか。IT 化による医療連携は、安心、安全な医療を実
現するためには重要な課題と思われる。また「医療機関の役割分担、連携内容、仕
組み、選択基準」などの情報は、患者にとっても知りたいこととなってきている。この連
携をより円滑化、機能化し、医療の質の向上を求めるために「IT 化による医療連携」
を進めていく必要がある思われる。
しかし、IT 化により正確な情報共有、データ分析、業務の効率化が行えるが、医師
は書類作成に時間を割かれることとなり、その負担感は大となろう。また、IT 化導入
に伴う費用はかなりの負担になると思われる。それらの負担に答えるだけの恩恵が、
患者、医師等の医療現場にもたらせなければ普及は困難と思われる。
患者にとっては、医療連携による情報の共有化は個人情報保護の観点からすれば
気になるところと思われる。各個人の患者の意向も含まれる必要があると思われる。
IT 化による医療連携が、IT 基盤の障害により停止した場合、国民の生活に深刻な
影響を及ぼすと考えられ、安全なネットワーク基盤の確立が必要と思われる。そのた
めには、セキュリティに優れ、標準化や相互運用性を確保した IT インフラを整備して
いく必要がある。
IT インフラの整備、構築のなどの初期段階では行政の積極的な関与は欠かせない
のの、IT 化された医療連携の管理運営を行うのは行政主導で行われるものではなく、
地域医療界の主導で行われなければならない。地域医療界の連携により全国展開さ
れるべきものである。そうでなければ、地域により必要とされる情報連携が、中央集
権的な官による統制により強められる恐れがある。IT 化による情報の集中は、極めて
危険な要素を含んでいると考えられる。情報の集中は、各個人から一気に中央に集
められ、トップダウンでそれを個人に開示するべきものではなく、民意を含んだものを
ボトムアップしつつ集約されるべきものである。地域においては、医療機関、保険者、
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自治体、地域の医師会など、様々な関係者が存在する。これら関係者の中でコンセ
ンサスが得られた上での、地域医療のための健康情報の蓄積・活用が今後大きな課
題と思われる。
以上
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ࠗ᪂ࡓ࡞ሗ㏻ಙᢏ⾡ᡓ␎ࡢ⟇ᐃ࠘ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ
                   
㸯㸧

ඃඛㄢ㢟㸸IT ࠾ࡅࡿ㔜Ⅼ⟇ࡢඃඛㄢ㢟ࡣࠊఱࢆ࠾࠸࡚ࡶᨻᗓ࣭⾜ᨻࡢண⟬

ᇳ⾜≧ἣ㸦ᅜ࣭ᆅ᪉⮬యࠊ୍⯡ィ࣭≉ูィࢆၥࢃࡎ㸧ࡢ㏱᫂ࠊᨻᗓ⣔⊂❧⾜
ᨻἲே➼ࠊ6,700 ௨ୖ࠶ࡿ≉Ṧἲேࡢ⤒⌮㸦ᅜᗜ⿵ຓ㔠ࠊᙺဨ⤥ࠊ㏥⫋㔠ࠊ➼㸧ࡢ㏱
࡛᫂࠶ࡿࠋࠗ㦵Ꮚ࠘┠ⓗࡢ➨୍㡯┠࡛࠶ࡾࠊ㏱᫂ࡑࢀࡼࡾ⅝ࡾฟࡉࢀࡓ࣒
ࢲࡢ๐ῶࡀ㐍ࡵࡤᅜẸࡢᨻ࣭ᨻᗓࡢಙ㢗ࡣᛴ㏿ᅇࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡇࡑࡀᚋࡢ
IT ᨻ⟇ࡸᾘ㈝⛯ࢆࢫ࣒࣮ࢬ㐍ࡵࡿⅭࡢ᭱㔜せᇶ┙࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚⌧ᅾ᪤✌ືࡋ
࡚࠸ࡿ㟁Ꮚᨻᗓ࣭㟁Ꮚ⮬యࡢᴗࡢ㈝⏝ᑐຠᯝࡢศࡅࢆ⾜࠸㸦ྥᚋẖᖺᴗ
ศࡅసᴗࢆ⾜࠸せ࡞ᴗࡣ༶้Ṇࡍࡿ⤌ࡳࡢタ㸧ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡁ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭱ඃඛㄢ㢟ࡀࡍ࡞ࢃࡕ┠ⓗࡢ 1 ␒┠ࠊ3 ࡘࡢᰕ┠ᶆࡢ㸦㸯㸧ࠊ㔜Ⅼ
⟇ࡢ㸦㸯㸧ࡢ☜ᐇ࡞ᐇ⾜࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸧

┠ⓗࡘ࠸࡚㸸IT ࡀ࠶ࡓࡶࠕᅜẸࡢᬽࡽࡋࡢ㉁ࢆ㣕㌍ⓗྥୖࡉࡏࡿࠖ┤

⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࡃࡢḭ▇࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊㆤሗ㓘ࡢㄳồࡣᙜึࡼࡾ࡚㟁Ꮚㄳ
ồ࡛࠶ࡿࠋಖ㝤⪅࣭ཌ⏕ປാ┬ࡣ㐣ཤ 9 ᖺศࡢࣞࢭࣉࢺࢹ࣮ࢱࢆᣢࡕࠊࡼࡾ⣽࡞ᐇ
ែࢆ༑ศᢕᥱฟ᮶࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸦ࡶࡋᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᢸᙜ㒊ᒁࡢᛰ៏࡛
࠶ࡿ㸧ࠋࡇࢁࡀ 2009 ᖺᨵゞࡢ୍ࠗḟุᐃࣟࢪࢵࢡ࠘ࡢᙜ࡚ࡣࡵ࡛ࡣᐇែࡅ㞳ࢀ
ࡓྜ⌮࡞㍍┠ุᐃࡀᶓ⾜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣᅜẸࡢⓎࡶᙉࡃࡉࡍࡀཌປ⮧ࡶప┠
ㄏᑟࢆㄆࡵࡊࡿࢆᚓࡎࠊᡭ┤ࡋࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡇࡢᵝ IT ࡸࢹ࣮ࢱά⏝ࡣᅜẸࡢㆤ
ࡢ㉁ࢆࡲ࡛ࡼࡾపୗࡉࡏࡓࠋࡇࡇ࡛ぢ࠼ࡓࡇࡣ IT ࡢ┠ⓗࡣࠕ་⒪ࡢᶆ‽࣭ຠ
⋡࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕཬࡧࢧ࣮ࣅࢫྥୖࠖࡣࡅ㊊ࡋ㸦࠶ࡿ࠸ࡣᅜẸᑐࡍࡿ┠ࡃࡽࡲࡋ㸧
࡛ࡋ↓ࡗࡓᐇែ࡛࠶ࡿࠋᕥᵝ IT ᅜẸࡢᬽࡽࡋࡢྥୖࡣᮏ᮶ࡃ↓
㛵ಀ࡞㸦࠶ࡿ࠸ࡣᨻ⟇㸧࡛࠶ࡾࠊࡇࡇࢆពⓗΰྠࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱㸧

㔜Ⅼ⟇ճࡘ࠸࡚㸸ࠗබⓗ IC ࣮࢝ࢻ࠘ᵓࡢලయⓗ࣓࣮ࢪࡀࡃぢ࠼࡞࠸ࠋ

ᪧ IT ᡓ␎㆟ࡣࠗ♫ಖ㞀࣮࢝ࢻЋЍ㟁Ꮚ⚾᭩⟽࠘ᵓࢆ᳨ウࡋ࡚᮶ࡓࠋࡇࢀࡣࢭ࢟
ࣗࣜࢸᑐ⟇ᐇ⏝ᛶࡢ㞳ࡀࡁࡃࠊ࣮࢝ࢻタィⱞປࡋࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀఱ
ฎࡀ࠺␗࡞ࡿࡢ㸽ࠕඹ㏻␒ྕࠖࢆࡇࡲ࡛ᗈࡆࡿࡢ㸽᭦ࡣࠕ⣡⛯⪅␒ྕࠖ
ࡣ࠺㛵ಀࡍࡿࡢ㸽ࠗ♫ಖ㞀࣮࢝ࢻ࠘ࡢሙྜࠊࡑࡢ᭱⤊┠ⓗࡋ࡚ࠕ♫ಖ㞀ಶ
ேィࠖࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ୰㌟ࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࡢྰ㸽͐᫂ࡽࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡕ࡞ࡳࠕ♫ಖ㞀ಶேィไᗘࠖࡣ✲ᴟࡢ⮬ᕫ㈐௵ㄽ㸦㔜࠸Ẽࡿ
ࡢࡶࡑࡢᝈ⪅ࡢ⮬ᕫ㈐௵ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿ♫ࡢ⤌ࡳ㸧࡛࠶ࡾ⚟♴ᅜᐙㄽࡢᑐᴟ࠶
ࡾࠊ⚾ࡣᑐ࡛࠶ࡿࠋᖺ㔠ไᗘᨵ㠉ࡢ᪉ྥࡋ࡚Ẹඪࡣሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⛣
⾜ࡢ⡆౽ᛶࡢほⅬࡽᖺ㔠ࠊ་⒪ࠊㆤࢆࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋࡓ⌧⾜ࡢ␒ྕ࡛࣮࢝ࢻ㐠⏝
ࡍࡿᵓࢆ♧ࡋࠊ⤫୍␒ྕࡣྰᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪ࡀኚࢃࡗࡓࡢ㸽͐
ࡇࡢⅬࡶ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࠋ
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㸲㸧

㔜Ⅼᨻ⟇նࡘ࠸࡚㸸ᅜࡇ࡛ࡶ㐣ཤࡢデ⒪ࢹ࣮ࢱࡀ⏝࡛ࡁࡿࠗMy 㝔࠘

ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢලయⓗ࣓࣮ࢪࡀ࡛᫂࠶ࡿࠋᪧ IT ᡓ␎㆟ࡢࠗ㟁Ꮚ⚾᭩⟽࠘ᵓ
ࡣู≀ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࢡࣛ࢘ࢻࢆ㏻ࡌ࡚ྛ㝔࣭デ⒪
ᡤࡢ㟁Ꮚሗࢧ࣮ࣂࢡࢭࢫࡋࠊఱฎࡽ࡛ࡶᝈ⪅㸦ᅜẸ㸧ࡢ࢝ࣝࢸሗࡀ㜀
ぴฟ᮶ࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࢁ࠺㸽ࡶࡋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆࡃ↓どࡋࡓ
ࢇ࡛ࡶ࡞࠸ᭀ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟ࡣᴟࡵ࡚⛎ᐦᛶࡢ㧗࠸࢝ࣝࢸሗ࡛࠶ࡿࠋᢏ⾡ⓗࢇ
࡞ᑐ⟇ࢆࡋ࡚ࡶ⎍࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸ⥔ᣢࡣ࠶ࡾᚓࡎ₃ὤࣜࢫࢡࡉࢀ⥆ࡅࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡶࡋࡇࡢᵝ࡞ࢩࢫࢸ࣒࣓࣮ࢪ࡛࠶ࢀࡤ㝔ᡤࡀ⤫୍つ᱁ࡢୗ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢆ
⏝ࡋࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᖖ᥋⥆⎔ቃ࠶ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠋࡋࡋࠊ㝔ᡤ
ഃࡋ࡚ࡣ⮬ศࡢᝈ⪅ࡢ⛎ᐦሗࢆ₃ὤࡢ༴㝤᭚ࡍࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒⮬ࡽᢞ㈨ࡍࡿ
ࡇ࡞⤯ᑐ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡏ࠸ࡐ࠸᪂≀ዲࡁࡢ㝔࡛ࣞ࣋ࣝࡢሗࢩࢫࢸ
࣒ࡋ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍࢀࡤࠊ⌧⾜ࡢ་⒪ሗᥦ౪᪉ἲ౽ᛶ࠾࠸
࡚ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ⤂≧ࠊ⏬ീ㸦ື⏬㸧ࢹ࣮ࢱࠊ᳨ᰝࢹ࣮ࢱࢆ CD ࡸ DVD ⴠ
ࡋ࡚ࡸࡾྲྀࡾࡍࡿࡇࡣ᪥ᖖⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡉࡎ⮬
㝔࡛ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇࡛༑ศᑐᛂ࡛ࡁᏳᛶࡶ㧗࠸ࠋࡉࡽࠗMy 㝔࠘ࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡᵓ࡛ࡣ⌧ᅾࡢ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢᬑཬ⋡ࡢᝏࡉࡶ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㐣ཤ
ࡢࠗe-Japan࠘ࡼࡿᑟධዡບᨻ⟇ࡶᣊࢃࡽࡎ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡀᬑཬࡋ࡚࠸࡞࠸ཎᅉࡣࠊ
୍ゝ࡛࠸࠼ࡤၟရຊࡢᙅࡉ㸦౽ᛶࡢᝏࡉ㸧ࡼࡿࠋࡇࢇ࡞ᇶᮏⓗၥ㢟ࡶゎỴࡉࢀ࡚
࠸࡞ࡃ࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓᡂ࡞“ክࡢࡲࡓክ”ࡢẁ㝵࡛࠶ࡿࠋඃඛ㡰ࡣᴟࡵ࡚ప࠸ࠋ
㸳㸧

㔜Ⅼᨻ⟇ն㸫㸯㸲ࡘ࠸࡚㸸Ꮫⓗࢹ࣮ࢱά⏝ࡘ࠸࡚ࡢ࣮ࣝࣝࡣࡓࡔ୍ࡘࠋ≉

ᐃࡢಶே⤖ࡧࡘࡃሗࡣ୍ษ⏝ࡋ࡞࠸ྲྀࡾỴࡵࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣞ
ࢭࣉࢺሗࡣಖ㝤⪅௨እࡣ⤯ᑐᣢࡕฟࡉ࡞࠸ࠋά⏝⏝࠸ࡿሗࡣ་⒪㈝ྡࠊ
ᛶูࠊᖺ㱋⛬ᗘṆࡵࡿࠋࡑࡢࡢᒓᛶࡣ༏ྡࢆࡍࠋᏛⓗㄪᰝ᳨࣭ウࡣ
ࡇࢀࡔࡅࡢሗ࡛༑ศྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ᭦ࡑࡢୖ࡛ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣᏛ
◊✲⟶⌮ᶵ㛵ࢆタ⨨ࡋࠊࢹ࣮ࢱ⏝⪅ࡢẶྡ࣭ᅋయྡࠊ◊✲┠ⓗࠊࢹ࣮ࢱ㞟⠊ᅖࠊ
ศᯒ⤖ᯝࡢබ⾲ࠊ➼ࢆ☜ᐇⓏ㘓࣭⟶⌮ࡋࠊ┠ⓗእ⏝ࡢ⚗Ṇࡸࢹ࣮ࢱࣂࢵࢡࢵࣉ
ࡢ⚗Ṇࠊ◊✲⤊ᚋࡢࢹ࣮ࢱᗫᲠࠊ࡞ࡢᚭᗏࢆᅗࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸴㸧

㔜Ⅼᨻ⟇շࡘ࠸࡚㸸ᆅᇦࡢ་⒪㐃ᦠ᥎㐍ࡸ㐲㝸་⒪ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡣ㈶ᡂ࡛

࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢⅭࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࡢ IT ࡣࡑࡢຠ⏝ࡀᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ
▱ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤ IT ࡼࡿ㐲㝸་⒪ࡀྛ㛤ᴗ་㝔㛫࡛ࡢ⏬ീࢹ࣮ࢱࡢデ
᩿ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࡞ࡿᐇ⌧ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋఱᨾ࡞ࡽࠊᑓ㛛་ᖌࡢ☜ᐇ࡞
⏬ീデ᩿ࡣ㧗⏬㉁ࡢ CT ࡸ MR ⏬ീࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭࡣ㧗ᶵ⬟ࡢデ᩿⨨
ࡇࢀࢆ᧯సࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆ㐺ษ⏬ീฎ⌮ࡍࡿᑓ㛛ᢏᖌࡢ㓄⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㐀ᙳ
᳨ᰝࡀᚲ㡲࡞ࡿࡀࡑࡢయไ☜ಖࡶせࡿࠋ⌮デ᩿ࡶྠᵝྛ㝔ᡤⰋዲ࡞ᶆᮏࢆస
〇ࡍࡿᑓ㛛⌮ᢏᖌࡢᏑᅾࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࡞ࢀࡤࠊḟ་⒪ᅪ 1 ࡘࡢ㝔ྠ
ኈ⛬ᗘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋᵓ⠏ฟ᮶ᚓ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣᝈ⪅ࡀࡇࡢᵝ࡞㝔㉱࠸᳨࡚
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ᰝࢆཷࡅࠊ⏬ീࢹ࣮ࢱࢆ㛤ᴗ་୍᪉ⓗ㏦ࡾࡘࡅࡿᶵ⬟ࡋᯝࡓࡏ࡞࠸ࠋ͐ࡇࢀࡣ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ↓ࡃࠊ⌧⾜ࡢ㝔ᡤ㛫ࡢデ⒪ሗࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㥙ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣ
ࡃ↓࠸ࠋᚰ㟁ᅗ࡛ࡣ᪤デ᩿ࢯࣇࢺࡀᶵᲔ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾ㐲㝸デ᩿ࡣせ࡛࠶ࡿࠋ
ᅾᏯ࣭ㆤ࡛ࡣࠕࢣሗᥦ౪ࠖࡢᡭẁࡢ୍ࡘࡋ࡚ࡣ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࠕ⊂ᒃ㧗
㱋⪅ࡢᏳྰ☜ㄆࠖࡣྍ⬟㸽͐ࡑࡢලయⓗ࣓࣮ࢪࡋ࡚ࡣ 24 㛫ᚰ⫵ࣔࢽࢱ࣮┘ど
ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡣᢏ⾡ⓗࡣᐜ᫆ࡔࡀࠊࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣࠕᏙ⊂ṚࡢⓎぢࡀᑡࡋ᪩ࡃฟ
᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠖࡔࡅࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋࠕ⤎ࡢ⏕ࠖࢆㅻ࠺௨ୖࡣࣔࢽࢱ࣮
ࡢᛴኚ┤ࡕᑐᛂฟ᮶ࡿᛂᛴฎ⨨࣭ᦙ㏦࣭⒪ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ࡞ࢀ
ࡤࠊࡢᵝ࡞タ࡛ఱே࡛ఱேࡢᝈ⪅ࢆ 365 ᪥ 24 㛫┘どࡋ⥆ࡅࡿᑐᛂయไࡀྲྀࢀࡿ
ࡢࠋᆅᇦయ࡛ᗄࡘタࡀᚲせࠋࡑࡢ⥔ᣢ㈝ࡣᗄࡽ࡛ࡔࢀࡀ㈇ᢸࡍࡿࡢࠋ͐ࡇ
ࡢᵝ࡞యไࡀ↓࠸ぢᏲࡾࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢᇶ┙ᩚഛࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡣࡃ㛵ಀࡢ↓࠸ูࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ་⒪ࡸ┳ㆤ࣭ㆤࡢᮏ㉁ࡣே
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新たな情報通信技術戦略の策定に関する意見
１．個人／団体の別：個人
２．氏名／団体名：非公開
３．連絡先：非公開
４．ご意見：
「新たな情報通信技術戦略の策定」に関して私見を述べさせていただきます。
まず、「新たな情報通信技術戦略の骨子(案)」に提示された目的（情報通信技術革
命の本質は情報主権の革命であり、徹底的な情報公開による透明性の向上が必要；
国民が主導する「知識情報社会」の実現； 過去のＩＴ戦略の延長線上ではない、非連
続な飛躍）および 3 つの柱と目標については、いずれも日本を持続可能社会へと導く
ために喫緊の重要課題であると賛同致します。
しかしながら、これらの戦略が目指すビジョンを示すことなく重点施策に入ることに
は戸惑いを感じます。目的で示されたことが実現した社会とは、どのような社会なの
かを示し、その様な社会を実現するために何が必要で、それらに対して情報通信技
術がどのように貢献できるのかを示すことが先ではないでしょうか。 現在示されてい
る重点施策案は個別に見ると大変意義のあることだと思われます。しかし、それらを
実施することが、最初に掲げた目的達成にどう繋がっていくのかが見えません。
今回の戦略で目指す社会とは、徹底した情報公開で透明性を高めた、活力ある持
続可能社会であると推察しております。 情報公開の手段としてＩＣＴが重要な役割を
果たすことは自明の理でありますが、「徹底した情報公開」はどの様にして達成される
のでしょうか。また、情報の透明性が高まることで、どのように社会が活性化するので
しょうか。その様な社会において、個人・組織・地域社会などは、どのように変化する
のでしょうか。 これらの疑問に答えることなく、それぞれの重点施策を実施するとい
うことは、各具体実施策においての達成目標は、当初の戦略目的達成への貢献では
なく、各具体実施策における数値目標に置き換わる可能性が高く、過去にも多くのそ
の様な事例が見受けられました。
素晴らしい目的を掲げながら、各施策が繋がることなくバラバラの方向を向いて実
施されることが無い様に、共通の目標としていつでも見上げることが出来る、つまり、
最終的に目指す方向が見える様なビジョンを示していただくことを切に願うものです。
以上
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新たな情報通信技術戦略の策定に関する意見
１．個人／団体の別：個人
２．氏名／団体名：非公開
３．連絡先：非公開
４．ご意見：
１）重点施策の中で特に優先的に取り組むべきものは何か。
特に優先すべき施策は、③の電子行政の共通基盤として、官民サービスに汎用可
能な国民ＩＤ制度の整備と、④の電子行政推進の中の行政の業務改革と情報システ
ムの集約化、そして⑥全国どこでも過去の診療情報に基づいた医療を受けられるよう
にするとともに、個人が健康管理に取り組める環境を実現していくの３つです。特に、
公的ＩＣカードの整備・合理化が重要であり、住基ネットのＩＣカード 1 枚にて、全公共サ
ービスを受けられるように合理化すべきです。
２）各重点施策についてそれぞれどのような目標・スケジュールを設定して取り組むべ
きか。
日新月歩で進展、発展しているＩＴ産業の分野では、目標やスケジュールの明確化
は難しいが、日本政府としては、まず「国民本位の電子行政の実現」に重点を置き、
今後５年間で一定の成果を出していくべきと考えます。特に公的ＩＣカードの整備・合
理化に関しては、早急に国会レベルでの議論と法制化を進めて、２０１２年ごろには
統合化したＩＣカードの基本方針を決定していくべきです。
「地域の絆の再生」の各施策については、公的ＩＣカード体制の確立を前提に、２０１
８年ごろまでに情報システムの制度確立などの成果を実現できるように長期スケジュ
ールを検討していけばよいと考えます。特に医療情報の個人情報保護ルールに関し
て、より柔軟な医療現場での利用と活用が可能なように、医療分野のコンセンサスを
取りながら制度を改善する必要があると考えます。
「新市場の創出と国際展開」に関しては、民間がすでに激しい競争を繰り広げてい
る分野であり、政府が施策としてすすめるのはインフラ分野やＩＴの教育などに限定さ
れる分野と考えられます。よって明確な目標設定・スケジュール作成よりも、地道な支
援・推進活動をメインにして、発生経費は抑えていくべきと考えます。
３）各重点施策の推進にあたって取り組むべき課題、留意すべき点は何か。
ＩＴシステムの構築やその維持管理には、多額の投資と経費が必要であるので、利
用分野の業務を分析して効率化と標準化（均一化）をすすめてから、実際のＩＴ化を進
めるべきです。
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特に政府内でいつも問題となる、縦割り行政を無くして、各省庁間の垣根を低くおさ
えることが重要です。
４）その他
国家レベルのＩＴシステムの構築については、多額の設備投資が必要です。
縦割り行政を見直して、二重投資や二重のシステム構築が発生しないように、全体を
把握しながら効率的な統制して税金の有効投資を
お願いしたい。
以上
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