e-Japan重点計画-2004に掲げられた施策の進捗状況の調査報告（2004年秋）

資料8

Ⅱ．〔１−１〕 加速化５分野
１．アジア等ＩＴ分野の国際戦略
重点計画該当
施策名
部分
（２）①ア）
国際政策の基本的な考え方の策定

（２）①イ）

アジア各国への２国間・多国間協力の推進

担当省庁

スケジュール

進捗状況

内閣官房
関係府省

2004年夏頃まで

（内閣官房）
◎2004年4月に「IT国際政策懇談会」を設置
し、計4回開催。2004年6月に中間整理。
◎2004年9月に「アジアを中心としたIT国際
政策の基本的考え方」をIT戦略本部決定。

内閣官房
総務省
外務省
文部科学省
経済産業省
関係府省

2010年まで

（内閣官房）
◎アジアＩＴイニシアティブの推進（（２）①イ）
ａ）参照）
（総務省）
◎アジア・ブロードバンド計画の着実な推進
（（２）①イ）ｂ）参照）
（外務省）
◎2004年9月に決定された「アジアを中心と
したＩＴ国際政策の基本的考え方」を受けて、
ODAの各スキームにおける標準処理期間の
導入やODA制度実施に係る運用基準等の
明確化・透明化を行うべく作業中。
◎韓国・タイ・マレーシア・フィリピンとの経済
連携協定の協力分野においてICT協力を交
渉中。

（２）①イ）ａ）

アジアＩＴイニシアティブの推進

内閣官房
関係府省
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2008年まで

（内閣官房）
◎2003年6月内閣官房にアジアITイニシア
ティブ（AITI）タスクフォースを関係省庁の課
長級が内閣参事官を併任する形で設置。既
に6回の会議を実施。
◎2003年12月にインドネシア・フィリピン・ベト
ナムの3カ国とIT担当大臣間でAITIプログラ
ムの推進に関する共同声明に署名。
◎2004年3月よりインドネシア・フィリピン・ベ
トナムの各ワーキンググループを発足し、具
体的な実施プログラムを各国別に検討。
◎2004年5月にIT担当大臣とフィリピン貿易
産業長官との間でAITI「ＩＴ・ソフトウェア人材
の育成支援プログラム」について具体的な
実施プログラムに関する共同声明に署名。
◎2004年6月にIT担当大臣とベトナム郵電大
臣との間でAITI「IT人材の育成プログラム」
について調査を行い、協力のあり方につい
て具体化を図ることに関する共同声明に署
名。
◎インドネシアとベトナムのAITI「ＩＴ人材育成
プログラム」について、具体化を検討中。

（２）①イ）ｂ）

アジア・ブロードバンド計画の着実な推進

総務省
関係府省

2010年まで

（総務省）
◎ネットワーク・インフラ整備（ベトナム南北
光海底ケーブルの敷設支援）、研究開発の
推進、人材育成関連施策（専門家派遣、研
修・セミナーの開催）等、ブロードバンドに係
るネットワーク・インフラの整備のための施
策、ブロードバンド普及のための関連施策を
実施中。
◎本計画の推進等に関する協力についてア
ジア諸国・地域と合意(タイ、マレーシア、イン
ドネシア、ベトナム、カンボジア、香港、フィリ
ピン）。
◎本計画の具体的協力内容等について政
策対話を実施（インドネシア、タイ、フィリピ
ン、ベトナム、マレーシア、モンゴル、カンボ
ジア）。
◎日中韓情報通信大臣会合を3回開催し、
ICT8分野の協力に合意。また、それぞれ局
長級ワーキンググループ等を開催中。
◎アジア・太平洋ブロードバンドサミット、
ASEAN+3電気通信・ＩＴ担当大臣会合におい
て、本計画に基づくアジア各国への貢献策
を発表。
◎2004年3月よりアジア・ブロードバンド推進
会議を2回開催し、今後同計画を加速するた
めに重点的に推進すべき分野及び具体的プ
ロジェクト等について議論を実施。
（法務省）
◎ＩＴ技術者に関する上陸許可基準の見直し
について、平成15年法務省告示第291号（平
成15年5月30日施行）、平成16年法務省告
示第363号（平成16年8月27日施行）の他、
新制度の下で補充的に必要な措置を講じて
おり、今後も逐次実施予定。

（２）①ウ）

アジア地域でのＩＣパスポートの導入支援

内閣官房
外務省
法務省
関係府省

2004 年 度 以 降 引 き （内閣官房）
続き
◎2005年度中のIC旅券導入を進める為、
「e-Passportの導入・活用に関する関係府省
連絡会議」を設置、今年度には、各省連携
の下、実証実験を実施する。本実験におい
ては、アジア地域でのICパスポート導入支
援に向け、アジアの一部の国と互換性の検
証実験を行う予定。
（法務省）
◎近隣アジア諸国においてもIC旅券が導入
されることを見込み、日本旅券と合わせて、
空海港での出入国審査においてIC旅券に対
応する機器の開発に向けた調査研究、実証
実験を本年度実施中。

（２）①エ）

アジア地域における海賊版被害の撲滅

文部科学省
経済産業省
外務省

2004年度も引き続き （文部科学省）
◎2004年5月に実施された中国への官民合
同ミッションに「コンテンツ海外流通促進機
構」とともに参加し、中国政府に対し、イン
ターネット上の侵害対策を含む海賊版対策
の強化を要請。
（経済産業省）
◎2004年10月、海賊版対策に必要な研修を
実施の上、JETRO北京・上海に海賊版対策
専門家を派遣。今後は、同専門家による海
賊版等に係る具体的な情報収集、情報発
信、企業相談等を実施する予定。
（外務省）
◎知的財産権侵害対策室を創設。また、各
在外公館における対応を強化するため知的
財産権侵害対応マニュアルの準備を進めて
いる。

（２）①オ）

電子署名及び認証業務に関する国際的な連携の推 総務省
進
法務省
経済産業省
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2004年度まで

（総務省，法務省，経済産業省）
◎認証業務の国際相互承認に関しては，韓
国・タイ・マレーシア・フィリピンに関し進めら
れている経済連携協定交渉において，個別
に意見交換等を実施しているところ。

２．セキュリティ(安全・安心)政策の強化
重点計画該当
施策名
部分
(２)①ア)
各府省庁の情報セキュリティ確保

担当省庁
内閣官房
関係府省庁

スケジュール
2004年６月中

進捗状況
（環境省）
◎システムセキュリティ監査の2005年度での
実施に向けた予算要求を行っている。
（警察庁）
◎全国の警察施設に設置された不正侵入
検知システム及びファイアウォールで検出し
たアクセスの情報収集・分析を24時間体制
で実施中。
（内閣官房）
◎2004年5月から8月までの間、各府省庁の
情報システムに対する脆弱性検査を実施。
◎2004年7月、情報セキュリティ対策推進会
議幹事会において、「攻撃の予兆や被害に
関する情報収集・分析に係る基本方針」、
「各府省庁の情報セキュリティ対策の評価に
係る基本方針」及び「各府省庁の情報システ
ム及びその運用に関する安全基準の策定に
係る基本方針」を決定。

(２)①イ)

地方公共団体の情報セキュリティ確保

総務省

2004年度中

◎情報セキュリティポリシーの策定状況
（H16.7.1現在）
都道府県：４７団体 市町村２，４３９団体
◎財政支援
ファイアウォール、セキュリティポリシー等
セキュリティ対策に対して地方財政措置を実
施済み。
◎地方公共団体に対する効果的・効率的な
セキュリティ対策の促進方策について検討
中。

(２)①ウ)

重要インフラの情報セキュリティ確保

内閣官房
関係府省

2004年度中

（警察庁）
◎重要インフラ事業者等へのペネトレーショ
ンテスト、指導・助言を実施中。
（内閣官房）
◎本年情報セキュリティ専門調査会情報セ
キュリティ基本問題委員会において重要イン
フラの情報セキュリティ対策のあり方につい
て第二分科会において検討を進めることを
決定。

(２)①エ)

民間の情報セキュリティ強化

(２)①オ)ⅰ)

(２)①オ)ⅱ)

総務省
経済産業省

2004年中

（総務省）
◎情報通信分野において発生したインシデ
ントに関する情報の収集・分析・共有及び共
同対処を行っているTelecom-ISAC Japanの
会員企業により、情報通信ネットワークの状
況の概略を把握・分析する「広域モニタシス
テム」に関する基盤技術の開発を実施。
（経済産業省）
◎脆弱性対応に係る各国の機関等との調
整、不正アクセスに関する情報提供等を主
に行っているJPCERTコーディネーションセン
ターの監視体制の充実、定点観測システム
の精度向上、人員の増強等を実施。

政府機関職員の能力向上のための実務的な研修等 内閣官房
の実施

2004年度中

（内閣官房）
◎本年９月に各府省庁の情報セキュリティ関
係職員を対象に研修を実施。

各省庁と連携した国民向けの啓発・広報活動等の実施内閣官房
関係省庁

2004年から

（警察庁）
◎警察庁セキュリティポータルサイト
(@police)を通じて、セキュリティ講座やイン
ターネット被害事例及び対処法等を公開中。
（内閣官房）
◎2005年３月に内閣官房、総務省及び経済
産業省等共催で「重要インフラの情報セキュ
リティ対策に関するワークショップ（仮称）を
開催する予定。
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(２)②ア)

パスポートのＩＣ化の推進

内閣官房
外務省
法務省
国土交通省
関係府省

2005年度中

（内閣官房）
◎2005年度中のIC旅券導入を進める為、
「e-Passportの導入・活用に関する関係府省
連絡会議」を設置、今年度には、各省連携
の下、実証実験を実施する。
（外務省）
◎今年度実施の関係省庁連携実証実験に
関する計画を策定。
（法務省）
◎日本旅券へのバイオメトリクス導入（IC旅
券）に伴い，空海港での出入国審査におい
てIC旅券に対応する機器の開発に向けた調
査研究，実証実験を本年度実施している。
（国土交通省）
◎2004年度は関係府省と連携し、パスポー
トがIC化された際の航空旅客搭乗手続きの
あり方等についての検討を実施予定。

(２)②イ)

国家公務員身分証明書のＩＣカード化

内閣官房
全府省

2004年中

（内閣官房・全府省）
◎「国家公務員のICカード身分証に関する
府省連絡会議」を設置し、国家公務員身分
証ICカードの基本的な機能や技術要件等を
2004年7月に決定した。現在は、開発に必要
な詳細仕様を2004年中に作成すべく検討を
進めるとともに、先行府省において、国家公
務員身分証ICカードの2005年度での導入に
向けた予算要求を行っている。

(２)②ウ)

防災情報共有システムの整備と国民への提供拡大

内閣府
関係省庁

2005年度まで

（内閣府）
◎防災情報共有プラットフォームについて、
災害発生時に各省から内閣府へ報告されて
いる防災情報を、ＧＩＳ（地理情報システム）
を用いた地図を活用しながら一元的に集約
するシステムを開発中である。
（総務省）
◎国、地方公共団体、住民間での防災情報
の共有化に向け、一層幅広く情報共有を図
るため、統一的なデータフォーマットについ
て、検討を行っているところ。
◎災害時における電気通信設備の被災状
況の即時把握など、国・電気通信事業者間
の効率的な情報共有を可能にする情報伝達
ネットワークシステムを構築中。

(２)②エ)

携帯電話やＩＰ電話等の様々な情報通信手段による
緊急通報への対応

総務省
警察庁
国土交通省

2005年度まで

（総務省）
◎2004年度に、「聴覚障害者等の災害時要
援護者に対応した緊急通報のあり方に関す
る検討」を実施している。
◎2003年11月、情報通信審議会情報通信
技術分科会に「緊急通報機能等高度化委員
会」を設置し、警察庁・消防庁・海上保安庁、
電気通信事業者等の参加を得つつ、「電気
通信事業における緊急通報機能等の高度
化方策」として、①携帯電話からの緊急通報
における発信者位置情報通知機能に係る技
術的条件、②IPネットワークにおける緊急通
報機能等重要通信の確保方策について検
討を実施。①については2004年6月末に答
申。②については2004年度内を目途に、同
審議会より答申予定。
（警察庁）
◎ＩＰ電話対応１１０番通報受理システムを不
正アクセス等から守るために必要な調査研
究を実施中。

4

３．コンテンツ政策の推進
重点計画該当
施策名
部分
(２)①ア)a
コンテンツプロデューサの育成

経済産業省

2005年度まで

◎プロデューサーに必要とされる知識・ノウ
ハウを体系化し、プロデューサー育成のため
のカリキュラム、テキストのプロトタイプを作
成した。2004年度は、カリキュラム、テキスト
の補充、強化を行うとともに、全国１８機関で
実証講座を実施予定。

(２)①ア)b

コンテンツクリエイタの育成

経済産業省

2005年度まで

◎実証実験を実施中。平成１７年度３月に報
告書により報告。

(２)①イ)a

日本版バイドール制度の拡充

内閣官房
経済産業省
関係府省

2004年度中

（内閣官房）
◎第１５９回国会において、「コンテンツの創
造、保護及び活用の促進に関する法律」が
可決・成立し、同法第２５条においてコンテン
ツ版バイ・ドール制度が創設されたところ。

担当省庁

スケジュール

進捗状況

（経済産業省）
◎本年９月４日の施行を踏まえ、本年９月、
コンテンツ版バイドール用の委託契約フォー
マットを策定し、省内に周知。また、１０月、
知的財産推進戦略事務局と協力し、全府省
庁に同フォーマットに係る説明会を実施。
(２)①イ)b

新たな資金調達事例の創出・普及促進

経済産業省
総務省
文部科学省

2004年度中

（経済産業省）
◎今年度新規創設された財政投融資制度
（政策投資銀行：知的財産有効活用事業）を
利用したコンテンツ関連ファンドの第１号案
件が創出された。今後も新たな資金調達事
例の創出・普及促進に向け、取り組んでいく
予定。
（総務省）
◎完成保証制度に関する関係省庁の検討
を踏まえ、知的財産有効活用支援事業の制
度についての周知等を検討中。
（文部科学省）
◎日本政策投資銀行の融資制度として2004
年度より創設された「知的財産有効活用支
援事業」の積極的な活用を促進

(２)①イ)c

改正下請代金支払遅延等防止法の周知及び円滑な 公正取引委員 2004年度以降
運用
会
経済産業省

◎サービス分野における下請取引を規制対
象に追加すること等を内容とする改正下請
代金支払遅延等防止法が2004年４月１日か
ら施行されたことを踏まえ、改正内容の一層
の普及啓発を図る観点から、2003年度に引
き続き、コンテンツ業界を含む事業者団体等
に対する説明会等を行っている。
◎また、コンテンツの制作に係る下請取引に
ついて、2004年度から書面調査を実施し、下
請代金支払遅延等防止法に違反する行為
に対しては厳正に対処してきている。

(２)①イ)d

コンテンツ取引全般に関する契約見本の策定・周知

（総務省）
◎2002年10月から、ブロードバンド時代にお
ける我が国の放送番組の質も含む制作力の
強化・向上に資すること等を目的として、放
送事業者、番組制作事業者等の参画を得て
「ブロードバンド時代における放送番組制作
に関する検討会」を開催。2004年3月、本検
討会において、今後の放送番組制作委託に
おける関係者の参考となり、かつ、放送番組
制作委託に係る諸手続きの公正性・透明性
をより一層高めることを目的とした、「放送番
組の制作委託に係る契約見本（契約書の必
要事項）」を取りまとめ、公表。2004年度は契
約見本の活用状況のフォローアップ等を促
進。

総務省
経済産業省

2006年度まで
2004年度以降

（経済産業省）
◎本年３月に策定した、アニメに係る親事業
者・下請事業者間の発注書見本、Ｑ＆Aにつ
いて、業界への普及・促進を行った。
◎本年３月にとりまとめた、映画コンテンツに
係る著作権の帰属に係る「発意と責任」の考
え方についての研究会報告について、業界
への普及・促進を行った。
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(２)②ア）

既存コンテンツ資産のブロードバンド上での再利用の 内閣官房
促進

2004年度中

◎「知的財産推進計画２００４」（平成１６年５
月２７日知的財産戦略本部決定）において、
関係省庁が取組むべき事項として定めてい
る。現在、検討を推進中。

(２)②イ）

コンテンツの流通手段としてのインターネットの位置
付け検討

内閣官房

2004年度中

◎「知的財産推進計画２００４」（平成１６年５
月２７日知的財産戦略本部決定）において、
関係省庁が取組むべき事項として定めてい
る。現在、検討を推進中。

(２)③ア）

政府コンテンツのデジタルアーカイブ構築と一般利用 内閣官房
の拡大
全府省

2004年度中

◎「デジタルアーカイブ推進に関する関係省
庁連絡会議」を設置し、第１回会合を９月２
日に開催。現在、国立国会図書館のイン
ターネット資源選択的蓄積実験事業（ＷＡＲ
Ｐ）へ協力するため、政府機関の代表的な
ホームページ（２３機関）の実験的収集を準
備中。

４．ＩＴ規制改革の推進
重点計画該当
部分
(２)①ア)ａ)

施策名
e-文書イニシアティブの実現

担当省庁
内閣官房
関係府省

スケジュール

進捗状況

2004年度早期

◎「e-文書法案」を2004年10月12日に閣議
決定し、国会に提出。

(２)①ア)ｂ)

電子文書の長期保存のための基礎技術の研究開発 経済産業省
総務省

2005年度まで

（総務省）
◎独立行政法人情報通信研究機構におい
て、日本標準時を利用して正確かつセキュリ
ティの高いタイムスタンプを付与する「タイム
スタンプ・プラットフォーム技術」の確立に必
要な研究開発を実施中。
（経済産業省）
◎平成１６年１０月２５日に「文書の電磁的保
存等に関する検討委員会」を設置したとこ
ろ。その検討結果を踏まえつつ、必要に応じ
て平成１７年度に研究開発を行う。

(２)①イ)ａ)

総会議決権行使の電子化

2005年度末

（内閣府）
◎総会に出席しない社員の総会議決権行使
について、特定非営利活動促進法は書面に
よる行使を規定した民法第６５条第２項を準
用していることから、法務省における法制上
の措置に関する検討状況について注視して
いるところ。
（法務省）
◎内閣官房を中心とする公益法人制度の抜
本的改革についての検討の進捗状況も踏ま
えつつ，2005年度中に法制上の措置を講じ
ることができるよう，検討している。

内閣府
法務省
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(２)①ウ)ａ)

電子的手段による資格保有等証明の推進

内閣官房
総務省
法務省
経済産業省
関係府省

2004年中

（内閣官房、総務省、法務省、経済産業省及
び関係府省）
◎検討の結果、次の結論を得た。
「現行制度の下で、行政書士、税理士、社
会保険労務士などの資格者団体が認証局
を運用し、本人性及び資格保有を証明して
いるほか、国が資格者名簿を有する医療関
係者についても、現行制度を前提として資格
認証も含めた認証基盤の整備を進めてい
る。このようなことからすると、他の公的資格
についても、一定の信用性を担保した上で
の電子的証明が可能であると考えられるこ
と、また、資格認証に関する制度創設のニー
ズがないことから、現時点においては、現行
制度の下でそれぞれの必要性等を踏まえ、
認証基盤を整備していくことが適当である。
なお、電子申請においては、資格者等が代
理人となって手続を行うことができないシス
テムもあることから、引き続き電子政府構築
計画に基づき、代理人による申請が可能と
なるよう対応していく必要がある。この際、地
方公共団体に対する電子申請においても、
代理人による申請が可能となるよう、政府と
してその取り組みを促進していくことが重要
である。」
（厚生労働省）
◎「医療情報ネットワーク基盤検討会」にお
いて医療における公開鍵基盤のあり方につ
いて検討し、２００４年９月に最終報告を取り
まとめたところであり、同報告を踏まえ、適切
な対応策を講ずる。

(２)①ウ)ｂ)

タイムスタンプに対する一層の信頼性の付与及び利 総務省
用促進
経済産業省

2004年度中

（総務省）
◎信頼されるタイムスタンプの利用促進に寄
与するため、タイムビジネス（タイムスタンプ
に係る時刻認証業務や時刻配信業務をい
う）に関し、利用者から見て一層の信頼性が
確保されるタイムビジネスに求められる要件
を取りまとめ、「タイムビジネスに係る指針」
として2004年11月に策定・公表。
（経済産業省）
・タイムスタンプに対する一層の信頼性の付
与を目的に、 ２００４年度中に、タイムスタン
プにかかる国際規格ISO/IEC18014-1の日
本工業規格（JIS）化を予定。

５．電子政府・電子自治体の推進
重点計画該当
施策名
部分
（２）①ア）
輸出入・港湾手続のワンストップ化

担当省庁

内閣官房
財務省
法務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
外務省

（２）①イ）

自動車保有関係手続のワンストップ化

国土交通省
関係府省
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スケジュール

進捗状況

2005 年 度 末 ま で の ◎輸出入・港湾関連手続の電子化・簡素化
できる限り早期
については、現在、関係府省の大臣政務官
による「輸出入・港湾関連手続の電子化・簡
素化に関する政務官会合」等において検討
が進められており、全府省の大臣政務官会
議において、次世代シングルウィンドウのコ
ンセプト、ＦＡＬ条約批准の推進等について、
「輸出入・港湾関連手続の電子化・簡素化に
ついて」の申し合せが行われた。
◎関係府省は、現在、輸出入・港湾関連手
続の電子化・簡素化に関する作業を加速化
しているところ。
◎「国際海上交通の簡易化に関する条約
（FAL条約）」の締結を行うための措置につい
ては、関係行政機関が連携し、次期通常国
会へ同条約を提出すべく、関係法令の改正
を含め、国内手続の簡素化、国際標準への
準拠に向けた検討作業を鋭意進めている。
2005年中

◎昨年度に一部地域（東京都、神奈川県）で
実施した試験運用の結果を踏まえ、システ
ム改良を実施中。
◎本年度中に対象地域等を拡大して試験運
用を実施する予定（岩手県、埼玉県、愛知
県、岐阜県、大阪府、佐賀県。平成１７年１
月〜３月）。これに向けて「自動車保有関係
手続のワンストップサービス試験運用連絡
会議」を１０月に開催した。

（２）①ウ）

電子政府の総合窓口（ｅ-Ｇｏｖ）を活用した手続のワン 総務省
ストップ化
全府省

2005年度末まで

（２）①エ）

対面による意見聴取等の電子化

全府省

本年７月末までに検 ◎各府省においては７月末までに、テレビ会
討を行い、その結果 議システムの利用可能な手続の洗い出し
を踏まえ順次
や、費用対効果について検討を行い、導入
の可否について結論を得たところ（一部引き
続き検討）。

（２）②ア）

業務・システムの最適化

全府省

2005年度末まで

（２）③ア）

ベンチャー企業からの政府調達の拡大

内閣官房
総務省
経済産業省
全府省

2004 年 度 以 降 も 引 ◎「ベンチャー企業からのIT関連政府調達の
き続き
拡大方策について」（平成16年3月31日ＩＴ関
係省庁連絡会議申合せ）に基づき、共同企
業体への入札参加資格の付与や入札参加
資格の弾力化等について、各府省において
可能な調達案件から逐次実施中。
◎各府省の取組状況や調達実績のフォロー
アップについては、平成16年度前期分（4月
〜9月）において実施済。また、各府省の取
組状況について、ヒアリングを行った。

(2)④ア)

国家公務員のテレワークに関する制度等の環境整備 内閣官房
人事院
総務省
全府省

2004年度より

◎電子政府の総合窓口（ｅ-Ｇｏｖ）を活用した
手続のワンストップ化に向けて、システムの
詳細機能等を検討中。

◎77分野の各業務・システムについて、2005
年度末までのできる限り早期の最適化計画
策定に向け、現在取り組み中。
・「人事・給与等業務」について、2004年2月
27日、最適化計画を策定済み。
・「共済業務」について、2004年7月30日、最
適化計画を策定済み。
・「物品調達業務」、「物品管理業務」、「謝
金・諸手当業務」、「補助金業務」、「旅費業
務」について、2004年9月15日、最適化計画
を策定済み。
・個別府省業務・システム56分野のうち3分
野について、2004年11月末時点で、最適化
計画を策定済み。
◎各府省における人事・給与関係業務情報
システムの導入計画の策定状況は、2004年
10月18日現在で一部調整中を除き策定済
み。
◎給与の全額振込状況のフォロ−アップ調
査（平成１６年９月期）は、実施済み。なお、
次回のフォロ−アップ調査は、平成１７年３
月期を予定。

（人事院・総務省）
◎平成１６年７月６日、各府省に「現行制度
下でのテレワーク実施に関する考え方（指
針）」を発出したところ
（人事院）
◎「公務部門における勤務時間制度の弾力
化・多様化について」（多様な勤務形態に関
する研究会中間取りまとめ）において、育児
を行う職員について、政府におけるテレワー
クの取組にも留意しつつ、業務遂行上可能
な場合には、在宅勤務等を活用することを
提言したところ
（全府省）
◎テレワークに関する制度等の環境整備に
おける問題点を検討するための省内プロ
ジェクトチームを設置。（財務省）
◎（人事院及び総務省から示された「現行制
度下でのテレワーク実施に関する考え方（指
針）」を省内検討会において周知し、職務遂
行体制の管理、勤務時間管理、セキュリ
ティ、安全管理及び予算（費用負担）等の諸
問題について検討中。）（農林水産省）
◎平成１６年７月６日に人事院及び総務省
から示された「現行制度下でのテレーワーク
実施に関する考え方（指針）」を参考とし、職
務遂行体制の管理等の課題について検討
中。（厚生労働省）
◎人事院・総務省の示した運用指針を基に
具体的な検討を開始したところ。（総務省・経
済産業省）
◎内閣官房、人事院及び総務省の検討結
果を踏まえ、検討中(法制局・宮内庁・公害
調整委・環境省）
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（２）⑤ア）

地方公共団体の業務・システムの標準化・共同化

総務省

2004年度より

【電子自治体に係る調査結果（Ｈ１６．４．
１）】
◎汎用受付システムの導入団体（都道府
県）
導入済み：１８団体
◎行政手続オンライン化計画策定状況（都
道府県）
策定済み：４１団体
◎ＣＩＯの設置状況（都道府県）
設置済み：２４団体
【共同アウトソーシング事業】
◎全ての都道府県で共同整備・運営のため
の複数市町村等による協議会を設置または
設置予定または設置検討中。
◎電子自治体の全体イメージを策定し、必
要となるシステムのうち住民サービス部門に
係るシステムを19都道府県で分担して開発
済み。
◎成果物を（財）地方自治情報センターのプ
ログラムライブラリにおいて提示し、全国の
地方公共団体に無償で提供。
◎今年度は財務会計・人事給与・庶務の各
システムについて同様の取組を実施中

（２）⑤イ）

Ｗｅｂサービス技術の活用による地域におけるシステ 総務省
ム改革

2004年度より

◎２００３年１２月より「地域における情報化
の推進に関する検討会」を開催しており、２０
０５年３月に最終報告を取りまとめる予定。

（２）⑤ウ）

公共的なアプリケーションの共同構築・運用

総務省
関係府省

2005年度以降

（総務省）
◎２００３年１２月より「地域における情報化
の推進に関する検討会」を開催しており、２０
０５年３月に最終報告を取りまとめる予定。
（文部科学省）
◎教育分野における公共アプリケーションの
構築について、「図書館をハブとしたネット
ワークの在り方に関する研究会」において、
地域公共ネットワーク及びＩＴを活用した新し
い図書館サービスの在り方について検討を
行っている。

（２）⑤エ）

電子自治体を支える人材育成

総務省

2005年度中

◎全国の地方公共団体の職員を対象にe
ラーニングによる情報セキュリティ研修を実
施済。
○２００４年度受講者見込み数
：９，０００人
◎各地方公共団体における情報セキュリ
ティ対策の中核を担う人材の計画的かつ早
急な育成のために実施している。
○２００４年度は２００４年５月１３日〜２００
５年１月１３日（全国で４０回）に実施。
○受講者見込み数は合計１，０００名
◎２００３年１２月より「地域における情報化
の推進に関する検討会」を開催して
おり、２００５年３月に最終報告を取りまとめ
る予定。
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Ⅱ．〔１−２〕 先導的７分野
１．医療
重点計画該当
施策名
部分
(２)①ア)
保健医療分野における認証基盤の開発・整備

担当省庁

スケジュール

進捗状況

厚生労働省
経済産業省

2005年まで

（厚生労働省）
◎「医療情報ネットワーク基盤検討会」にお
いて認証基盤のあり方について検討し、
2004年9月に最終報告を取りまとめたところ
であり、同報告を踏まえ、適切な対応策等を
講ずる。
（経済産業省）
◎2003年度までに保健医療福祉認証セン
ターとしての基盤整備を行うとともに、実際
の医療現場や医療関連産業等における技
術開発と実証実験等を実施。

厚生労働省

2004年度中

（厚生労働省）
◎「医療情報ネットワーク基盤検討会」にお
いて診療録等の医療機関外での電子保存
のあり方について検討し、2004年9月に最終
報告を取りまとめたところであり、同報告を
踏まえ、適切な対応策等を講ずる。

(２)①イ)

電子カルテの医療機関外での保存の容認

(２)①ウ)

電子カルテの連携活用に対応したセキュリティ等に関 厚生労働省
するガイドラインの作成

2005年度まで

◎「医療情報ネットワーク基盤検討会」にお
いてセキュリティ等のあり方について検討
し、2004年9月に最終報告を取りまとめたとこ
ろであり、同報告を踏まえ、適切な対応策等
を講ずる。

(２)①エ)

電子カルテの連携活用を行う医療機関への支援

厚生労働省

2005年度中

◎地域医療機関連携のための電子カルテに
よる診療情報共有モデル事業を、2002年度
は、千葉県および宮崎県において実施し、
2003年度は、北海道、千葉県、群馬県、石
川県、京都府、高知県において実施。2004
年度も引き続き実施予定。

(２)②ア)

医療機関の機能評価等

厚生労働省

2004年度末

◎機能評価受審数は1,731病院(2004年9月
末）
（出典：（財）日本医療機能評価機構）
◎また、治癒率、術後生存率、再入院率等
について、その定義・検証方法などの研究を
実施中。

(２)②イ)

医療情報のデータベース化、インターネットによる情
報提供

厚生労働省

2004 年 度 以 降 引 き ◎診療ガイドラインとそれに関連する医学文
続き
献等をデータベース化し、公正で中立的な
機関（財団法人日本医療機能評価機構）に
よるインターネット等を利用した情報提供を
2004年5月より開始。

(２)②ウ)

医療機関の情報公開の促進

厚生労働省

2005年度中

◎インターネットによる医療機関の情報公開
を含めた、医療提供体制のあり方について
社会保障審議会医療部会において議論。

(２)③ア)

電子カルテの用語・コードの標準化及び相互運用性 厚生労働省
の確保
経済産業省

2006年度まで

（厚生労働省）
◎標準的な医療用語・コードについては、
2001年度に、病名、手術・処置名、臨床検
査、医薬品、医療材料を提供。2003年度ま
でに、症状・診察所見、生理機能検査名・所
見、画像検査名・所見、看護用語・行為、歯
科領域を整備したところであり、2004年度か
らは引き続き改善を行っているところ。
（経済産業省）
◎異なるベンダーにより構築されたシステム
であっても、相互運用が可能となる環境を構
築するため、電子カルテを中心とした医療情
報システムにおける最小データ項目・参照
メッセージ・ワークフローの標準化に向けた
検討などを行っているところ。

(２)③イ)

診療情報の電子化など医療分野でのＩＴ利用促進

厚生労働省

2004年9月まで

◎「医療情報ネットワーク基盤検討会」の最
終報告を2004年9月に取りまとめ、診療録等
の電子化について一定の結論を得たところ。

(２)③ウ)

医療情報化に係る人材育成

経済産業省

2006年度まで

◎2004年度より、医療機関内のITガバナン
ス能力の向上を目的に、医療情報管理者
（CIO）育成のためのモデルプログラム開発
事業を実施しているところ。
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(２)④ア)

医療機関への普及促進

厚生労働省

2004年度中

◎医療機関側のコストを軽減するための具
体的な方策について厚生労働省において検
討を行っているところ。

(２)④イ)a)

審査支払業務のシステム最適化計画の策定

厚生労働省

2005年度中

◎システム最適化計画の策定について審査
支払機関と随時検討を行っているところ。
◎紙レセプトに対応するための方策につい
て厚労省において検討を行っているところ。

(２)④イ)ｂ)

保険者へのレセプトの電子的提出

厚生労働省

2004年度中

◎審査支払機関から保険者への電子的手
法によるレセプト提出を可能とするため、電
子媒体仕様のあり方、審査支払機関や保険
者の実施体制及びセキュリティ確保のあり
方等について審査支払機関等と随時検討を
行っているところ。

(２)④イ)ｃ)

保険者の電子レセプトへの対応方策

厚生労働省

2004年度中

◎保険者の実施体制についても上記bと併
せて検討を行っているところ。

(２)④ウ)

オンライン請求開始に向けた体制整備

厚生労働省

2004年度早期

◎受け入れ態勢の整備、セキュリティ等ガイ
ドラインの作成、認証基盤の整備等につい
て、センシティブな個人情報の十全な保護を
確保する観点から審査支払機関等と精力的
に検討を進めており、まとまり次第速やかに
医療機関に対して情報提供を行うこととして
いる。

(２)⑤ア)

遠隔医療のシステム整備支援

厚生労働省
経済産業省

2005年度まで

（厚生労働省）
◎2001年度より「地域医療の充実のための
遠隔医療補助事業」を実施しており、2003年
度末までに34都道府県へ整備。2004年度も
引き続き実施予定。
（経済産業省）
◎2003年度において、新しい通信技術、画
像処理技術を利活用し、複数の医療機関間
で活用可能な遠隔病理診断支援システムの
開発を行った。2004年度においても引き続
き、普及促進に係る施策を実施しているとこ
ろ。

２．食
重点計画該当
施策名
担当省庁
部分
(２)①ア)
牛肉の履歴情報に係るトレーサビリティシステムの普 農林水産省
及

スケジュール

進捗状況

2004年

◎「牛の個体識別のための情報の管理及び
伝達に関する特別措置法」の全面施行に向
けて、消費者が個体識別番号をキーとしてイ
ンターネットを通じ、牛の飼養履歴の確認が
行えるよう、食肉販売業者や特定料理提供
業者に対し、個体識別番号の表示等、流通
段階の措置の周知徹底を実施しているとこ
ろ。また、牛を飼養している管理者への立入
検査や届出についての確認を行い、牛個体
識別台帳の精度の維持・向上を図っている
ところ。

(２)②ア)

牛肉以外の食品のトレーサビリティシステムの普及

農林水産省

2005年度まで

◎地域や流通・加工段階を横断した相互運
用性のあるトレーサビリティシステムの開発
及び運用体制の整備に向けた実証試験を
実施。また、生産者、流通業者等の自主的
な導入の取組みを基本としつつ、トレーサビ
リティシステムの普及を促進するため、必要
なデータベースの構築、情報機器や分析機
器の整備を支援するとともに、民間における
監査体制が確立できるよう情報提供等を実
施。
◎生産情報公表ＪＡＳ規格について、豚肉の
規格について2004年６月に制定し、現在、農
産物の規格の制定に向けて検討中。

(２)②イ)

輸入食品への対応

農林水産省

2005年度まで

◎国内におけるトレーサビリティシステムの
普及活動と併せ、日本発の安全な食品流通
の仕組みが海外においても導入され輸入食
品へも普及するよう、ガイドラインの作成等
により情報提供を実施。

(２)③ア)

生鮮食品流通におけるEDIシステムの普及

農林水産省

2005年度まで

◎ＥＤＩシステム導入実証事例を評価・分析
するとともに、普及定着を図るため官民一体
となり各地において研修等を実施中。
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(２)③イ)

生鮮食品流通における無線IＣタグを活用した物流管 農林水産省
理システムの開発
関係府省

2006年度まで

（農林水産省）
◎検品、分荷等の物流業務において無線ＩＣ
タグを活用した新しい効率的管理手法を確
立するためのシステムを開発中。

(２)④ア)

農林漁業経営に役立つデジタルコンテンツやIT利活 農林水産省
用システムの整備

2004年度まで

◎地域情報化の拠点となる施設や温室等の
遠隔環境制御・監視システム等の整備を行
う事業、農作物の最適な生産条件を解析す
るシステムや簡便かつ正確に作業内容を記
録できるシステムの開発、地域農業改良普
及センターにおける経営に役立つ情報のデ
ジタルコンテンツ化の推進等を行う事業を実
施中。

(２)④イ)

農業者等のIT活用能力の向上

2004年度まで

◎2004年度中に農業ＩＴ指導人材約3,000人
を養成予定（実績は2005年6月にとりまとめ
予定）。
◎2004年度中に農業者約8,000人に対しＩＴ
講習会を実施見込み（実績は2005年8月にと
りまとめ予定）。

農林水産省

３．生活
重点計画該当
施策名
担当省庁
部分
(２)①ア)a
緊急事案への対応を迅速化するためのシステムの推 警察庁
進

スケジュール

進捗状況

2005年度まで

◎2004年９月末現在において7都道府県で
現場急行支援システム(FAST)を運用中。

(２)①ア)b

健康サービス産業の活性化

経済産業省

2004年度以降

◎「健康サービス産業創出支援事業」を実
施。コンソーシアム基盤整備事業（人材育
成、システム開発、健診データ等の蓄積・分
析等を実施し、効果的かつ多様なサービス
を提供する事業）として１２件、事業化基本
計画策定事業（事業の実現性を高めるため
の調査等を実施する事業）として１６件を採
択し、初期段階での支援を実施中。

(２)①ア)c

住宅等への情報通信システムの導入の推進

国土交通省

2004年度中

◎高齢者対策等住宅における高度な安全
性・利便性を実現するための先導的な情報
システム導入実験の具体的内容を計画中。

(２)①ア)d

ケーブルテレビの利用高度化

総務省

2004年度以降

◎業界団体を通じた調査研究により、ケーブ
ルテレビの利活用についての諸課題及び公
共的アプリケーションの提供について検討
中。

(２)②ア)a

情報家電に係る主要技術の共有化・標準化

総務省
経済産業省

2005年度まで

（総務省）
◎デジタル情報家電のネットワーク化に関す
る調査研究会を２００４年２月に設置し、情報
家電をネットワーク化するための課題と推進
方策について検討を行い、同年８月に報告
書を取りまとめた。
（経済産業省）
◎各種情報機器の相互接続・運用性を確保
するための基盤技術の共通化・標準化に向
けた技術開発を2003年度から実施中であ
り、2005年度までに主要技術９項目（認証方
式、セキュリティ等）の共通化、標準化を図
る。２００３年度は主要技術の課題抽出や解
決に向けた調査研究を実施し、報告書として
とりまとめた。２００４年度は昨年度の成果を
踏まえ２００７年までに共通化・標準化すべき
残り１９項目について、課題解決に向けた
ロードマップを検討中。

(２)②ア)b

情報家電の普及のための実証実験

経済産業省

2005年まで

◎地域住民のニーズに基づき、情報家電有
効性の実証実験に着手するとともに、ニーズ
の把握方法、システムへの反映方法、有効
性の向上を図る情報家電導入マニュアルを
検討中。

(２)②イ）

電気、ガス、水道等のメーターのコストダウン化に係
る規制緩和

経済産業省

2005年度まで

◎電気計器のコストに関する実態把握を行
うため、関係団体等へ調査依頼を行うなど、
適正な計量の実施の確保を前提としたコスト
負担や規制のあり方について検討を進めて
いるところ。
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４．中小企業金融
重点計画該当
施策名
部分
(２)①ア)
電子的手段による債権譲渡の推進

担当省庁

スケジュール

進捗状況

法務省
経済産業省
関係府省

2005年まで

（法務省）
◎電子的な手段による債権譲渡を推進する
ための施策について，2004年中に結論を得
るべく新たな法律の制定も視野に入れて検
討しているところ。
（経済産業省）
◎「産業構造審議会産業金融部会中間報告
−金融サービスの高度化とリスクマネーの
供給拡大に向けて−」（2004年6月25日）に
おいて、電子的手段による債権譲渡につい
て法的安定性を高める「電子債権法（仮称）」
について提言。
◎掛取引や債権の電子化に取り組んでいる
企業や実務家、有識者をメンバーとした「金
融システム化研究会」や金融事業に積極的
に取り組む事業会社を主なメンバーとした
「ファイナンス事業懇談会」において電子債
権法制に対する議論を行い、ファイナンス事
業懇談会の下に電子債権を用いたビジネス
モデルを民間事業者と共に検討するワーキ
ング・グループを設置するとともに、関係省
庁間における検討を深化するための「電子
債権に関する実務検討会」を実施することを
通じて、電子債権法制に対する実務界の
ニーズや課題の把握を進めているところ。

(２)①イ)

電子債権市場活性化のためのモデル事業

経済産業省

2004年度

◎電子上で債権の譲渡等を行う「電子手形
サービス」について、沖縄県内の金融機関
が実証実験を実施することから、それをモデ
ルとした調査事業を行う手続きを進めている
ところ。

(２)②ア)

信用保証の利用に係る事務手続のオンライン化

経済産業省

2005年まで

◎2004年9月から、信用保証協会、金融機
関等の参加を得て、2つのワーキンググルー
プ（WG）を開催している。ガイドライン策定
WGでは、信用保証事務手続のオンライン化
に係る業務フローやルール等に関する取り
決めについて、仕様策定WGでは、実装シス
テム開発を想定したシステム仕様について、
検討を行なっている。

(２)③ア)

エスクローサービス提供事業者の拡大

金融庁
法務省
経済産業省
関係府省

2004年度

（金融庁）
◎引き続きエスクローサービスについて、関
係府省から照会があった場合は所管法令に
基づき必要な検討を行うなど、関係府省と連
携して検討を進めているところ。
（法務省）
◎エスクローサービスの障害になっていると
の意見もある出資法第2条について，経済取
引に関する準則の整備を所管する他の省庁
から協議等の要請があった場合には，適宜
対応する。
（経済産業省）
◎エスクローの市場規模・実態や、エスク
ロー拡大に向けた課題抽出のための調査を
開始したところ。

(２)③イ)

搬送状況トレースの活用

経済産業省

2004年度

◎基盤となる商品トレーサビリティの環境整
備に向け、企業間情報共有基盤整備事業に
おいて商品トレーサビリティのための商品情
報の共有化等について検討作業中。

５．知
重点計画該当
施策名
部分
(２)①ア）
大学等のe-Learningの推進

文部科学省

2005年度まで

◎2003年度現在、調査で回答のあった
16.5%(2001年度の約1.6倍)の学部・研究科に
おいてインターネット授業を実施。
◎文部科学省としては、平成16年度より、現
代的教育ニーズ取組支援プログラムを創設
し、その取組の一環として各大学におけるeLearningの取組を支援することとした（平成
16年度は15件を採択）。

(２)①イ）

文部科学省

2004年度中

◎構造改革特区における大学設置基準等
の特例措置として校地校舎に係る部分を緩
和。

インターネット大学・大学院の設置基準の改正

担当省庁
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スケジュール

進捗状況

(２)①ウ）

大学の公開講座の全国配信

文部科学省

2004年度まで

◎衛星通信を活用して大学の公開講座を全
国の公民館等に配信する総合的システムに
ついて、講義配信の手法、ボランティア等の
人材活用、著作権処理等の具体的課題につ
いて、学識経験者等からなる調査研究会に
おいて検討中。

(２)①エ）

技術者の継続的能力開発・再教育

文部科学省

2006年度まで

◎独立行政法人科学技術振興機構におい
て、インターネットを利用した自習教材544
テーマを「Webラーニングプラザ」として公開
中。(http://weblearningplaza.jst.go.jp/)

(２)①オ）

教育情報衛星通信ネットワークの全国展開

文部科学省

2005年度まで

◎2004年9月現在、受信可能施設は、2,224
施設。引き続き、全国で受信できる体制を整
備中。

(２)②ア）

コンテンツ制作者等の養成

文部科学省

2004年度以降引き
続き

◎メディア芸術等の分野において、新進芸
術家の海外留学や国内研修を行うとともに、
海外の優秀な新進芸術家を招へい、交流を
通じ、相互の技術の向上を図った。
◎また、日本映像職能連合が事務局となり，
文化庁支援事業として，映画関係の学校等
の学生を対象に，映画製作の各過程を担う
専門性の高い人材の育成を行う「映画スタッ
フ育成事業」を開始。

(２)②イ)a

映画・アニメ等のコンテンツ制作等への支援

文部科学省

2004年度以降引き
続き

◎平成16年度より自律的な創造サイクルを
確立するため、「『日本映画・映像』振興プラ
ンを推進しており、我が国の映画・映像水準
の向上や新人監督等の育成、地域の活性
化などを目的とした製作の支援対象を選定
するとともに，製作環境の高度化に向けて、
関係団体に対し調査研究を依頼した。更に
は、１０月に開催された東京国際映画祭オー
プニング時に「文化庁映画賞」を表彰。
◎また，映像等のコンテンツの創作に必要な
資金を一般投資家を含め幅広い分野から調
達するため、創作しようとするコンテンツに対
する評価手法の確立など著作物の流通促
進を目的とした調査研究を行い、来年3月を
目途に研究成果をとりまとめ、公表予定。

(２)②イ)b

地域の特色ある文化等に関するデジタルコンテンツ
の制作・流通等の促進

総務省

2004年度中

◎業界団体を通じた調査研究により、ケーブ
ルテレビの地域に密着した自主放送番組（コ
ミュニティチャンネル）等地域コンテンツの制
作、流通に対する方策について検討中。
◎「地域メディアコンテンツ研究会」にて2003
年8月に取りまとめられた報告書を基に、地
域における魅力的なコンテンツ制作を支援
するため、所管法人が創設した地域におけ
る優れたコンテンツを表彰する賞をはじめと
した、優れた業績を残した人材を顕彰する取
組を幅広く支援。

(２)②イ)c

地域における新たなコンテンツ創出の促進等

経済産業省

2004年度以降

◎多様な産業群、地域間の連携を通じて、
地域コンテンツの開発・活用促進につながる
先導的モデルの発掘・検証を行う予定。

(２)③ア)a

自由利用マークの普及・意思表示システムの整備

文部科学省

2004年度以降引き
続き

◎昨年２月に策定した「自由利用マーク」の
普及・利用拡大のため、国・地方公共団体、
教育機関等へパンフレットの送付や各種著
作権関係研修会等での説明等、積極的な広
報活動や情報提供を充実。

14

(２)③ア)b)ⅰ

著作権等のクリアランスの仕組みの開発・実証

総務省

2004年度中

◎2002年度から、放送事業者、番組制作事
業者、権利者団体等が参加する「放送コンテ
ンツのネットワーク流通に向けた権利クリア
ランスに関する研究会」との連携により、汎
用的なメタデータ体系の策定、メタデータを
活用した権利処理業務を円滑化する権利ク
リアランスシステムの開発・実証等を推進
中。それを用いたシステムの実証を実施。ま
た、実験の推進を通じ、関係者における著作
権等権利処理ルール確立に向けた取組や
権利情報等データベースの構築に向けた取
組を側面的に支援。2004年度は、2004年6
月に策定・公表した汎用メタデータ体系の更
なる精緻化とそれを用いた権利処理システ
ムの実用化に向けた有効性の検証を実施
中。

(２)③ア)b)ⅱ

過去に放送された放送番組の二次利用にかかる契
約の促進

文部科学省

2004年度中

◎放送局、番組製作者、権利者などからな
る「過去の放送番組の二次利用の促進に関
する検討会」の検討結果を６月にまとめた。
１０月以降、関係者間協議の場を提供し、議
論の促進を図っている。

(２)③ア)b)ⅲ

文書による著作権契約を促進するための「標準著作 文部科学省
権契約書作成システム」の構築

2004年度中

◎弁護士、学識経験者、企業の法務担当者
等からなる「標準著作権契約書式に関する
研究会」を本年５月から開催。主に著作物の
利用許諾契約の場合を想定して、権利者、
利用者双方をシステムの利用者とし、諸条
件を設定することにより作成可能な著作権
契約書式について研究するとともに、イン
ターネットを通じて提供できるシステムを開
発し、来年3月を目途に公表予定。

(２)③ア)c

多彩なコンテンツ流通基盤の整備

総務省

2007年度まで

◎「ユビキタスネット社会の実現に向けた政
策懇談会 IT産業ＷＧ」における議論等を通
じて、ユビキタス時代の多彩なコンテンツ流
通形態や利活用形態を可能とするコンテン
ツ流通の仕組みの構築に向け検討中。

(２)③ア)d)ⅰ

コンテンツの生体への影響に関する調査・研究

経済産業省
総務省

2005年度まで

（経済産業省）
◎産業技術総合研究所において、「映像の
生体安全性評価法の標準化」に関する研究
を行っているところ。
（総務省）
◎映像コンテンツの光刺激等が生体へ与え
る影響に関して、定量的に解析・評価する技
術、ヒューマン・インターフェースを考慮した
安全な映像を表示する技術等の調査・研究
を実施し、また、映像コンテンツが生体に与
える影響に関する国内外の研究成果、今後
の映像表現技術の普及に伴う検討課題、生
体に与える影響を未然に防ぐために必要な
研究開発に関して報告書をとりまとめた。
（参照：http://www.soumu.go.jp/snews/2004/040318_1.html）
この調査研究結果を踏まえ、映像が生体に
与える悪影響を防止する技術に関する研究
開発を実施中。

(２)③ア)d)ⅱ

ブロードバンド・コンテンツ流通技術の開発・実証

総務省
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2004年度中

◎2002年度から、放送事業者、通信事業
者、メーカ等が参加する「高度コンテンツ流
通実験推進協議会」との連携により、メタ
データを活用したコンテンツの多様な視聴や
高度な権利保護を実現する技術、コンテンツ
等の高品質配信を実現する技術、コンテンツ
の多様な視聴をメタデータにより実現する技
術等の開発・実証を推進中。2004年度は、メ
タデータを活用したコンテンツサービスに係
る方式及びブロードバンド・コンテンツ配信に
係る方式等に係る技術について開発・実証
を実施中。併せて、TV-Anytime Forum等の
国際標準化団体に対する提案等、実験参加
企業等による成果の国内外への展開を促
進。

(２)③ア)d)ⅲ

デジタルコンテンツの複製防止技術等の確立のため 経済産業省
の環境整備

2004年度中

◎不正利用防止技術、特に電子透かし技術
に関する調査研究を実施中。事業において
電子透かし技術の評価に関するガイドライン
を策定する予定。

(２)③イ)a)ⅰ

ブロードバンドコンテンツ流通に係る新たな事業モデ 経済産業省
ルの構築支援

2005年度まで

◎ブロードバンドコンテンツ流通にかかる新
たな事業モデルが民間の事業者によって立
ち上がりつつある。この動向を調査すると共
に、必要に応じて民間の取り組みの支援を
検討する。

(２)③イ)a)ⅱ

コンテンツフリーマートの形成促進

2005年度まで

◎「情報通信ソフト懇談会『新しいコンテンツ
政策を考える研究会』」報告書を基に、著作
権管理等を適切に行いつつ、個人が自由に
利用、加工し流通させることができるコンテ
ンツを増大させるための方策について検討
中。

(２)③イ)a)ⅲ

デジタル技術を活用したコンテンツの権利者と劇場等 経済産業省
上映施設との間の仲介システムの実用化及びデジタ 文部科学省
ルシネマの推進

2005年度まで

◎映画配給者(コンテンツホルダー)と上映事
業者間の仲介システムを活用した上映会を
実施中。今後は、有識者による検討会を開
催し、仲介システムの実用化に向けての検
討を行う。
２００４年６月、産学官の有識者が参加する
「デジタルシネマ推進フォーラム」を設置した
ところ。同フォーラムにおいて、欧米や中国
等の取組状況も参考にしながら、デジタルシ
ネマの普及拡大策に関する総合的な検討を
行っている。

(２)③イ)a)ⅳ

「日本映画情報システム」の開発・整備

文部科学省

2004年度中

◎日本映画における適切なシステムの開
発・運用を考慮しつつ、他の機関への委託を
含め検討を行っている。
◎幅広い関係者により「日本映画情報シス
テム」の望ましい在り方に関する検討を行う
など、システム開発・運用のための準備を
行っている。

(２)③イ)b)ⅰ

学校における著作権教育の支援

文部科学省

2004年度中

◎「情報化」の急速な進展に対応し、著作権
に関する知識や意識を高めるための総合的
な教育事業を実施中。
①教員向け指導書を作成(2003年3月完了）
し、ホームページにて提供
（http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/）
②楽しみながら学べる学習ソフト（高校生向
け）の作成。小学生向け及び中学生向けは
ホームページにて提供
（http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/）
③中学生向けマンガの作成・配布
④著作権研究指定校における著作権教育
の具体的手法の研究開発

(２)③イ)b)ⅱ

国民一般のための著作権に関する知識・意識の普及 文部科学省

2004年度中

◎「情報化」の急速な進展に対応し、広く多く
の国民を対象として、著作権に関する知識
や意識を高めるための総合的な教育事業を
実施中。
①「著作権なんでも質問教室（仮称）」の構築
（２００４年度完成予定）
②著作権講習会（一般、都道府県事務担当
者、図書館職員など）を開催

(２)③イ)c)ⅰ

コンテンツ産業の海外展開

経済産業省

2006年度まで

◎本年１０月、東京国際映画祭に併設して、
コンテンツ国際取引マーケットを設置。国内
外から数多くのセラーが参加し、映像コンテ
ンツを中心に国際取引が行われる予定。
◎カンヌ国際映画祭、ＭＩＰ等世界の主要コ
ンテンツマーケットへの出展支援を実施。今
後は、ＡＦＭ(11月）、MIDEM（１月）等への出
展支援を予定している。

(２)③イ)c)ⅱ

放送番組の海外展開

総務省

2004年度以降

◎放送番組の国際流通状況の現状や課題
についての検討を行い、関係者への情報提
供を行うことを検討中。

(２)③イ)c)ⅲ

アジア地域におけるデジタルコンテンツ国際間電子取 総務省
引基盤の実用化

2004年度

◎日本とシンガポール、中国との間で、デジ
タルコンテンツの国際間電子商取引プラット
フォーム実証実験、多言語環境で有効な機
械翻訳共通インフラ構築技術についての実
証実験を実施中。

総務省
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(２)③イ)c)ⅳ

アジア地域における著作権に関する知識・意識の普 文部科学省
及

2004年度以降引き
続き

◎アジア地域の一般国民を対象に、著作権
の保護意識を高めるため、インターネット上
の著作物の保護等にも言及した著作権教材
を開発し、配布。

(２)③イ)c)ⅴ

海賊版対策に向けた国際機関の積極活用

2004年度

（文部科学省）
◎WIPO、APEC等の会議に出席し、インター
ネット上の著作物の保護を含む海賊版対策
の重要性について発言を行うなど、多国間
の枠組みを積極的に活用。

文部科学省
外務省

（外務省）
◎2004年6月にWIPOｴﾝﾌｫｰｽﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ会合
に参加
(２)③イ)c)ⅵ

日中等著作権関係協議

文部科学省

2004年度

◎日中、 日韓で、インターネット上の著作
物の保護のための制度整備などを含む著作
権関連事項について協議を実施。日中間に
ついては、文化庁と中国国家版権局との間
で第2回定期協議を2004年5月に北京で開
催。日韓間については、2004年6月に東京で
開催された第11回日韓文化交流局長級協
議において、著作権問題の協議を実施。

(２)③イ)c)ⅶ

アジア地域著作権制度普及促進事業

文部科学省

2004年度

◎2004年度は以下の事業を実施し、アジア
地域におけるデジタル化・ネットワーク化に
対応した著作権制度の構築等を支援してい
るところ。
・著作権及び著作隣接権の保護に関するナ
ショナル・セミナー（スリランカ）
・著作権及び著作隣接権の集中管理に関す
る専門家派遣（スリランカ）
・デジタル環境下における著作権及び著作
隣接権の保護に関するリジョナル・シンポジ
ウム（インド）

(２)③イ)c)ⅷ

ＷＩＰＯにおける著作権についての国際的なルールの 文部科学省
構築
総務省
外務省

2004年度以降引き
続き

◎2004年6月に開催されたＷＩＰＯ著作権等
常設委員会及び2004年10月に開催されたＷ
ＩＰＯ総会における「放送機関の保護に関す
る条約（仮称）」及び「視聴覚的実演に関する
条約（仮称）」の作成に関する議論に、文化
審議会著作権分科会国際小委員会におけ
る議論等も踏まえて積極的に参画。
◎また、2004年11月のWIPO著作権等常設
委員会における視聴覚実演や放送機関に
関する新条約の早期採択に向けて、積極的
に議論に参画する。

(２)③イ)c)ⅸ

海外での著作権執行推進の支援

文部科学省

2004年度

◎海賊版被害の実態調査を踏まえ、イン
ターネット上の海賊版の流通の抑止を含め
て、権利者が侵害発生国で実際に海賊版の
流通に対抗措置をとる際の即戦力となるハ
ンドブックを作成。
◎2002年12月の官民合同の訪中ミッション
に引き続き、2004年5月に2回目の訪中ミッ
ションに参加。

(２)③イ)c)ⅹ

日本映画・映像の海外発信支援

文部科学省

2004年度以降引き
続き

◎平成16年度も引き続き、海外映画祭にお
いて優れた日本映画を世界に向けて紹介す
るため、外国語字幕の制作や製作者の渡航
費等に係る経費の負担を通じて出品等を支
援する。
また、１０月に開催した東京国際映画祭に
対する支援を行うとともに、「文化庁映画週
間」等の文化庁による主催事業を行った。
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(２)④ア)a

デジタルアーカイブ化の推進

内閣府
総務省
文部科学省
経済産業省
関係府省

2005年度まで

（内閣府）
◎インターネットで公開中である目録データ
ベースシステムの目録検索機能を改善する
とともに、歴史公文書等本体のデジタル画像
が閲覧できるデジタルアーカイブ・システム
を構築中である。 また、歴史公文書等のう
ち重要文化財等の一部資料については、高
精細デジタル画像としてインターネットで公
開中である。
◎アジア歴史資料については現在までに約
５３万件、７４０万画像をデジタル化し公開し
ている。平成１８年度システム改訂に向け事
前調査を開始。
（総務省）
◎博物館・美術館等においてデジタル保存
されたコンテンツについて、2003年度は静止
画に係るメタデータを用いた検索・利用制御
機能を実証し、2004年度は動画も含めた検
索・利用制御機能、更に利活用の進展に資
する技術に関する実証実験を実施予定。ま
た、ウェブ情報のアーカイブ化及びその利活
用を促進するための技術・仕組みの構築・実
証実験を実施予定。
（文部科学省）
◎平成16年度も引き続き、歌舞伎の成り立
ち等を解説したコンテンツ等伝統芸能に関す
る学習資源をインターネットで提供し、その
充実に努め、伝統芸能や現代舞台芸術のデ
ジタルアーカイブ化を通じた教育用コンテン
ツの作成を進めた。
◎また，国立博物館が収蔵している我が国
を代表する重要文化財などについて、計画
的にデジタル化し保存活用を図る。
（経済産業省）
◎地域ブランドを活かしたデジタルコンテン
ツを制作・開発してその利用価値を進めるこ
とにより、地域における新たなビジネスモデ
ルを創出する事業に対する支援を検討中。

(２)④ア)b

文化遺産オンライン構想の推進

文部科学省
総務省

2006年度まで

（文部科学省）
◎2003年4月、文化庁は総務省と相互に連
携しつつ、国や地方の有形・無形の文化遺
産に関する情報を積極的に公開すること等
を目的とする「文化遺産オンライン構想」を発
表した。また、本構想を実現するため、有識
者により構成される「文化遺産情報化推進
戦略会議」において、2003年8月に中間まと
めをとりまとめ、2004年４月に「文化遺産オン
ライン（試行版）の公開に向けて-今後推進
すべき事項と当面進める施策-」を発表する
と同時に、文化遺産オンライン（試行版）の
一般公開を開始した。現在、その運用状況
等を把握分析しつつ、英語による試行版を
検討中。
（総務省）
◎博物館・美術館等においてデジタル保存
されたコンテンツについて、2003年度は静止
画に係るメタデータを用いた検索・利用制御
機能を実証し、2004年度は動画も含めた検
索・利用制御機能、更に利活用の進展に資
する技術に関する実証実験を実施予定。

(２)④イ)a

映像表示・伝送技術の確立のための技術開発

総務省
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2005年度まで

◎高品質の映像を円滑に流通させるため、
実物の色、質感・立体感・光沢を忠実に再現
するナチュラルビジョンに関する技術につい
て、静止画段階での基礎的な技術開発、総
合実証実験を経て、動画段階での基礎的な
技術の研究開発を実施するとともに、現在、
静止画と動画のナチュラルビジョンを統合化
したシステム技術の研究開発に着手してい
る。
これまで病理診断や皮膚病の診断に有用な
技術を開発しているほか、各種文化遺産の
デジタル・アーカイブ化の実験を行っている。

(２)④イ)b

安全・円滑な流通のための技術開発

総務省

2004年度も引き続き ◎博物館・美術館等においてデジタル保存
されたコンテンツについて、2003年度は静止
画に係るメタデータを用いた検索・利用制御
機能を実証し、2004年度は動画も含めた検
索・利用制御機能、更に利活用の進展に資
する技術に関する実証実験を実施中。また、
ウェブ情報のアーカイブ化及びその利活用
を促進するための技術・仕組みの構築・実証
実験を実施予定。

６．就労・労働
重点計画該当
施策名
担当省庁
部分
(２)①ア)
官民連携した雇用情報システム(しごと情報ネット)の 厚生労働省
充実

進捗状況

2004年度中

◎７月２０日に職業能力開発情報とのリン
ケージを完了。
◎障害者求職情報提供サービス（仮称）の
年度内開始に向け、システム開発中。

2005年度

◎労働移動に中立的な退職金税制の在り方
等については引き続き検討をしているとこ
ろ。
◎確定給付型の企業年金制度のポータビリ
ティについては、平成１７年１０月に
①厚生年金基金・確定給付企業年金間の相
互の移動及び確定拠出年金への移動
②確定給付企業年金の中途脱退時及び制
度終了時の年金化
を実施することとしており、施行に向けて準
備中。

(２)①イ)

長期雇用を優遇する制度の見直し

(２)①ウ)

官民間での人材交流の円滑な推進に向けた諸方策 内閣官房
の検討
人事院
総務省
全府省

2005年度末まで

（内閣官房）
◎現在、内閣官房行政改革推進事務局にお
いて、民間企業から国への交流採用職員に
交流元企業との身分併有を認めること等を
内容とする官民人事交流法の改正の準備を
進めているところ。

(２)①エ)

女性のチャレンジ支援のためのネットワーク環境の整 内閣府
備
関係府省

2004年度から

（内閣府）
◎「チャレンジ・サイト」の幅広い周知を図る
とともに、同サイトの拡充に向け検討中。
◎「地域におけるチャレンジ・ネットワーク環
境整備推進事業」において、「地域版チャレ
ンジ・サイト」の立ち上げを予定。

(２)②ア)

企業によるテレワーク導入支援

総務省
厚生労働省
国土交通省
経済産業省
企業・事業拡大等に関する情報等を効率的に入手で 総務省
きる仕組みの構築

2005年度早期

◎関係各省でテレワーク導入ガイドブック作
成の前提として、検討を開始したところ

(２)③イ)

起業・事業拡大時に必要な手続が簡易にできる仕組 内閣官房
みの構築
財務省
法務省
厚生労働省
経済産業省
関係府省

2005年度より

（内閣官房）
◎行政手続きのポータルサイト（e-Gov.）等
との連携について、内部で検討中
（経済産業省）
◎起業時に必要な手続のワンストップポータ
ルサイト「創業ナビ（http://www.sogyonavi.jp）」を構築し、2003年11月17日より、会
社設立の手続案内、申請書の作成支援及
び申請書様式のダウンロードまでの機能に
ついて運用を開始。2004年９月現在会員数
1,188名。アクセス数月平均２万ページ
ビュー。

(２)③ウ)a)

ITベンチャー企業への資金助成

総務省

2004年度中

◎2004年度、３５件の助成金交付を決定。

(２)③ウ)b)

中小ITベンチャー企業の事業化支援

経済産業省

2007年度まで

◎2003年度は６件の技術開発及び事業化
支援を実施し、その中から2004年９月まで
に、１億円の超える売上を挙げた案件が１件
出てきたところ。2004年度も10件を採択し、
支援を実施中。

(２)③ア)

厚生労働省

スケジュール
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2004 年 度 中可 能な ◎起業家経営塾、ビジネスプラン発表会、ＩＴ
限り早期
ベンチャー知的財産戦略セミナー等、各種イ
ベントを15回（47日間）開催した。今後も順次
開催予定。また、交流を希望する会員間の
マッチングを自動化するシステムの運用を開
始した。

(２)③ウ)c)

戦略的なIT利用のための投資促進

経済産業省
関係府省

2005年度まで

（経済産業省）
◎2004年6月8日に「ＩＴ経営応援隊」を設置。
ＩＴ投資の先進的事例については平成16年7
月現在、約4,900件を創出。

(２)③ウ)d)

市民活動活性化モデル事業(市民ベンチャー事業)

経済産業省

2004年度

◎事業化支援事業として９件、事業化基本
計画策定調査事業として７件を採択し、事業
の立ち上げ、企業化に向けた支援を実施。

７．行政サービス
重点計画該当
施策名
部分
（２）①ア）
行政ポータルサイトの整備

担当省庁

スケジュール

進捗状況

総務省
全府省

2005年度末まで

◎CIO連絡会議において、2004年3月31日、
「行政ポータルサイトの整備方針」を決定済
み。
◎CIO連絡会議幹事会において、2004年7月
29日、「行政情報の電子的提供業務及び電
子申請等受付業務の業務・システム見直し
方針」を決定済み。
◎CIO連絡会議において、2004年11月12
日、「行政情報の電子的提供に関する基本
的考え方（指針）」（2001年3月29日行政情報
化推進各省庁連絡会議了承。2002年7月30
日改定。）改定済み。
◎各府省において、ホームページにおける
情報提供の充実を図るなどの取り組みを実
施。

総務省
関係府省

2005年度末までの
できる限り早期（整
備に向けた最適化
計画の策定）

◎統計調査等業務に係る現状把握、課題整
理等を行っており、政府統計の利用環境の
整備についても、統計情報のデータベース
化、政府及び地方公共団体間の情報の共
有化、統計分析の支援環境の整備等につい
て検討中。今年度中に、最適化に係る業務・
システムの見直し方針を策定。

（２）①イ）

政府統計の利用環境の整備

（２）①ウ）

地上デジタル放送及びケーブルテレビの利活用に関 総務省
する研究

2006年まで

◎地上デジタル放送を活用した行政サービ
ス提供に関する実証実験を2004年2月1日か
ら3月14日までの43日間岐阜県岐阜市にお
いて実施。同年4月23日に「地上デジタル放
送を活用した行政サービス提供に関する実
証実験推進協議会」において、実証実験の
結果について評価・分析等を行い報告書を
取りまとめた。
◎地上デジタルテレビを活用した申請・届出
等の個人認証を必要とする行政サービスの
提供について、2004年度中に岐阜県岐阜市
等において実証実験を実施予定。
◎業界団体を通じた調査研究により、先進
的なケーブルテレビ事業者の事例収集につ
いての調査により、ケーブルテレビネット
ワークを利用した行政サービスの提供につ
いて検討中。

（２）②ア）

政府調達の電子化

総務省
国土交通省
全府省

2004年度まで

【公共事業】
◎国土交通省における公共事業支援統合
情報システムの構築に関する取り組みにつ
いては、2004年度より、直轄事業で成果物を
電子データで納品する電子納品を本格的に
実施。
【非公共事業】
◎インターネット技術を活用した電子入札・
開札を全府省において2003年度中に導入
済。
◎一連の政府調達手続のうち唯一紙ベース
でのみ行われている契約に係る手続の電子
化を図るため、2005年度より電子契約システ
ムの構築のためのシステム設計を行う予
定。
◎国土交通省においては、電子による入札
参加者の拡大を目的に、応札者向け説明会
（全国４カ所、1200名参加）を実施済み。

（２）②イ）

情報システムに係る政府調達の改善

総務省
経済産業省
財務省
全府省

2004年度以降も引
き続き

◎「情報システムに係る政府調達制度の見
直しについて（2002年3月29日策定、2004年
3月30日改定 情報システムに係る政府調
達府省連絡会議了承）に基づき、総合評価
落札方式における加算方式による評価、低
入札価格調査制度の活用の促進、競争入
札参加資格の柔軟な運用等について、各府
省において可能な調達案件から逐次実施
中。
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Ⅱ．〔１−３〕 インフラ
重点計画該当
施策名
部分
(２)①ア
ネットワークインフラ整備の在り方に関する検討

担当省庁
総務省

スケジュール

進捗状況

2004年度中

◎2004年2月より、電気通信事業者、情報通
信機器メーカー、学識経験者等の参加を得
て、「次世代IPインフラ研究会」を開催し、イ
ンターネットのバックボーンの現状、課題、強
化に向けた取り組み等について検討を行っ
ているところ。
◎2004年6月に第一次報告書を取りまとめ。

(２)①イ

民間事業者による高速・超高速ネットワークインフラ 総務省
整備支援

2004年度

◎電気通信基盤充実臨時措置法に基づき、
光ファイバ網、ＣＡＴＶ等の普及に向け、民間
事業者等に対し、超低利融資、無利子・低利
融資、債務保証の支援策を実施中。

(２)①ウ

地域公共ネットワークの整備推進及び全国的な接続 総務省

2005年度まで

◎2003年12月より「地域における情報化の
推進に関する検討会」を開催しており、2005
年3月に最終報告を取りまとめる予定。
◎2004年7月に地域公共ネットワーク整備計
画の取りまとめを行い、2004年7月1日現在
で2008団体（63.4％、都道府県・特別区を含
む）が整備済みという状況。

(２)①エ

公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間の整 国土交通省
備、開放
農林水産省
警察庁
総務省
経済産業省

2005年度まで

（国土交通省）
◎2003年度末までに河川、道路、港湾等の
公共施設管理用光ﾌｧｲﾊﾞ収容空間等につい
て約3万5千kmを整備しており、引き続き整
備及び開放を推進。また2005年度について
も予算要求中。
（国土交通省、警察庁、総務省、経済産業
省）
◎無電柱化については、市街地の幹線道路
における無電柱化率が7％（2002年度末）か
ら9％（2003年度末）にまで向上。2004年度を
初年度とする「無電柱化推進計画」に基づ
き、歴史的街並みを保存すべき地区等にお
いて面的に無電柱化を推進。
（農林水産省）
◎ホームページにおいて、農業水利施設管
理用光ファイバーの民間事業者への開放内
容と農業水利施設管理以外の目的での使
用に係る具体的な契約等の手続を公開中。

(２)①オ)a

IPv6移行の推進

総務省

2004年度

◎昨年度に引き続き、インターネット基盤全
体のIPv6への円滑な移行のための実証実
験を実施中。

(２)①オ)b

情報家電のIPv6化に関する総合的な研究開発

総務省

2005年度まで

◎2004年度は、「ＩＰｖ６技術を活用したセキュ
アなモバイルコミュニケーション基盤技術の
開発及び実証」、「ユーザコネクティビティを
高めるＩＰｖ６情報家電サービス基盤技術の
研究開発」を含む10件の研究開発を実施
中。

(２)①カ)a

高速・超高速インターネットの地理的格差の是正

総務省
農林水産省

2004年度

（総務省）
◎民間事業者の光ファイバ網、DSL等の整
備に対して、電気通信基盤充実臨時措置法
に基づき都市地域等よりも手厚い金融措置
を実施中。
◎過疎地域等の公共団体がモデル事業とし
て地域公共ネットワークを活用し加入者系光
ファイバ網を整備する際に、総務省が所要
経費の一部を補助する｢地域情報交流基盤
整備モデル事業｣を引き続き実施。2004年度
は予算額8.34億円。6地域に交付決定済み。
◎各地方公共団体が地域公共ネットワーク
を整備する際に必要となる情報・基準等を策
定した「地域公共ネットワークに係る標準仕
様」を平成16年12月に改訂予定。
（農林水産省）
◎条件不利地域である農村地域において、
高速インターネットが利用可能なＣＡＴＶ施設
等の情報通信基盤の整備を14地区17市町
村にて実施中。

(２)①カ)b

移動通信用鉄塔施設の整備

総務省

2005年度まで

◎民間事業者の整備と並行して、補助事業
による整備を推進中。
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(２)①キ

放送のデジタル化の推進

総務省

22

2011年まで

◎三大広域圏では、2003年12月1日、関東・
中京・近畿の地上デジタル放送開始。関東
及び近畿では、既に第二段階の放送エリア
拡大を実施。中京では、2004年末までに定
格出力で放送を開始する予定。
◎2004年10月1日、茨城県、富山県で地上
デジタル放送開始。岐阜県では11月、神奈
川県、兵庫県では12月に放送を開始する予
定。
◎地上デジタル放送の普及推進に向けて
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普
及に向けて行政の果たすべき役割」につい
て2004年1月に情報通信審議会に諮問し、
同年7月に中間答申を受けた。
◎高度テレビジョン放送施設整備促進臨時
法による税制・金融上の支援措置を継続し
て実施。
◎地上デジタル放送開始のためのアナログ
周波数変更対策については、三大広域圏に
おいては、第二段階の地上デジタル放送エ
リアの拡大に必要な対策は終了。さらに全
国的に順次対策を開始しており、着実に実
施。
◎デジタル放送関係者の具体的取組を定め
た「デジタル放送推進のための行動計画(第
５次)」を策定(2004年12月予定)。
◎地上放送のデジタル化に関するリーフレッ
ト、ポスターの頒布、ＤＶＤによる周知活動等
を行い、国民への情報提供活動を継続して
実施。
◎電気通信基盤充実臨時措置法に基づき、
ケーブルテレビのデジタル化に向け、民間事
業者に対し、超低利融資、税制優遇措置、
無利子・低利融資、債務保証の支援策を継
続して実施。
◎ＢＳ放送やデジタル化に伴う諸課題（衛星
確保の在り方や周波数帯域の利用方法等）
について検討した「ＢＳ放送のデジタル化に
関する検討委員会」において報告書をとりま
とめた(2003年12月)。

Ⅱ．〔２〕 2006年以降に向けての布石
重点計画該当
施策名
部分
７．１）①
超高速無線LANの研究開発

総務省

2010年

◎ギガビットクラスの伝送速度の超高速無
線LANの実現のために必要な要素技術の研
究開発に着手。

７．１）②

フォトニックネットワーク 技術の研究開発

総務省

2010年

フォトニックネットワーク技術を実現するた
め、以下の研究開発を実施。
◎超高速フォトニックネットワークに係る幹線
系、アクセス系、ノード技術の研究開発を実
施中。
◎光パケット交換ノード技術に関し、光符号
ラベル認識処理技術を用いる光パケットス
イッチプロトタイプの高性能化やJGN2光テス
トベッドを活用して、世界初の光パルス波形
安定化方式の160Gbit/s伝送実験成功等、
ペタビット級フォトニックネットワーク基礎技
術の研究開発を実施中。

７．１）③

大規模ネットワークにおける高速化・高機能化技術の 総務省
研究開発

2008年

大規模ネットワークにおける高速化、高機能
化技術を実現するため、以下の研究開発を
実施。
◎テラビット級のトラフィックを安定かつ最適
な経路で制御・管理する技術や伝送品質・
速度の異なるIPやモバイル等の多様なシス
テムからの接続を迅速に処理する技術の研
究開発を実施中。
◎ネットワーク安定性計測システムを開発・
実装し、国内外のテストベッドに展開し、経
路安定性等の実網評価に着手。IETFに計測
等の方式を提案。
◎国際規模のギガビットクラス伝送を実現す
る技術に関し、国際的な電波天文(e-VLBI)
研究を実例に、高性能トランスポートの研究
開発を実施中。
◎分子素子の特性測定や通信波長帯での
量子ドットの光学特性測定等次世代情報通
信のための基礎技術の開発を実施中。
◎ナノ技術の優れた特性を活かすことで、伝
送技術、ノード技術等における飛躍的向上を
図るための研究開発を実施中。

７．１）④

次世代半導体デバイス技術の開発

2007年

次世代半導体デバイスに関する以下の研究
開発を実施。
◎次世代半導体デバイスを実現するための
半導体材料・プロセスの基盤技術やEUV露
光技術、装置技術、設計技術、実装技術の
開発等を推進中。また、半導体アプリケー
ションチップについて、実用化に必要な要素
技術等の開発を実施中。
◎半導体に関して温暖化ガス削減など環境
負荷の低減に資する要素技術の開発に成
功。
◎EUV発光材料として有望視されるキセノン
について、EUV波長発生の詳細な特定、固
体キセノン連続供給の見直し、プラズマの密
度制御によるEUV光の発生効率約１％の達
成が得られた。EUV光の発生効率３％を達
成したスズについては、EUV反射鏡の劣化
防止に必要な高速イオン発生過程を明らか
にした。

７．１）⑤

ネットワークロボットの実現に向けた情報通信技術の 総務省
研究開発

2008年

◎「ネットワーク・ロボット技術に関する調査
研究会」報告（2003年7月)を踏まえ、ユビキ
タスネットワーク技術とロボット技術が融合し
たネットワークロボットの実現に必要な要素
技術の研究開発を実施中。

担当省庁

経済産業省
文部科学省
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進捗状況

７．２）①

超高速コンピュータ網の形成に資する基盤ソフトウェ 文部科学省
アの開発

2007年

超高速コンピュータ網を形成するため、以下
の基盤ソフトウェアの開発を実施。
◎ゲノム創薬の実現のため、2003年度まで
扱ったゲノム、タンパク質、化合物相互作用
の各データベースに、さらに、疾患情報デー
タベースを加えた異分野データベースを単
一のデータベースのように扱えるシステムの
プロトタイプを実現。
◎世界最大級のグリッドソフトウェア開発用
テストベッドの稼動を開始した。またグリッド
環境上で、世界水準のナノ材料設計シミュ
レーションソフトの動作確認に成功。

７．２）②

次世代の情報家電等で必要とされる組込みソフトウェ 経済産業省
ア開発手法等の開発

2005年

◎2004年10月に組込みソフトウェア開発力
強化推進タスクフォースを、「ソフトウェアエン
ジニアリングセンター（SEC)」の中に創設し、
エンジニアリング領域とスキル標準領域の２
つの領域に関するソフトウェア開発手法を策
定中

７．２）③

産学連携によるソフトウェア開発力の抜本的強化

経済産業省

2006年

◎2004年10月に「ソフトウェアエンジニアリン
グセンター（ＳＥＣ）」を設立。その中でエンタ
プライズ系ソフトウェア開発力強化推進タス
クフォースを創設し、ベンダとユーザ間の開
発プロセスの共有化や見積り手法の開発等
について推進中。

７．３）①

ユビキタスネットワークの実用化に向けた研究開発

総務省

2007年

◎2003年度から、「超小型チップネットワー
キング技術」、「ユビキタスネットワーク認証・
エージェント技術」、「ユビキタスネットワーク
制御・管理技術」の各要素技術確立のため
の研究開発を実施中。

８．(１)

ユビキタス化に対応した世界最先端の無線ネ ット 総務省
ワーク等の整備

2010年頃まで

◎5GHz帯を使用する無線LANを含む無線ア
クセスシステムの技術的条件について、情
報通信審議会において検討しているところ。
（2004年11月答申予定）
◎第4世代移動通信システム実現のために
必要な要素技術の研究開発を推進中。

８．(２)

IPv6の導入等による情報家電のユビキタス利用の推 総務省
進

2007年度まで

◎デジタル情報家電のネットワーク化に関す
る調査研究会を2004年2月に設置し、情報家
電をネットワーク化するための課題と推進方
策について検討を行い、同年8月に報告書を
取りまとめた。
◎「ユビキタスネット社会の実現に向けた政
策懇談会 IT産業ＷＧ」における議論等を通
じて、ユビキタスネット社会での誰もが使い
やすいユーザーインターフェイス環境の実現
に向けた検討を推進中。

８．(３)

地上デジタル放送による新たなサービスの利活用の 総務省
推進
文部科学省
厚生労働省

2008年度まで

（総務省）
◎地上デジタル放送の今後の利活用の在り
方等について検討するため、「地上デジタル
放送の利活用の在り方及び普及に向けて行
政の果たすべき役割」について、2004年1月
に情報通信審議会に諮問し、同年7月に中
間答申を受けた。
◎本中間答申を踏まえ、これまでの検討で
明らかとされた地上デジタル放送の公共分
野への応用可能性等について、引き続き情
報通信審議会等において検討。
（文部科学省）
◎総務省の「地上デジタル放送の推進に関
する検討委員会」にオブザーバーとして参加
するなど、関係省庁と連携して、教育面にお
ける地上デジタル放送の有効活用について
検討を行った。
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Ⅲ．重点政策５分野
１．世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成
重点計画該当
施策名
部分
(１)①ア)a
高速道路の高架橋脚空間の活用

国土交通省

2005年度まで

◎高速道路の高架橋脚空間の活用につい
ては、高速道路への光ファイバの敷設及び
既設光ファイバの貸与などと一体として検討
しているところであり、道路関係四公団の民
営化に伴う具体的な資産承継の内容等につ
いての検討状況を踏まえつつ、2005年度ま
でに結論を得る。

(１)①ア)b

冬季・年度末の路上工事規制の緩和

国土交通省

2005年度まで

◎年度当初に想定し得ない路上工事につい
ては四半期毎に必要な調整を行うことで対
応中。また、冬季・年度末に限らず、掘削抑
制区間における電気通信事業者の光ファイ
バーケーブル敷設工事について、2004年度
においても、2003年度に引き続き緩和措置
を実施するよう各道路管理者あて通知。

(１)①ア)c

道路占用許可申請手続のワンストップ化

国土交通省

2004年度以降

◎直轄国道と地方公共団体が管理する道路
にまたがる手続や複数の地方公共団体が管
理する道路にまたがる手続について、2004
年度以降地方公共団体に対し、導入につい
て協力を要請予定。

(１)①ア)c

道路使用許可申請の電子化

警察庁

2004年度

◎都道府県警察に対して、道路使用許可申
請の電子化に係るシステム整備について再
要請済み（2004年10月）。

(１)①ア)c

河川占用許可申請の電子化

国土交通省

2004年度

◎平成15年度末までに、国土交通大臣管理
区間について河川占用許可の電子申請の
受け付けを開始するとともに、都道府県知事
管理区間について電子申請の実施方策の
提示等を行い地方公共団体に対し要請し
た。

(１)①ア)d

橋梁の新設・架替情報の公開

国土交通省

2004年度

◎直轄国道について、橋梁の新設・架け替
え情報をホームページで公開。

(１)①オ

家庭内の電力線の高速通信への活用

総務省

2004年度以降引き
続き

◎平成16年1月に無線設備規則等の規定を
改正して、漏洩電波低減技術に関する実験
を実施できるよう措置し、１１月１７日現在ま
でに４０件の実験設備に対して許可を行った
ところである。
この実験の結果が得られた後、実験結果
の公開、幅広い関係者が参加する検討など
を通じて、漏えい電波を大幅に低減するため
の技術の検証などを行い、電力線搬送通信
設備の使用周波数帯の拡大に伴う実用上
の問題がないことが確認された段階で技術
的条件の策定など活用方策の検討を行う。

(１)③

超高速インターネット衛星の研究開発

総務省
文部科学省

2010年を目途

◎超高速インターネット衛星の開発では、宇
宙航空研究開発機構が主として衛星本体、
情報通信研究機構がルータ等の衛星搭載
機器及び実験用地球局の一部をそれぞれ
担当。宇宙航空研究開発機構では、衛星シ
ステム及び地上システムの設計、並びに設
計を固めるに必要なデータ取得を目的とした
衛星システム地上試験モデル等の製作・試
験を進めている。また、情報通信研究機構
が担当している搭載交換機の開発において
は、開発モデルの製造及び試験を終了し、さ
らに搭載モデルの製造を開始した。同じく情
報通信研究機構が担当する大型地球局の
開発においては、変復調部基本開発を終え
てネットワークインターフェース系の設計に
着手した。

(１)④ア

公正取引委員会の機能強化

公正取引委員 2004年度
会

◎公正取引委員会の体制強化を図るため，
2005年度機構・定員要求において所要の人
員増を要求。

(１)④ア

電気通信事業紛争処理委員会の機能強化

総務省

◎電気通信事業紛争処理委員会の概要や
過去の取り組み事例についての情報提供を
電気通信事業者団体等に対し、実施中。
◎国際的な情報発信の強化のため、電気通
信事業紛争処理委員会の英語版ウェブペー
ジを2004年5月に開設済み。

担当省庁
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2004年度中

進捗状況

(２)①

電波の利用状況の調査・評価・公表等

総務省

2005 年 度 以 降 も 引 ◎770MHz超3.4GHz以下の周波数帯を使用
き続き
する無線局を対象に2004年4月から電波の
利用状況調査を実施中。現在、調査結果及
び評価結果の概要の公表に向けて取組み
を進めているところ。

(２)①

迅速な電波再配分の実施

総務省

2005年まで

◎給付金制度の導入に必要な所要の制度
整備を行った。（2004年7月公布・施行）
◎高出力の屋外無線LANの3大都市圏への
早期導入を図るため、4.9-5.0GHzの周波数
帯について、既存電波利用者の経済的な損
失等を補填するための特定周波数終了対策
業務を2004年11月に開始できるよう、所要
の手続きを進めているところ。

(２)①

登録制度の導入

総務省

2005年まで

◎「電波法及び有線電気通信法の一部を改
正する法律」(平成16年法律第47号）が2004
年5月に成立し、登録制度の施行（2005年5
月予定）に向けて政令改正等所要の制度整
備を進めているところ。

(２)①

電波利用料制度の見直し

総務省

2004年度中

◎「電波有効利用政策研究会」最終報告書
（H16.10.１公表）でいただいた提言等を踏ま
え、電波の有効利用を推進する観点から、
電波の逼迫の程度や電波の量的要素など
電波の経済的価値に係る要素を勘案した電
波利用料の算定方法等を導入し、これを財
源としてワイヤレス産業発展の基盤となる周
波数倍増計画を推進するための研究開発及
び携帯電話等の不感対策を促進するための
制度化に向けた取組みを進めているところ。
なお、公的機関の扱いについては、同報告
書を踏まえ、原則徴収、例外は減免（政策的
配慮）とするとの基本的な考え方を確認する
一方、その制度化については、国及び地方
公共団体による電波の有効利用努力の公
表等を優先実施し、その成果が不十分であ
れば、速やかに制度化すると整理。

(２)①

電子タグの高度利活用に向けた周波数の使用方法 総務省
の検討

2004年度中

◎「ユビキタスネットワーク時代における電
子タグの高度利活用に関する調査研究会」
において最終報告(2004.3.30)を取りまとめ、
950MHz近辺等を候補周波数とした。
◎年度内の制度化に向けて、950MHz付近
を中心とした各種実証実験を推進中。
◎情報通信審議会において、950MHz帯パッ
シブタグタグシステムの技術的条件につい
て審議中。

(２)①

UWB （超広帯域無線）の技術開発

総務省

2004年度末を目途

◎UWBと他の無線設備との共用条件につい
てITUで検討されているが未だ結論に至って
おらず、ITUにおいても、少なくとも2005年末
まで検討期間を延長して検討することとなっ
た。また、IEEEにおけるUWB標準化に関する
議論も、標準化の対象とする方式さえ決定さ
れておらず、標準化の見通しがたっていない
状況。
このように国際的にも検討に時間を必要と
していることから、我が国においてもこのよう
な国際的な検討動向を踏まえつつ、引き続
き慎重な検討を行っているところ。

(２)①

第４世代移動通信システム実現のための研究開発

総務省

2010年まで

◎第4世代移動通信システム実現のために
必要な要素技術の研究開発を推進中。
◎2004年度は、2003年度に実施した超広帯
域移動通信伝送技術、ソフトウェア無線技術
に関する基礎実験及びその評価に基づき、
評価改良実験を実施中。
◎無線セキュリティプラットフォーム技術、メ
ディアハンドオーバー技術等を実施。これら
要素技術に対するデモンストレーションシス
テムを製作し、機能評価を実施。YRP（横須
賀リサーチパーク）エリア内に機能・性能を
評価するためのテストベッド構築を検討中。
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(２)②

インターネットITS

総務省
経済産業省

2005年度まで

（総務省、経済産業省）
◎ITS実現のための情報通信技術の研究開
発として、高速移動する自動車において、イ
ンターネットを含めた様々な大容量の情報を
円滑に提供・享受するための研究開発及び
標準化を推進中。これまでに、ワイヤレス
エージェント技術、移動体用次世代インター
ネットプロトコル(Mobile IPv6)等の実験・評価
を実施済。現在は、ITS高速ルーティング技
術、IP対応マルチモード端末技術の実験・評
価を実施中。

(２)②

高速・大容量航空移動衛星通信の実現

総務省

2004年度中

◎2004年3月、電波法関係省令改正済み。
2004年11月より日本の航空会社が当該サー
ビスを開始。

(２)②

移動衛星通信システムの高度化

総務省

2004年度以降

◎移動衛星通信システムの高度化に資す
る、高マイクロ波帯用アンテナ技術の高度化
技術の研究開発を2005年度予算要求中。

(２)②

準天頂衛星 システムの研究開発の推進

総務省
文部科学省
経済産業省
国土交通省

2008 年 度 ま で を 目 （総務省）
途
◎ビルや山陰等の影響を受けず、移動体に
おいて高速通信、高精度測位を可能とする
準天頂衛星システムの研究開発を産官連携
のもと推進中。
総務省（情報通信研究機構）では準天頂衛
星搭載用水素メーザ原子時計、準天頂衛星
測位システム用基準時系管理部および高精
度時刻管理部、準天頂衛星測位用通信シス
テムの研究開発を2003年度より実施してい
る。現在は前年度の成果を受けて、各項目
についての基本設計及びエンジニアリング
モデルの開発を実施中。
（文部科学省）
◎宇宙航空研究開発機構では、2003年度か
ら高精度測位実験システムの研究に着手
し、関係省庁･研究機関と協力して、高精度
測位実験システムの実験計画及びシステム
仕様の調整を行うとともに、概念設計を実施
し、設計検証システムの試作を行った。
2004年度は、前年度の成果を踏まえ、高精
度測位実験システムの全体の設計、測位実
験地上システムの設計、設計検証システム
の整備及び地上試験モデルの設計･製作･
試験を実施している。
（経済産業省）
◎産業競争力強化にも直結する衛星の軽量
化・長寿命化等に関する基盤技術の開発を
担当しており、次世代型熱制御技術の開発
やイオンエンジン技術等に関する研究開発
を実施。これまで各基盤技術の概念設計及
び要素試作を実施したが、2004年度はこれ
ら成果を踏まえ開発モデルの設計･製作･試
験を実施する。
（国土交通省）
◎高精度測位補正技術の研究開発を担当
しており、高速移動体向けの高精度測位補
正技術（ＤＧＰＳ）及び精密測量向けの高精
度測位補正技術（ＲＴＫ−ＧＰＳ）と中低速移
動体への適用化技術に関する研究開発を
実施。平成16年度は、高精度測位補正方式
の開発、補正情報配信に関する基礎実験及
びＲＴＫ−ＧＰＳ初期化アルゴリズムの開発
などの研究開発を実施。

(２)②

時空標準に関する研究開発の推進

総務省

2005年度まで

◎高速国際ネットワーク利用とソフト相関処
理の高速化により、日米基線で基本的地球
姿勢パラメータであるＵＴ１の推定に要する
世界最短記録を更新。衛星双方向精密時刻
比較用モデムを開発し、アジア太平洋地域
の衛星双方向時刻比較網の構築を推進。

(３)①

放送のデジタル化に対応した研究開発

総務省

2005年度まで

◎多様で簡便、迅速、円滑な放送サービス
等を実現するための放送のデジタル化に対
応した未来型放送システム、移動中でも大
容量の情報入手が可能となる地上デジタル
放送方式の高度化等に必要な要素技術を
確立するための研究開発を継続して実施
中。
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(３)②

通信・放送融合への対応

総務省

2004年度も引き続き ◎独立行政法人情報通信研究機構を通じ
て、通信・放送融合技術の開発を行う者に対
して助成金を交付するとともに、通信・放送
融合技術開発テストベッドを構築・運用し、
通信・放送融合技術の開発を行う者の共用
に供している。

(３)④

文字情報・コードの整備等

経済産業省
関係府省

2005年度まで

◎2004年2月、文字情報データベースの主
要部分を関係府省で試験運用。データベー
スへの収録対象文字約７万字のうち約5万
字まで文字情報の調査を終了。

２．人材の育成並びに教育及び学習の振興
重点計画該当
施策名
部分
（１）①アa
ITスキル標準を基盤とした教育訓練モデルの開発・
実証

担当省庁

スケジュール

進捗状況

経済産業省

2004年度中

◎ＩＴプロフェッショナルとして必要な実務能
力を体系化したＩＴスキル標準に準拠した28
件の教育訓練モデルの実効性の評価・実証
を実施した。
◎また、新たに、産学が機能的に連携した
体制による実践的な教育訓練について9件、
地域自治体や地域IT産業の連携による人材
育成基盤について3件のモデル事業を立ち
上げた。

（１）①アｂ

組込みソフトウェアのスキル標準の策定・普及

経済産業省

2004年度中

◎2004年6月に、「組込みソフトウェアスキル
標準」の策定方針を公表。

（１）①アｃ

ソフトウェアの開発者等の技能向上支援

経済産業省

2005年度まで

◎2004年10月までに約3600人に対し、支援
を既に実施済み。また、スーパークリエータ
についても、2003年度までに54名を発掘。
2004年度については現在、事業を実施中。
プロジェクトマネジャーについては、2003年
度までに30名を発掘。

（１）①アｄ

経営者をサポートするITコーディネータの育成

経済産業省

2005年度まで

◎2004年8月25日現在、ＩＴコーディネータ
5,440名、（うち、ＩＴコーディネータ補1,386名）
がＩＴコーディネータ協会により認定。

（１）①アe

情報通信技術者の育成支援

総務省

2005年度まで

◎2001年度から2003年度までに約300件の
情報通信人材研修事業に助成し、約1万人
を対象に研修を実施済。
◎2004年度は91件の研修事業を採択し、研
修を実施中（10月末現在）。

（１）①アf

情報通信分野の研修高度化支援

総務省

2004年度以降

◎企業等の戦略的情報化を担い得るＣＩＯ等
の高度なレベルの情報通信人材を育成する
ための実践的研修プログラムの開発を検討
中。

（１）①イa

新興分野における戦略的人材養成

文部科学省

2005年度まで

◎2003年度までに471人の人材養成を行
い、既存のプログラムを継続して実施してい
る。2004年度に新たに採択されたプログラム
では人材養成プログラムの準備を行ってい
る。

（１）①イb

IT関連専攻修士・博士課程の入学定員の増加

文部科学省

2004年度中

◎2004年4月に、国立大学のＩＴ関連専攻の
入学定員が修士153人、博士49人増加。
◎各大学のIT高度専門人材の重要性につ
いての認識を深め、取組に期待する旨、諸
会議を通じて説明を行った。

（１）①イc

専修学校におけるIT関連プログラムの開発・実施

文部科学省

2005年度まで

◎平成13年8月から、専修学校における産
学連携によるＩＴスペシャリストの養成やＩＴ起
業家育成といった教育プログラムの開発事
業を実施している。ＩＴ起業家育成のプログラ
ム開発については平成１５年度で終了し、ＩＴ
スペシャリストの養成プログラムの開発につ
いては、引き続き平成16年度も実施。なお、Ｉ
Ｔ起業家育成プログラム開発は、平成13年
度6か所、平成14年度3か所、平成15年度5
か所で実施。ＩＴスペシャリストの養成プログ
ラムの開発は、平成13年度14か所、平成14
年度12か所、平成15年度10か所、平成16年
度12カ所で実施。それらの成果は、成果発
表会等を通じて、他の専修学校への普及を
図ったところであり、開発を実施した専修学
校を中心に活用されている。
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（１）②ア

外国人IT技術者の育成

経済産業省

2005年度まで

◎情報処理技術者試験の相互認証を行って
いる国・地域については、2004年9月から10
月にかけてフィリピン、ベトナム、ミャンマー
に対して、試験運用システムを提供し、併せ
てノウハウの移転を行った。また、研修につ
いては既に2003年度末までに合計2,000人を
行ったが、引き続き研修内容を充実させると
ともに、既に研修を受けた技術者の就職状
況等のフォローアップを行っているところ。

（１）②イ

アジア地域のＩＴ人材との連携の強化

総務省
外務省

2004年度中

（総務省）
◎アジア各国への政策専門家派遣の実施、
APTや関係団体を通じ、途上国の情報通信
主管庁職員等を招へい、情報通信技術関連
の研修を実施中。
◎アジア諸国等海外の地方自治体職員に
対し、我が国の自治体が取り組んでいる地
域情報化政策及び我が国の情報通信政策
の現状等に関する研修を実施済。
（外務省）
◎アジア地域に対してIT分野で計9件の技プ
ロ、8名の個別専門家派遣を実施。
◎JICA-Netを活用したアジア地域を対象に
含む遠隔講義やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを、月20回前後の
頻度で実施。

（１）②ウ

アジアにおけるe-Learningの促進

経済産業省

2005年度まで

◎現在、ASEAN＋日中韓のメンバーからな
るWGを設置し、標準化、eラーニングの専門
家に係る人材のスキルセット等について検
討中。また、2004年12月にeラーニングの相
互運用性検証等の実証実験をアジア各国
（タイ、韓国、中国、マレーシア、ベトナム等）
と実施予定。

（１）②エ

外国人受入れ関連制度の見直し

法務省

2004年度も引き続き ◎平成13年法務省令第79号（平成13年12月
28日施行）により制度改正を実施し，平成15
年法務省告示第291号（平成15年5月30日施
行），平成16年法務省告示第363号（平成16
年8月27日施行）のほか，新制度の下で補充
的に必要な措置を講じており，今後も逐次実
施予定。

（１）②オ

外国人の日本語学習への支援

文部科学省

2005年度まで

◎インターネットにおける日本語環境整備を
東アジア，欧州，南米9国に展開。インター
ネットを活用した教材用素材やデータベー
ス，ソフト（CD版・ダウンロード版），テレビ会
議システム，多言語入出力環境などの提
供，日本語教育に関する情報の提供を実
施。それと共に日本語教員のＩＴ指導能力向
上のための研修を国内外で実施（国内6地
域，国外11地域，計300人）。コンピュータ利
用効果研究発表（4回）。これらを通じて日本
語教育及び人材の活性化を図っている。な
お，12月に700人を対象とする研修を実施予
定。

（２）①ア

公立小中高等学校等のIT環境の整備

文部科学省
総務省

2005年度まで

（文部科学省）
◎2004年度も引き続き、教育用コンピュータ
の整備等に必要な経費を地方交付税により
措置。
①2004年3月現在、高速インターネットへの
接続率は71.6％。
②2004年3月現在、LANに接続している普通
教室の割合は37.2％。
③2004年3月現在、教育用コンピュータ１台
当たりの児童生徒数は8.8人。
（総務省）
◎2004年7月に地域公共ネットワーク整備計
画の取りまとめを行い、2004年7月1日現在
で2008団体（63.4％、都道府県・特別区を含
む）が整備済みという状況。

（２）①イ

私立学校のIT環境の整備

文部科学省

2005年度まで

◎コンピュータ整備を推進するためのレンタ
ル・リース経費について特別な助成を行う都
道府県に対しての補助を実施しているとこ
ろ。

（２）①ウ

在外教育施設の教育コンピュータ整備

文部科学省

2006年度まで

◎2003年度末までに海外の日本人学校82
校、日本人学校に準じた教育を行っている
補習授業校6校の総整備予定台数（837台）
の約76％を整備済み。2004年度も引き続
き、教育用コンピュータ等の整備に必要な補
助を実施。
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（２）②ア

公立学校教員のIT指導力の向上

文部科学省

2005年度まで

◎都道府県リーダーを養成するための「ＩＴを
活用した指導の拡充のための指導者の養成
を目的とした研修」を実施中。2004年3月現
在、公立学校教員のうち60.3％がコンピュー
タを活用した指導が可能。
◎2004年5月より、各教科における基本的な
ＩＴ活用法を習得することができるネットワー
ク提供型の研修システムをＷｅｂ上で公開
中。（http://www.nicer.go.jp/eltt/）

（２）②イ

教員採用試験における取組

文部科学省

2005年度まで

◎2004年7月に取りまとめた「教員採用等の
改善に係る取組事例」を各都道府県・政令
市教育委員会に送付する際の通知におい
て、「2005年度までに、教員が授業等におい
て必要とするＩＴスキル、ＩＴリテラシーに関す
る知識の向上を図るため、これらに関する内
容が教員採用選考において扱われるように
努めること」と記載した。

（２）②ウ

e-Learningを活用した教員のIT指導力の向上

文部科学省

2005年度まで

◎2004年5月より、各教科における基本的な
ＩＴ活用法を習得することができるネットワー
ク提供型の研修カリキュラムをＷｅｂ上で公
開中。（http://www.nicer.go.jp/eltt/）

（２）②エ

学校教育におけるIT専門家の活用

文部科学省

2004年度中

◎多様な知識や経験を有する社会人を2004
年度までの３年間で約５万人を目標に教員
補助者等として学校に導入する「学校いきい
きプラン」を推進中。
◎2002年度では約4万5千人の社会人が活
用され、このうち、約5.2千人が学校の情報
化等に活用された。
◎2003年度では約4万9千人の社会人が活
用され、このうち、約2.8千人が学校の情報
化等に活用された。

（２）②オ

IT教育信託基金に基づく教員等の研修の実施

文部科学省

2005年度まで

◎これまで、我が国がユネスコに設けたIT教
育信託基金により、① アジア太平洋諸国のＩ
Ｔ教育事情調査、②ITの教育利用評価のた
めの指標開発、③IT教育用教材開発等を
行った上で、2004年10月現在、アジア太平
洋地域25ヶ国の200名以上に対し研修等を
実施するとともに、成果普及のための国際シ
ンポジウムやワークショップの開催やウェブ
サイトの整備等を実施。

（２）③ア

教育用コンテンツの活用・普及

文部科学省

2004年度中

◎2004年度，全国の8コンソーシアムに実践
研究を委託。教育用コンテンツを活用した授
業での実践研究を各コンソーシアムホーム
ページ・教育情報ナショナルセンターに順次
登録，インターネットで公開。2002・2003年度
分については公開中
（http://www.nicer.go.jp/ecase）。

30

（２）③イ

デジタル教材の開発

文部科学省
経済産業省

2005年度まで

（文部科学省）
◎独立行政法人国立科学博物館では、博物
館資料等のデジタルアーカイブス化、及び
博物館仮想体験ソフトの開発を行い、学習
資源としてインターネットを通じて提供してい
る。2004年10月現在で、51種のデータベー
スを公開中。
さらに、新館Ⅱ期展示において、展示資料等
コンテンツの全面デジタル化、ネットワーク化
を行い、インターンネットを通じて学校や生涯
学習施設等で学習資源として活用できるよう
開発を進めている。
◎引き続き学校体育・スポーツ・健康教育用
コンテンツを作成する。16年度においては中
学生用保健のコンテンツを作成予定。一般
公開のための準備を進めているところ。
◎科学技術・理科教育用デジタル教材に関
しては、現在までに73種のコンテンツ開発を
終了し、教育情報ナショナルセンターとも相
互リンクを張った上で、教員を対象とした試
験的配信を実施しており、公開可能なコンテ
ンツについて、2004年度中に一般公開でき
るよう準備をすすめているところ。
◎平成16年度も引き続き、歌舞伎の成り立
ち等を解説したコンテンツ等伝統芸能に関す
る学習資源をインターネットで提供し、その
充実に努め、伝統芸能や現代舞台芸術のデ
ジタルアーカイブ化を通じた教育用コンテン
ツの作成を進めた。
（経済産業省）
地域の歴史や文化等を活かしたデジタルコ
ンテンツを制作・開発してその利用価値を進
めることにより、地域における新たなビジネ
スモデルを創出する事業に対する支援を検
討中。

（２）③ウ

大容量教育用コンテンツの閲覧技術等についての研 総務省
究開発・実用化
文部科学省

2005年度まで

（総務省）
◎多様なネットワーク環境下において、学校
に配備されている平均的な端末から、イン
ターネット上で3Dコンテンツ等の閲覧を可能
とする技術、学校におけるセキュリティ技術
や簡易型インターネットアクセス網構築のた
めの技術、ネットワーク上の教材コンテンツ
を自動判別して高速・容易に検査を可能とす
る技術、トラブルや問い合わせへの対応を
迅速化・効率化して対応の質的向上を図る
次世代ヘルプデスク支援システムに関する
技術等の研究開発については、2000年度か
ら2002年度まで実施。特許出願件数15件、
学会論文発表回数25回と成果を収めた。
（文部科学省）
◎教育情報の中核的拠点として、教育情報
や教育用コンテンツの検索、提供等を行う教
育情報ナショナルセンター（ＮＩＣＥＲ）機能の
整備を推進。また、良質な教育用コンテンツ
の流通を目指す総務省の実証実験と連携。

（２）④ア

教育情報ナショナルセンター機能の整備

2005年度まで

（文部科学省）
◎教育情報ナショナルセンターに登録してい
る情報数は2004年10月現在113,000件。（昨
年11月比42,000件増）
◎サイトを更新し、実際に教育現場で使用さ
れている教科書の目次からコンテンツを検索
する機能や、リンク先のWebページの漢字に
自動的にふりがなを振る機能を整備、機能
の充実を図った。また、目標を大幅に上回る
提供情報の追加を行った。併せてセンター
機能の充実に向け、研究開発を推進中。
（総務省）
◎ネットワーク上に散在する教材コンテンツ
の教科・学年等を自動判別し、高速かつ容
易に必要な検索を可能とする検索技術の研
究開発を2000年度から2002年度まで実施。
（経済産業省）
◎2004年度実施する授業実践等の各種情
報等について提供していくこととする。

文部科学省
総務省
経済産業省
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（２）④イ

授業等におけるネットワーク型教育用コンテンツ活用 文部科学省
の推進

2004年度中

◎整備されてきた、学校のＩＴ環境を使い、更
なる効果的な教育方法等の研究開発を行う
ため、、ネットワーク配信コンテンツ活用推進
事業を開始した。今年度指定地域は、２５地
域。

（２）④ウ

先進的な実践事例の積極的な紹介・普及

経済産業省

2004年度中

◎現在、公募により採択した50件について
実施中。

（２）④エ

教育情報システム等の開発・実用化

経済産業省
文部科学省

2004年度中

（経済産業省）
◎有識者及び教員等からなる委員会を設置
し、学校現場の実用に則したハード・ソフトに
必要な要件等についてアンケート・ヒアリン
グ調査を実施しているところ。
（文部科学省）
◎教育情報の中核的拠点として、教育情報
や教育用コンテンツの検索、提供等を行う教
育情報ナショナルセンター（ＮＩＣＥＲ）機能の
整備を推進。また、経済産業省が実施した
教育情報システム等の開発・実用化に伴う
授業実践事例をＮＩＣＥＲから公開中。

（２）④オ

教育における地上デジタル放送の活用の推進

文部科学省
総務省

2007年度まで

（文部科学省）
◎文部科学省内に「教育における地上デジ
タルテレビ放送の活用に関する検討会」を設
置し、地上デジタルテレビ放送の教育におけ
る新たな活用方策や、その実現に向けての
課題等について検討を行い、その成果を16
年5月に報告書としてまとめたところ。現在、
これを受けたモデル事業の実施について検
討中。
（総務省）
◎地上デジタル放送の今後の利活用の在り
方等について検討するため、「地上デジタル
放送の利活用の在り方及び普及に向けて行
政の果たすべき役割」について、2004年1月
に情報通信審議会に諮問し、同年7月に中
間答申を受けた。
◎本中間答申を踏まえ、これまでの検討で
明らかとされた地上デジタル放送の公共分
野への応用可能性等について、引き続き情
報通信審議会等において検討。
◎文部科学省の「教育における地上デジタ
ルテレビ放送の活用に関する検討会」に参
加するなど、関係省庁と連携して教育におけ
る地上デジタル放送の有効活用について検
討を行った。

（２）⑤ア

盲・ろう・養護学校等のIT機器の整備

文部科学省

2004年度も引き続き ◎盲・ろう・養護学校の児童生徒、一人一人
の障害に対応した最新のＩＴ機器を整備する
ため、学校教育設備整備費等補助金（特殊
教育設備整備費等）のうち、「最新の情報機
器等整備事業」として、補助を実施中。
（2003年度は、21県及び52市町村に対して
補助を実施。）

（２）⑤イ

障害のある児童生徒に対する教育の総合的な情報 文部科学省
提供体制の整備

2004年度中

◎独立行政法人国立特殊教育総合研究所
において、ポータルサイト「障害のある子ども
の教育の広場」からの情報提供内容の充実
を図るととも、都道府県等の特殊教育セン
ター等における研修の充実に資するため、イ
ンターネットを活用した講義配信を全面的に
実施するなど、教育現場のニーズに対応し
た障害のある児童生徒の教育の総合的な
情報提供体制の整備を推進。

（２）⑥ア

高等学校段階における情報教育の推進

2004年度中

◎ＩＴ分野の高度な知識等を有する人材の育
成に資する教育方法等の研究開発を行うた
め、10校の高等学校を指定した。また、公募
等により選ばれた高校生を対象に、ＩＴ分野
の先進的な知見等を有する研究者の下で、
創作活動を行うセミナーを実施した。

文部科学省
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（２）⑥ウ

モラルへの配慮・道徳教育・体験活動等の充実

文部科学省

2004年度中

◎2002年4月より体験活動を生かした道徳
教育の推進や情報活用能力の育成を図る
新学習指導要領（小・中学校）を完全実施。
◎2003年4月より情報活用能力の育成を図
る新学習指導要領（高等学校）を学年進行
により実施。
◎2003年4月より「情報モラル研修教材」を
（独）教員研修センターのホームページ
（http://sweb.nctd.go.jp/kyouzai̲new/index.h
tm）で公開中。
◎「新情報教育に関する手引」（2002年6
月）、「インターネットガイドブック モラルセ
キュリティ編」（2000年3月）及び「インター
ネット活用のための情報モラル指導事例集」
（2001年3月）をインターネットで公開中。
（http://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/zyo
uhou/020706.htm、
http://www.cec.or.jp/books/guidebook.pdf、
http://www.cec.or.jp/books/H12/pdf/b01.p
df）
◎情報モラル指導に関する授業事例を動画
で見ることができる“情報モラル”授業サポー
トセンター（2004年3月）をインターネットで公
開中。
(http://sweb.nctd.go.jp/support/index.html)
◎青少年教育施設等を活用した自然体験や
社会奉仕体験等の体験活動の実施等、青
少年の体験活動の振興のための施策を実
施している。
◎児童生徒の問題行動に関する文部科学
省プロジェクトチームにおいて検討を行い、
「情報社会の中でのモラルやマナーについ
ての指導の在り方」に重点を置いた施策等
についてとりまとめた。

（２）⑥エ

英語教育の一層の充実

文部科学省

2007年度まで

◎2003年3月に策定した「『英語が使える日
本人』の育成のための行動計画」に基づき、
2003年4月より、指導体制の充実を図るため
の英語教員に対する集中研修の実施やネイ
ティブスピーカーの正規教員への採用の促
進、また、学習者のモティべーションの向上
を図るための高校生留学に関する情報提供
活動等の支援など英語教育の改善のため
の施策を実施中。

（３）①ア

地域における情報バリアフリーの推進

総務省

2005年度まで

◎情報バリアフリー環境の実現のため、地
域における障害者等のＩＴ利用に必要なサ
ポートの内容、支援人材の資質等につき「障
害者のＩＴ利活用支援の在り方に関する研究
会」において検討中。

（３）②ア

地域住民のIT利用のサポート

総務省

2004年度まで

◎2004年度までに約１７0万人に対してIT基
礎技能講習を実施し、約９万人の指導者を
養成（2004年度末見込）。住民のＩＴリテラ
シー向上への機会が多様化してきている
中、地域の事情に応じた、幅広い層のＩＴ利
用をサポートするため2005年度以降も地方
財政措置を継続する。

（３）②イ

社会教育活性化のためのＩＴ活用支援

文部科学省

2004年度中

◎社会教育施設を中核とし、地域が抱える
様々な課題を解決するためのモデル事業及
びその成果の普及により、社会教育の活性
化を図る事業を実施。ＩＴを活用し社会教育
施設の高度化を図る事業をはじめ、26のモ
デル事業を実施中。

（３）②ウ

教育情報衛星通信ネットワークを利用した生涯学習 文部科学省
プランニング支援

2004年度も引き続き ◎社会教育施設におけるＩＴを活用した事業
展開を支援するための番組の制作にあた
り、現在、事例の調査、番組構成や収録方
法等について検討中。今後、具体的な内容
決定、シナリオ検討および収録を行い2004
年度中に放送コンテンツとして完成予定。

(５)

人材育成施策に関する方針の明確化

2004年度中

内閣官房
文部科学省
経済産業省
総務省
関係府省
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（内閣官房）
◎これまでの人材育成の関連施策につい
て、施策毎の目標・進捗状況の調査を行っ
たところ。今後は、本調査等をもとに、課題と
施策の整理を行う予定。

３．電子商取引等の促進
重点計画該当
施策名
担当省庁
部分
(１)①ア)
電子署名及び認証業務に関する認定制度等の円滑 総務省
な実施
法務省
経済産業省

2004年度まで

（総務省、経済産業省）
◎2001年度より、毎年、電子署名・認証業務
に関し、電子署名の安全性及び認証業務の
信頼性に関する動向調査や各国認定基準
や関連分野の技術的動向の調査等を実施
中。
（総務省，法務省，経済産業省）
◎2001年度より，毎年，電子署名・認証業務
の利用者である国民への普及啓発活動とし
て，以下の取り組みを実施中。
・普及啓発セミナーの開催
・電子署名・認証ハンドブックの作成
・政府広報等による周知

(１)①ウ)

アジア域内で運用可能な公開鍵基盤(PKI) の整備

2005年度まで

◎アジア地域内におけるＰＫＩの相互運用性
確保に向けて、６か国／地域を対象とする実
証実験成果に基づき、日本とｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにお
いてﾋﾞｼﾞﾈｽﾚﾍﾞﾙでの実証実験を実施してい
るところ。
◎アジア公開鍵基盤整備事業において、国
際電子取引紛争解決制度比較研究の取り
まとめを完了し、電子商取引における電子認
証局の責任にかかる制度の比較研究を実
施しているところ。

(１)①キ)

信用金庫における書面又は電子的方法による議決 金融庁
権の行使

2004年度中

◎信用金庫についても、書面及び電磁的方
法による議決権の行使を可能とする商法と
同様の制度を導入する方向で、具体的な内
容について検討を行っているところ。

(１)①ク)

貸金業規制法に基づく書面交付の電子化

2006年末まで

◎書面交付の電子化を含む貸金業制度の
在り方については、2004年1月1日に施行さ
れた新貸金業規制法附則において、施行後
３年を目途として、新貸金業規制法の施行
の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討
を加え、必要な見直しを行うこととなってお
り、今後検討を行っていく。

(１)①ケ)

派遣元事業主から派遣労働者に対する書面交付の 厚生労働省
電子化

2004年度中

◎派遣元事業主から派遣労働者への就業
条件に関する書面交付の電子化について、
書面による場合と同等の労働者保護を確保
する観点から検討しているところ。

(１)①コ)

電子的方法による決算公告の許容

2004年度中

◎銀行の電子的方法による決算公告のあり
方について、商法の電子的方法による決算
公告制度を踏まえつつ、検討を行っていると
ころ。

(１)①サ)

通信販売酒類小売業免許における対象品目の拡大 国税庁

2005年度末まで

◎平成１７年８月までの時限立法である「酒
類小売業者の経営の改善等に関する緊急
措置法」の施行状況等を踏まえた上で、今
後、通信販売業免許により販売できる酒類
の範囲等について検討予定。

(１)①シ)

情報通信機器の活用も含めた医薬品販売の在り方 厚生労働省
の見直し

2005年度末まで

◎平成１６年４月に厚生科学審議会に医薬
品販売制度改正検討部会を設け、情報通信
機器の活用を含め、医薬品販売制度の在り
方全般に関する検討を行っている。

(１)①ス)

目論見書等の電子的方法による提供要件の明確化 金融庁
等

2004年度中

◎2004年10月末現在、政府令改正手続中。
手続き終了後ガイドライン整備予定。

(１)②ア)

業務・システムの最適化手法の開発

経済産業省

2005年度まで

◎2003年12月に、業務・システム最適化計
画策定ガイドラインを公表した。このガイドラ
インが産業界でも活用できるよう、改訂に向
けた作業を行っているところ。

(１)②イ)

業務・システム最適化計画におけるリファレンスモデ 経済産業省
ルの作成

2005年度まで

◎経済産業省CIO補佐官や民間有識者を中
心として、各リファレンスモデルの策定作業
を行っているところ。

経済産業省

金融庁

金融庁
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スケジュール

進捗状況

(１)②エ)

電子タグの商品コードの国際標準化

経済産業省

2004年度内

◎２００４年９月にISO国際会議を日本に招
聘し、日本提案のコード体系については、
ISO１５４５９とすることが決定された。現在、
継続審議中である。

(１)②オ)

電子タグ等を活用した高度な流通システムの構築

経済産業省
国土交通省

2005年度

（経済産業省）
◎2004年度には、商品情報交換を除く、受
発注から決裁までの商取引をカバーしたシ
ステム開発を進めているところ。１１月には
実証実験を実施予定。2005年度について
は、商品情報交換のためのシステム開発と
実証実験を実施予定。
（国土交通省）
◎安全かつ効率的な国際物流の実現に関
する検討委員会の下部にＩＴ部会を設置し、
同部会にて電子タグ及び電子シールの活用
による国際コンテナ物流のセキュリティ強化
と効率化の両立方策について検討してい
る。

(１)②カ)

輸出入及び国内物流EDI 基盤の国際標準化

経済産業省
国土交通省

2005年度まで
2005年末まで

（経済産業省）
◎輸出入物流EDIについては、これまでに整
備した輸出入及び国内物流EDI標準をもと
に、新国際標準であるebXMLに準拠した設
計を行うための検討を始めたところ。2005年
度までに、ebXMLに準拠した物流EDIの整備
を予定。
（国土交通省）
◎国内物流EDIを国際標準化するため、
2003年度からJTRANのebXML化に向けた検
討に着手し、2004年度はebXML仕様に基づ
くXML/EDI標準案の検討を実施している。

(１)③ア)

電子商取引準則の普及及び見直し

経済産業省

2004年度以降

◎2004年6月3日に改訂版を公表したところ
であるが、現在次期改定に向けて、情報材
取引分野に焦点を当てて検討しているとこ
ろ。

(１)③イ)

アジア地域におけるebXMLの普及

経済産業省

2005年度まで

◎我が国の民間機関であるＥＣＯＭ（電子商
取引推進協議会）などが中心となって組織し
たeb-XMLアジア委員会は、現在９カ国・地
域のメンバーが参加（日、中、韓、香港、台、
星、豪、馬、泰から参加）。2004年7月、アジ
ア先進各国とともにｅｂＸＭＬ導入促進を中心
にＡＰＥＣ電子ビジネスセミナを開催。また、
同月には、ISO/IECのSC32と共同で、アジア
地域における電子ビジネスのための情報共
有データベースの連携プロジェクトを発足し
た。

(１)③ウ)

国際的電子商取引に係る諸外国の判例実務の調査 経済産業省
等

2004年以降

◎現在、調査報告書の取りまとめに向け、研
究会を行っているところ。

(２)②ウ)

ＩＴを活用したビジネスモデル創造の促進

2005年度まで

◎2004年度までに、ＩＴビジネスの振興に積
極的な10地区を指定したところ。

(２)②エ)

次世代位置情報サービスの促進のための基盤整備 経済産業省

2005年度まで

◎ 2004年度も引き続き規格化に向けた検討
を行うとともに、実証実験を実施し、共通基
盤を整備することを予定している。

(３)②ア)

電子商取引における表示の適正化

公正取引委員 2004年度
会

◎2004年度は，電子商取引調査員（80名）
から8月までの間に報告のあった493件につ
いて，景品表示法上問題となるおそれがあ
ると認められるサイトの管理者に対して景品
表示法の遵守について啓発するメールを送
信した。

(３)②イ)

特定商取引法の遵守状況の点検

経済産業省

◎いわゆる迷惑メール及びインターネット通
販サイト等を対象とした特定商取引法の遵
守状況を点検し、違反のおそれのある事業
者に対して警告メールを送信し、改善の見ら
れない業者に対しては、報告徴収、立入検
査を行い厳正に対処しているところ。

総務省
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2004年度中

(３)②ウ)

消費者被害に関する広報・啓発活動等

警察庁

2004年度まで

(３)②エ)

ＡＤＲ に関する共通的な制度基盤の整備

司法制度改革 2004年度中
推進本部
関係府省

◎ＡＤＲ検討会において、ＡＤＲの利用促進、
裁判手続との連携強化のために必要な方策
を検討し、「裁判外紛争解決手続の利用の
促進に関する法律案」を平成１６年度臨時国
会に提出したところ。

(３)②オ)

ＡＤＲに関する情報提供面・担い手の確保面での連
携強化

司法制度改革 2004年度中
推進本部
関係府省

◎「ＡＤＲの拡充・活性化関係省庁等連絡会
議」において取りまとめられた「ＡＤＲの拡充・
活性化のための関係機関等の連携強化に
関するアクション・プラン」の趣旨に従って、
引き続き、必要な施策を実施しているとこ
ろ。

(３)②カ)

電子商取引に係るＡＤＲの推進

経済産業省

◎インターネット上の取引における消費者ト
ラブルを簡易・円滑・安価に解決できるメカニ
ズムの構築を目指し、実証実験を実施して
いるところ。

2005年度まで

◎2004年の９月から11月までの間、情報セ
キュリティ・アドバイザーを対象に、的確なア
ドバイス手法、最新のシステム情報の取得
等の研修を実施中。
◎ネットワーク利用の悪質商法事犯に関す
る情報を含め、全国で急増しているサイバー
犯罪に関する相談に対応するネットワーク相
談対応システムの構築に向け作業中。

４．行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進
重点計画該当
施策名
部分
（1）①ア）a)
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の活用

担当省庁

スケジュール

進捗状況

総務省
全府省

2004年度以降も引
き続き

◎2004年3月31日現在、すべての団体が接
続済み。（三宅村のみ未接続）
◎各府省の国・地方を通じて情報交換・情報
共有が必要となる業務について、LGWANの
活用につき検討し、環境が整ったものから順
次実施予定。

（1）①ア）b)

住民基本台帳ネットワークシステムの推進

総務省

2004年度以降も引
き続き

◎住民基本台帳ネットワークシステムの安
定的な稼働のため、全市区町村を対象にセ
キュリティ研修やチェックリストを活用した自
己点検等を実施。
◎全市区町村を対象にした住基カード多目
的利用検討のための研修を通じて、住基
カードの普及・促進を図っているところ。

（1）①ア）c)

公的個人認証サービス制度の普及・促進等

総務省

2004年度以降も引
き続き

◎２００４年１月２９日にサービスの提供が開
始され、対象手続きが順次追加されていると
ころ。

（1）①イ）

地方公共団体が取扱う手続の標準化・簡素化

総務省
関係府省

2005年度早期

◎地方公共団体における申請・届出手続き
のオンライン化については、受付システムの
整備・運用の共同化が進められているところ
であり、これらの取組みの中で標準化・簡素
化も図られているところ。

（1）①ウ）c)

主要手続のオンライン化進捗状況の調査等

総務省
関係府省

2004年度以降も引
き続き

◎２００４年１月に調査を実施したところ。今
後も年に１回程度調査予定。

（1）①ウ）d)

電子自治体推進にかかる広報、普及活動の実施

総務省

2004年度以降も引
き続き

◎民間企業が主催する各種展示会への総
務省システム等の出展
◎電子政府・電子自治体国民体験会の開催

（1）①ウ）e)

地方公共団体による自主的な取り組みへの支援

総務省

2004年度以降も引
き続き

◎全地方公共団体を対象に地方公共団体
における行政情報化の推進状況について調
査を実施し、結果について公表することによ
り、地方公共団体への情報提供等の支援を
行っている。また、施策の概要を記載したパ
ンフレットを作成し、地方公共団体へ配布し
た。
◎また、２００４年度においては、電子自治体
の推進（ソフト事業）に対して１，５５０億円の
地方財政措置を行った。

（1）①エ）a)

住民の行政等への参画促進に対する支援

総務省

2004年度以降も引
き続き

◎行政ポータルサイトにおける住民参画の
方策に関する検討を行い、2003年度に報告
書を作成済み。
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（1）①エ）b)

地方選挙における電子投票の普及促進

総務省

2004年度以降も引
き続き

（２）①ア）

スーパーＳＩＮＥＴの構築

文部科学省

2004年度まで

（２）①イ）

仮想研究環境ＩＴＢＬの構築及び超高速コンピュータ網 文部科学省
の形成に資する基盤ソフトウェアの開発
関係府省

2007年度まで

◎日本原子力研究所、理化学研究所、宇宙
航空研究開発機構、防災科学研究所、およ
び２大学に加え物質・材料研究機構のスー
パーコンピュータを基盤ソフトウェアにより接
続し、共用化。
◎世界最大級のグリッドソフトウェア開発用
テストベッドの稼動を開始した。またグリッド
環境上で、世界水準のナノアプリケーション
の動作確認に成功。

（２）①ウ）

研究開発に必要な各種データベースの整備・高度化 文部科学省

2005年度まで

◎2004年度は従来の研究課題・成果情報に
加え、科学研究費補助金の採択課題・実績
報告・成果概要を年次・研究分野・研究種目
等から簡単に検索出来るデータベースの追
加を行った。
◎蛋白質立体構造データベース(PDBj)及び
一塩基多型データベース（JSNP）について
はXML形式のデータ提供等を実施した。さら
に、JSNPについては、最新のゲノム情報の
データベース更新と国際ハプマッププロジェ
クトのデータベースとのリンクを行った。

（２）①エ）

ＩＴを活用した研究開発等の基盤技術の開発

文部科学省

2007年度まで

◎バーチャルリアリティ技術や遠隔地実験技
術等の開発については、７台のカメラによる
映像とCG画像をリアルタイムに立体画像と
して統合し、超高精細三次元ディスプレイに
表示する装置を、世界で初めて開発した。
◎「細胞・生体機能シミュレーションプロジェ
クト」を2003年度から実施し、ゲノム解析等
によって得られる膨大な情報を、創薬や生命
現象の解明等に活用するための研究に資す
る技術開発の一環として、細胞機能要素モ
デルに基づく汎用的細胞シミュレータ、疾患
病態・治療薬作用のモデルシステムの開発
等を着実に実施。
◎実証ソフトウェアについては、2004年10月
までに、計38本の科学技術計算用プログラ
ムの研究開発を実施し、一部のプログラム
において世界水準の成果を出している。さら
に開発した科学技術計算用プログラムを一
般に公開している。

(２)④ア）

道路交通情報提供の充実

警察庁
総務省
国土交通省

2005年度まで

（警察庁、総務省、国土交通省）
◎交通規制情報管理システムの開発を継
続。
◎光ビーコンは2004年3月末までに41,930基
を整備済み。
◎道路交通情報通信システム(VICS)につい
て、サービスエリアの拡大、道路交通情報提
供の内容の充実を推進し、その結果、VICS
対応の車載機は、2004年7月末に1000万台
を突破（ＶＩＣＳセンター調べ）。
今後は、3メディア対応型VICS車載機のさら
なる普及促進を図る。
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◎2002年6月の岡山県新見市をはじめ、11
団体において電磁的記録式投票が実施され
ている。
◎先進事例の取組みについて情報提供を行
うとともに、その他必要な事項について助言
を行うほか、実施団体において電子投票導
入経費の1/2を限度として助成を実施してい
るところ。
◎2004年10月までに15大学・8大学共同利
用機関・5大学附置研究所・2独立行政法人
において整備した。

(２)④イ）

走行支援システム及び安全運転支援システムの推
進

警察庁
総務省
国土交通省

2006年度まで

（警察庁、総務省、国土交通省）
◎ITS実現のための情報通信技術の研究開
発として、走行支援システム及び安全運転
支援システムの実現に資する情報通信技術
の研究開発を引き続き推進中
◎走行支援道路システム（ＡＨＳ）について、
2001年度より、実道での検証を含む実証実
験を実施。2003年10月より首都高速道路に
おいて実験を実施し、2004年4月には車路車
の情報通信を活用したシステムの公開デモ
を実施した。
◎2001年度より、第３期ＡＳＶ推進計画を立
ち上げ、ＡＳＶ技術の開発の促進及び普及
方策について検討中。
◎安全運転支援システム（ＤＳＳＳ）の実証
実験を推進中。

(２)④ウ）a）

ETCの推進

国土交通省

2007年度末まで

◎ETC利用率については、料金還元や車載
器購入支援によるＥＴＣ普及促進策を実施
し、2002年9月の3.3%から2004年9月の20.9%
へと約６倍以上になるなど、順調に伸びてい
る。

(２)④ウ）b）

DSRC応用サービスの普及促進等

総務省
経済産業省
国土交通省

2005年度まで

（総務省、経済産業省、国土交通省）
◎「DSRC普及促進検討会」において、官民
連携の下、DSRC応用サービスの早期実現
に向けた具体的検討を推進中。
（総務省）
◎ＤＳＲＣを中心とするＩＴＳの利活用を促進
するため、地域のニーズ動向、研究開発・実
用化動向及び技術課題等についての調査
研究を推進中。
（国土交通省）
◎ＥＴＣの技術を応用したＤＳＲＣシステムの
推進を図った。
◎2004年8月にスマートウェイ推進会議（委
員長 豊田章一郎（社）日本経済団体連合
会名誉会長）より、2007年までに一つの車載
器で多様なサービスを受けられる車内環境
の実現を図る等の提言がなされた。
（経済産業省）
２００５年に開催される愛・地球博において、
駐車場、ガソリンスタンド等の店舗にＤＳＲＣ
無線設備を配備し、ＩＴＳ自動決済システムの
大規模実証実験を実施すべく準備中。また、
１０月に名古屋にて開催されたＩＴＳ世界会議
において、実証実験の一部を前倒しして実
施したところ。

(２)④エ）

高度交通管制システムの推進

警察庁

2005年度まで

（警察庁）
◎交通流の変動にきめ細かに対応した信号
制御を実現するため、MODERATOの積極的
な導入を推進するとともに、リアルタイム情
報に基づく信号制御モデルの実証実験を愛
知県で実施中。
◎環境対応型交通管制モデル事業を東京
都、神奈川県で実施中。
◎高度違法駐車抑止システムに関する調査
研究を推進中。

(２)④オ）

ITS技術の国際標準化の推進等

警察庁
総務省
経済産業省
国土交通省

2006年度まで

（警察庁、総務省、経済産業省、国土交通
省）
ＩＳＯ、ＩＴＵ、ＷＰ２９等において「緊急車両優
先制御（PRESTO）」「狭域通信（DSRC)シス
テムの無線通信方式」「ＦＭ多重方式による
交通関連情報提供のための手順とメッセー
ジ及び情報内容を示すコード」「ナビメッセー
ジセット」「ナビゲーションなどで使用する地
理データベースのデータ交換のための標
準」「走行を支援するシステムに用いる狭域
通信に関する仕様」「公共交通の情報通信
プロファイル」「自動車の先進安全技術」等
の標準化・基準の策定を推進。
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(２)④カ）

ITSの普及方策の強化

(２)④キ）a）

警察庁
総務省
経済産業省
国土交通省

2005年

（警察庁、総務省、経済産業省、国土交通
省）
◎2004年10月のITS世界会議において、官
民協力の下、市民参加型のコンセプトに基
づき、世界最先端のＩＴＳを提示・実現した。
今後も、官民連携によるITSの普及促進を推
進。
また、2005年の愛・地球博において提示・実
現するITSについて引き続き検討中。

バスのリアルタイム位置情報の提供及び公共車両優 警察庁
先システム等の導入
国土交通省

2005年度まで

（警察庁、国土交通省）
◎複数事業者の情報を総合的に提供するた
めの「公共交通情報データ標準」の普及方
策について検討中。
バスのリアルタイム位置情報をより総合的に
提供するシステムについて実証実験を実施
中。
◎2004年9月末現在において34都道府県で
公共車両優先システム(PTPS)を運用、10道
府県で車両運行管理システム(MOCS)を運
用中。

(２)④キ）ｂ）

運輸多目的衛星を活用した次世代航空保安システム 国土交通省
の整備

2005年度まで

◎運輸多目的衛星新１号機は製造完了。新
２号機は製造中。これら衛星を使用して通信
を行う航空衛星センター整備はほぼ完了。
また、洋上管制等を行うＡＴＭセンターの建
設工事は完了。

(２)④ク）ｂ）

国際空港における各種手続きの電子化の推進

法務省
外務省
国土交通省
関係府省

2005年度を目途

（警察庁，法務省，財務省）
◎航空会社の協力を得つつ，我が国に入国
する旅客等を事前に把握することにより，入
国管理の厳格化と国際犯罪等に係る捜査・
調査の効率化を図るとともに，旅客サービス
の向上を図るシステムのプログラム開発を
2003年度中に実施した。また、ハードウェア
の整備等を２００４年度に行い、2005年1月
から運用開始を予定。
（外務省）
◎IC旅券導入に関する関係省庁連携実証
実験を実施する（2004年度中）
（国土交通省）
◎2002年度は、航空旅客搭乗手続きへのバ
イオメトリクス適用可能性を主に精度面から
検証。2003年度は、国際間の運用を見据え
た二国間での運用検証、及びバイオメトリク
ス情報を格納した搭乗券によるすり代わり防
止策等の検証を実施。2004年度は、パス
ポートがIC化された際の航空旅客搭乗手続
きのあり方等について検討を実施予定。

(２)⑤

環境分野の情報化

文部科学省

2005年度まで

◎精度の高い地球環境変動予測の実現の
ため、2004年度においても引き続き地球シ
ミュレータを用いた地球温暖化に関する研究
を行っている。具体的には「人・自然・地球共
生プロジェクト」の温暖化予測ミッションとし
て、2003年度までに開発・改良・高度化を
図った高分解能大気海洋結合モデル等を地
球シミュレータ上で駆動させ、地球温暖化数
値予測実験を実施しているところ。

(２)⑥ア）

国土空間データ基盤に関する標準化と政府の率先使 経済産業省
用による行政の効率化の推進
国土交通省
関係府省

2005年度中

（経済産業省）
◎G-XMLの国際統合版（GML）については
ISO/TC211で審議中。2004年3月にG-XML
の国際統合版のISO化の動向を踏まえたGXML3.1を策定。また、セミナーや講習会を開
催し、普及活動を行っている。
（国土交通省）
◎地理情報標準の項目のうち、国際規格が
確定したものを順次ＪＩＳ化している。2004年
10月現在で、国際規格が確定した項目は７
項目あり、そのうち３項目のＪＩＳ化が完了し
ている。現在、残り４項目のＪＩＳ化作業中で
ある。また、地理情報標準普及セミナーの開
催、製品仕様書作成マニュアル等の整備を
行うことにより地理情報標準に準拠したデー
タ作成及び製品仕様書の作成を促進し、地
理情報標準の率先使用と普及に努めてい
る。
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(２)⑥イ）

地理情報の電子化と提供の推進

国土交通省
関係府省

2004 年 度 以 降 引 き （国土交通省）
続き
◎2002年３月に「数値地図2500（空間データ
基盤）」、2003年３月に「数値地図25000（空
間データ基盤）」をインターネットによる提供
を開始した。また、2003年７月には、縮尺２
万５千分１地形図等の地図データを用いた
「電子国土Ｗｅｂシステム」を公開した。また、
2004年度は数値地図2500の更新に着手し
た。数値地図25000は更新のための作業に
着手した。また、街区レベル位置参照情報に
ついて、2004年度の定期更新のための作業
に着手した。

(２)⑥ウ）ａ）

統合型ＧＩＳの推進

総務省

2004年度中

(２)⑥ウ）ｂ）

電子基準点データを常時収集、解析、配信するシス
テムの構築

国土交通省

2004 年 度 以 降 引 き ◎2003年度より、全国（常時接続ができない
続き
離島等を除く）で運用を開始した電子基準点
においてデータを常時収集・解析し、リアル
タイム配信を実施している。また、2004年度
は今後増設する電子基準点についてもリア
ルタイム化を図る。

(2)⑥ウ）ｃ）

モバイル３次元ＧＩＳの実現

総務省

2005年度まで

◎モバイル端末でも３次元ＧＩＳが利用可能
な次世代ＧＩＳを利用するため、２００３年度よ
り研究開発を開始。２００３年度研究成果を
報告書にまとめ、ｗｅｂ上で公開。

(2)⑥エ）ａ）

森林ＧＩＳの整備

農林水産省

2005年度まで

◎補助事業により、都道府県における林況、
施業履歴等森林に関する多様な情報を一元
管理できる森林ＧＩＳ構築のための支援を行
い、2004年度末までに、おおむね８割にあた
る都道府県において森林ＧＩＳが整備される
予定。

(２)⑥エ）ｂ）

全国109水系における観測情報や環境情報のＧＩＳ化 国土交通省
及び情報提供

2005年度まで

◎平成14年12月に水情報国土データ管理セ
ンターの運用を開始し、水文・水質に関する
観測情報や河川環境情報をインターネットを
通じて情報提供を実施。15年２月よりダム環
境データベースの運用を開始し、ダム湖周
辺に生息する生物情報等の提供を実施した
ところ。平成16年度はさらなる改良につい
て、検討中。

(２)⑦イ）

情報収集体制の高度化

内閣府
関係府省

2005年度まで

（内閣府）
◎人工衛星等を活用した被害早期把握シス
テムについて、政府の新しい地球観測衛星
の打上げ等に合わせ、対応可能な衛星・
レーダ等の拡充や被災状況把握の精度向
上を進める。

(２)⑦ウ）

的確で効果的な住民等への情報提供

内閣府
関係府省

2005年度まで

（内閣府）
◎市民や企業の平素からの防災力向上を
目的に、2004年10月にまとめられた「民間と
市場の力を活かした防災戦略の基本的提
言」において、2005年度までに防災情報共
有プラットフォーム、防災情報ポータルサイト
を構築することを位置付け、その整備を推
進。

(２)⑦エ）

信頼性の高い大容量データ通信体系等の整備

内閣府
関係府省

2005年度まで

（内閣府）
◎防災情報共有ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを円滑に運用す
るため以下のような信頼性の高い大容量
ﾃﾞｰﾀ通信基盤の整備推進中
1 東海地震、首都直下型地震対策の被災
想定地方公共団体10都県との映像等情報
共有ｼｽﾃﾑ整備(通信基盤は国土交通省と協
同整備)
・2003年度：4県整備(進捗率40%)
・2004年度：2県整備(進捗率60%)
・2005年度〜：4都県整備予定
2 指定行政機関23の通信大容量化(防災情
報共有に関する能力向上：伝送能力
156MBPS程度)
・2005〜7年度の3カ年で整備予定
3 指定公共機関62の通信大容量化(防災情
報共有に関する能力向上：伝送能力2MBPS
程度)
・2005〜9年度の5カ年で整備予定
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◎本年度より統合型ＧＩＳの整備費について
普通交付税措置を実施。

(２)⑦オ）

ＩＰ化に対応した防災関係データ通信回線の整備

内閣府
関係府省

2005年度まで

（内閣府）
◎防災関係ﾃﾞｰﾀ通信回線整備対象の53機
関(首都圏所在の指定行政機関22、指定公
共機関18、その他13)整備推進中
・2003年度末：指定行政機関21、その他1整
備済み(進捗率40%)
・2004年度末：指定行政機関1、指定公共機
関18、その他1の20機関を整備予定(進捗率
79%)
・2005年度：その他11を整備予定

(２)⑦カ）

防災ＧＩＳ等の整備

内閣府
関係府省

2005年まで

（内閣府）
◎GISを活用し、防災情報を共通のシステム
で共有する防災情報共有プラットフォームの
構築を検討。２００５年度までに整備。

(２)⑦キ）

気象防災情報の共有化の推進

国土交通省
関係府省

2006年度まで

（国土交通省）
◎稠密かつ精度の高い解析及び予測を行う
ための技術開発を進めると共に、総合的情
報処理システムの開発に着手し、2005年度
のシステム完成に向け作業を進めている。
また、気象等に関する情報の共有を行う情
報システムを2006年度までに整備するた
め、システムの基本仕様の検討を開始した。

(２)⑦ク）ａ）

消防防災関係情報システムの整備・連携及び充実化 総務省
関係府省

2007年度まで

（総務省）
◎国、地方公共団体、住民間での防災情報
の共有化に向け、一層幅広く情報共有を図
るため、統一的なデータフォーマットについ
て、検討を行っているところ。
◎2003年度に開発した火災報告等オンライ
ン処理システムについて、試行運用を開始し
たところ。
◎2003年12月より「地域における情報化の
推進に関する検討会」を開催しており、2005
年３月に最終報告を取りまとめる予定

(２)⑦ク）ｂ）

消防防災情報通信ネットワークの高度化・高機能化

概 ね 2016 年 度 を 目 （総務省）
途
◎映像情報、データ情報の共有を充実する
ため、地域衛星通信ネットワークの第二世代
化を推進。2004年度においては、消防大学
校の映像送受信設備、一斉指令装置等の
第二世代化に向けた改修を実施していると
ころ。
◎消防救急無線のデジタル化に向け、広域
整備のあり方等について検討しているとこ
ろ。
◎2003年度に引き続き、2004年度において
も、市町村防災行政無線（同報系）のデジタ
ル化を推進しているところ。
◎地方公共団体と連携して情報共有のため
のネットワーク及びシステムを整備するた
め、地域公共ネットワークの活用等の活用
について検討を行っているところ。

(２)⑦ク）ｃ）

ＩＴを活用した消防防災活動の高度化及び災害応急シ 総務省
ステムの整備
関係府省

2005年度まで

（総務省）
◎特殊災害対応システムや、消防活動が困
難な空間における活動支援システムなど、
消防防災システムの研究開発等を2003年度
に引き続き2004年度においても実施中。

(２)⑦ケ）

火山活動をリアルにシミュレーションするシステムの
開発

国土交通省

2004年度まで

◎浅間山等において、時々刻々と変化する
火山現象に応じて地形の変化や火山噴出
物の物性、量、範囲等を入力すると影響範
囲等を予測するシステムを構築中

(２)⑦コ）

高度即時的地震情報伝達網の実用化

文部科学省
関係府省

今後4年間

（文部科学省）
◎2003年度から、防災教育支援システム
（学童や教職員用）の研究開発など、合計14
分野についてプロトタイプを開発中。特に防
災教育支援システムについてはプロトタイプ
を仙台市立長町小学校に設置し、実証実験
を実施中。また、気象庁から発信される緊急
地震速報に対する関連機器の制御や、人に
対する効果的な警告手法の検討を実施中。

総務省
関係府省
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５．高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保
重点計画該当
施策名
部分
（1）②ア）
防衛庁における緊急対処体制の整備

防衛庁

2004年度も引き続き ◎2001年度から、情報の重要度に基づいた
強固なネットワークを構築しているところであ
り、2002年度より、そのネットワークの一部を
運用開始するとともに、当該ネットワークを
一元的に監視・統制等を行う組織を新設。
2004年度も引き続き保全管理機能の充実を
図っている。

（1）②イ）

防衛庁が発注する情報システムの情報セキュリティ
確保

防衛庁

2004年度から

◎情報システムの調達における情報セキュ
リティ制度を2003年度末に整備。2004年度
から情報システムの調達に際しては、発注
先企業に情報セキュリティ体制を構築させる
契約を締結している。

（２）②

重要インフラ防護に関する調査・検討

内閣官房
関係府省

2004年度

（内閣官房）
◎本年情報セキュリティ専門調査会情報セ
キュリティ基本問題委員会において重要イン
フラの情報セキュリティ対策のあり方につい
て第二分科会において検討を進めることを
決定。

（２）③ア）

産業界との連携の強化

警察庁

2004年度まで

◎2004年５月に、在京の自治体を対象とした
「情報セキュリティ技術セミナー」を開催し、
セキュリティ情報の提供、協力の要請等を実
施。
◎サイバーテロ対策における企業間の連携
を促進するため、都府県警察にサイバーテ
ロ対策連絡協議会を設置し、情報セキュリ
ティに関する情報提供及び情報共有を推進
中。
◎重要インフラ事業者等と「メーリングリスト」
による迅速な情報共有を実施中。
◎警察庁・都道府県警察のサイバーテロ対
策担当者が重要インフラ事業者等を訪問し、
「我が国におけるインターネット治安情勢」に
ついて四半期報や月報としてまとめた分析
結果等を提供し、情報セキュリティ意識の向
上を図るとともに、サイバーテロ対策の自主
的な取組みの強化等の要請を実施中。

（２）③イ）

緊急時連絡・連携体制の強化

総務省

2004年度

◎Telecom-ISAC Japan（2002年7月設立）と
総務省との連絡･連携体制の強化に加え、
2004年1月に独立行政法人通信総合研究所
（2004年4月からは独立行政法人情報通信
研究機構）内に設立された情報セキュリティ
センターとの連携体制について検討を実施。
この体制を活用し、昨年8月に発生した「ブラ
スター」をはじめとするセキュリティ侵害事案
から情報通信ネットワークの保護するための
取組みを連携して実施。

（２）③ウ）

産業界との連携の強化

経済産業省

2004年度まで

◎ソフトウエア等の脆弱性関連情報の発
見、報告、対策、公表といった取扱いにおい
て、発見者やソフトウエア製品開発者等の関
係者がとるべき行動を推奨するルール・枠
組みを整備し、2004年7月から本スキーム運
用を開始したところ。９月末までに届出の
あった９２件の脆弱性について関係者への
通知・調整等を行った。

（２）④ア）

サイバーテロ関連情報の収集及び分析能力の強化

警察庁

2004年度まで

◎警察庁・都道府県警察のサイバーテロ対
策要員の技術及び緊急対処能力向上のた
めの教育・訓練を実施中。
◎サイバー犯罪対策用資機材、訓練環境等
を整備・増強し、サイバーテロに対する緊急
対処能力の強化を推進中。
◎情報収集及び分析能力の強化のため、
FIRST加入に向けて準備中。

（２）④イ）

サイバーテロ対策を推進する体制の充実強化

警察庁

2004年度まで

◎2004年４月、警察におけるサイバーテロ対
策を推進する体制の充実強化のため、各管
区警察局に平素におけるサイバーテロ体制
の整備を指示したほか、全国の都道府県警
察に対して、サイバーテロ対策プロジェクト
の改組及び事案発生時の緊急対処体制の
確立等を指示し、各種体制の確立を推進
中。

担当省庁
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スケジュール

進捗状況

（２）⑤

電力分野における情報セキュリティ対策の強化

経済産業省

2004年度中

◎電力分野における情報セキュリティ対策に
ついて、電力事業者及び関係機関との協
力・連携のもと、情報セキュリティに関する最
新技術に基づくサイバーテロ演習を実施中。

（３）①イ）

広報啓発活動による情報セキュリティ意識の向上

警察庁

2004年度まで

◎都道府県警察において情報セキュリティコ
ミュニティセンターの有効活用等を通じ、教
育関係者、地方公共団体職員、一般国民等
に対し、サイバー犯罪の予防のための助言・
指導を行い、自主的な情報セキュリティ対策
を促すための情報提供を推進中。
◎行政機関、学校等教育機関及び産業界
が、新たな体制で情報セキュリティ対策を講
じる時期に合わせ、2004年４月、全国警察を
挙げてサイバー犯罪防止のための広報啓発
を重点的に実施。
◎警察庁セキュリティポータルサイト（＠
police）を開設し、警察が蓄積しているセキュ
リティ関連情報等を国民に広く提供している
のに加え、インターネット定点観測情報を一
時間に一回の更新間隔で公開しタイムリー
な不正なアクセス状況等の情報を国民に提
供中。

（３）①ウ）

産業界と連携した広報啓発活動の推進

警察庁

2005年度まで

◎2001年に設置した、情報セキュリティの有
識者らで構成する「総合セキュリティ対策会
議」を2004年も定期的に開催し、産業界等と
政府機関の連携の在り方、特に警察に係る
連携の在り方等について検討中。
◎都道府県警察において、サイバー犯罪情
勢や犯罪手口等の犯罪実態に係る情報交
換を行うためのプロバイダ等連絡協議会を
設置し、情報セキュリティの現状に係る情報
提供等を実施中。
◎情報セキュリティ意識の向上のための各
種広報啓発に資するため、不正アクセス行
為等のサイバー犯罪の実態及びその対策
状況と、アクセス制御機能に関する技術研
究開発状況の調査を2004年度も実施中。

（３）①エ）

情報セキュリティに関する周知・啓発活動の推進

総務省

2004年度まで

◎2003年3月より「国民のための情報セキュ
リティサイト」を開設。現在、情報通信の利用
動向及び情報セキュリティ状況を踏まえつ
つ、同サイトのコンテンツの更新を図るため
の検討を実施中。
無線LANのセキュリティに関する調査研究に
着手し、2004年４月にガイドラインを公表。

（３）①オ）

不正アクセス対策・ウイルス対策等に関する普及啓
発活動の推進

経済産業省

2004年度まで

◎社会全体のセキュリティレベルを向上する
ことを目的として、情報処理推進機構（IPA）
やJPCERTコーディネーションセンターを通じ
て、情報システムの管理者等を対象とした不
正アクセス対策、コンピュータウイルス対策
等ついての普及啓発活動を実施していると
ころ。また、一般ユーザを対象としてNPO日
本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）や警
察庁、各地のNPO等の共催者と協力のもと
全国で「インターネット安全教室」を開催し
た。

（３）①カ）

情報セキュリティに係る制度の普及促進

経済産業省

2004年度まで

◎情報セキュリティ監査制度、ＩＳＭＳ適合性
評価制度、電子署名等、情報セキュリティに
関する各種セミナーを各地で開催、情報セ
キュリティ総合戦略の実現に係る諸制度の
普及促進を実施中。

（３）②ア）

電気通信基盤充実臨時措置法による税制優遇措置 総務省
等の支援

2004年度

◎「信頼性向上施設」の導入を行う電気通信
事業者に対し、電気通信基盤充実臨時措置
法による税制優遇措置等の支援を実施中。

（３）②イ）

「ネットワークセキュリティ維持装置」を購入した場合
の税制優遇措置

2004年度

◎ネットワークセキュリティ維持税制（地方
税）によりネットワークセキュリティ維持装置
（多機能型ファイアウォール装置等）を購入
した場合の税制優遇措置を実施。

総務省
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（３）③

情報通信ネットワークにおける情報セキュリティ評価 総務省
手法の確立

2004年度まで

◎電気通信事業者のための情報セキュリ
ティマネジメント基準を検討し、ＩＴＵに対し提
案を行い２００４年７月に国際標準化完了。
◎情報通信ネットワークに関してセキュリ
ティ評価項目等についての調査研究を行
い、電気通信事業者における情報セキュリ
ティ対策レベルの評価手法を確立中。

（３）④

安全性・信頼性の高い製品の提供促進

経済産業省

2005年度まで

◎引き続き、情報セキュリティの確保に配慮
した多様な製品の提供を促進するため、情
報セキュリティ評価・認証制度の円滑な運
用、普及啓発を行うとともに、ISO/IEC15408
に詳細が記載されていない情報システムの
評価手法について国際標準を策定作業を引
き続き実施。

（３）⑤

ソフトウェアの欠陥に対する対処の促進

経済産業省

2005年度まで

◎本年６月に、ソフトウェアの欠陥に対する
修正手段の速やかな提供がなされるような
環境を整備すること等を目的として、情報シ
ステム等の脆弱性情報の取扱いにおける法
律面の調査を実施した。

（３）⑥

企業経営におけるIT事故対応策の検討

経済産業省

2004年度中

◎情報セキュリティを適正なレベルで確保す
る構造（情報セキュリティガバナンス）を企
業・社会に実装するための方策を検討する
ため、2004年9月に「企業における情報セ
キュリティガバナンスのあり方に関する研究
会」を設置し、検討を開始したところ。

（４）①

刑事基本法制等の整備

警察庁
総務省
法務省
外務省
経済産業省

2005年度までのでき （警察庁）
るだけ早い時期
◎サイバー犯罪条約の締結に向け、関係法
令の整備を検討中。
（法務省）
◎2004年2月，犯罪の国際化及び組織化並
びに情報処理の高度化に対処するための刑
法等の一部を改正する法律案を第159回国
会に提出し，継続審議中。
（総務省）
◎サイバー犯罪に関する条約を担保するた
め、2004年通常国会に「電波法及び有線電
気通信法の一部を改正する法律案」を提
出、可決・成立、5月19日(平成16年法律第
47号)公布、6月8日施行。

（４）②

暗号技術評価の推進

総務省
経済産業省

2004年度も引き続き （総務省）
◎総務省及び経済産業省において、専門家
による検討会（CRYPTREC)を通じて暗号技
術の評価を実施（オブザーバとして内閣官
房、警察庁、防衛庁、法務省、外務省、財務
省が参加）し、2003年2月に「電子政府推奨
暗号リスト」を公表。現在、CRYPTRECにお
いて電子政府推奨暗号の継続的な安全性
及び信頼性確保のための監視活動と暗号
技術動向の調査・検討を実施するとともに、
暗号モジュールの評価基準作成のため検討
中。
（経済産業省）
◎引き続き電子政府推奨暗号の監視、電子
政府推奨暗号の安全性及び信頼性確保の
ための調査・検討、暗号モジュール評価基
準の作成等を実施する。

（４）③

脆弱性関連情報の円滑な流通のための体制づくり

経済産業省

（５）①ア）

捜査手続のための電磁的記録の解析技術に関する 警察庁
調査検討等
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2004年度まで

◎ソフトウエア等の脆弱性関連情報の発
見、報告、対策、公表といった取扱いにおい
て、発見者やソフトウエア製品開発者等の関
係者がとるべき行動を推奨するルール・枠
組みを整備し、2004年7月から本スキーム運
用を開始したところ。９月末までに届出の
あった９２件の脆弱性について関係者への
通知・調整等を行った。

2004年度まで

◎電磁的記録解析に係る捜査技術に関する
情報をとりまとめ、部内におけるコンピュータ
フォレンジック（コンピュータ法科学）の基礎
を確立、これに基づいた解析作業を実施
中。

（５）①イ）

サイバー攻撃に対する対処手法の実証的研究

防衛庁

2004年度まで

◎昨年度までに構築した試験装置等を用
い、サイバー攻撃に対する対処手法の不正
アクセスの検知精度向上について試験評価
を実施。

（５）②ア）

各種情報システムの防御、ログ保全等に係る技術に 警察庁
関する研究開発

2004年度まで

◎2001年度から、コンピュータ防御技術・情
報収集に関する研究を推進中。

（５）②イ）

情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保に 総務省
向けた総合的な研究開発

2006年度まで

◎情報通信ネットワークの安全性及び信頼
性の確保に向けて、次の研究開発を実施し
ているところ。
・ネットワークセキュリティ基盤技術の推進
（2001年度〜）
・コンピュータウイルス等に関する研究基盤
の構築（2003年度〜）
・高度ネットワーク認証基盤技術に関する研
究開発（2004年度〜）
・タイムスタンプ・プラットフォーム技術の研
究開発（2003年度〜）
・量子情報通信技術の研究開発（2001年度
〜）
また、未知のサイバー攻撃を短期間に分析
するための脆弱性情報収集管理装置、不正
アクセスを再現実験する装置や被災者情報
登録検索システム等について必要となる機
能を実現した。さらに、情報ネットワークに緊
急事案が発生した場合の対応や、大規模災
害時の被災者情報の登録検索などのデモ
実験を実施し、各種機能を検証した。

（５）②ウ）

情報セキュリティに関する基盤技術の研究開発

経済産業省

2004年度まで

◎電子文書の真正性などを担保するための
公開鍵暗号技術基盤（ＰＫＩ）等認証関連技
術、重要インフラをサイバーテロの脅威から
保護するための調査研究、セキュアＯＳ構築
に向けての調査研究等、バイオメトリクス関
連標準の相互運用性試験技術の開発等に
ついての検討を進めているところ。

（６）①イ）

サイバー犯罪対策に係る人的基盤の整備

警察庁

2004年度まで

◎都道府県警察において、サイバー犯罪捜
査官を新規採用・配置するほか、サイバー
パトロールモニターを民間へ委嘱して民間と
の協力体制を構築するなど、サイバー犯罪
捜査の体制整備を実施中。
◎2004年11月から2005年２月までの間、サ
イバー犯罪捜査官等を対象として、不正アク
セス事犯等のサイバー犯罪捜査に必要な最
新の技術知識等を習得させるための研修を
実施予定。
（※注釈：2004年11月下旬より研修開始。）
◎2004年度、不正アクセス事犯等のサイ
バー犯罪捜査に必要な捜査システムを整備
した。また、2005年度以降のシステムの高度
化に向け作業中。
◎2004年４月、警察庁に情報技術犯罪対策
課を設置し、全国警察におけるサイバー犯
罪捜査の指導調整・捜査共助を推進するほ
か、サイバー空間における犯罪の防止に取
り組んでいる。
◎情報技術解析業務を担当する職員に対し
て教養を実施中。
◎サイバー犯罪技術対策要員に対して、民
間の最先端の技術を習得させるため教養・
訓練を実施中。
◎警察通信に関するセキュリティ確保を担当
する職員に対して教養を実施中。

（６）①ウ）

防衛庁における情報セキュリティ等に係る人材教育

防衛庁

2004年度

◎2000年度から、当該分野の最先端である
米国のコンピュータ緊急対処チーム／調整
センター等へ要員を派遣しており、その成果
を緊急事態対処等の各種機能を有した組織
等に反映。
◎情報セキュリティ監査要員に対し、ＩＳＭＳ
適合性評価制度の審査員養成コースの研
修を毎年実施。

（６）②ア）

情報セキュリティ人材育成のための研修の支援

総務省

2005年度まで

◎情報通信セキュリティ人材育成センターの
開設に必要な設備等の整備を補助すること
とし、本年度１件の補助金交付を決定済。
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（６）②イ）

情報セキュリティ人材の育成･活用

経済産業省

2005年度まで

◎情報セキュリティ対策の実践に責任を持
つ管理者について、毎年２０００名以上（１５０
名平均×全国１５カ所）を目標に、育成を
行っているところ。

（６）③ア）

情報セキュリティに関する専門家の育成

総務省

2004年度

◎民間団体において、情報通信サービスを
提供する事業者に配置する情報セキュリティ
マネジメントの専門家を育成するため、「ネッ
トワーク情報セキュリティマネジャー(NISM)」
の資格認定を実施中。

（６）③イ）

情報セキュリティマネジメント専門家等の育成

経済産業省

2004年度まで

◎（財）日本情報処理開発協会において、ＩＳ
ＭＳ適合性評価制度におけるＩＳＭＳ審査員
等について、毎年700名程度育成を行う予
定。現在まで約１７００名が登録済み。

（６）④

情報セキュリティ評価技術者の育成

経済産業省

2004年度まで

◎（独）情報処理推進機構において、情報技
術セキュリティ評価・認証制度に基づくセ
キュリティ設計書の作成基礎講座を開催。今
年度２回開催し、約８０名が参加した。

（６）⑤

大学・大学院における情報セキュリティ人材の育成

文部科学省

2004年度

◎2004年度は大阪大学、早稲田大学、中央
大学に加え工学院大学において情報セキュ
リティ分野の人材養成プログラムを実施して
いる。

（７）①

サイバー犯罪対策に係る国際連携強化

警察庁
総務省
外務省
法務省
経済産業省

2004年度

（警察庁）
◎2004年５月、アメリカにおいて開催された
G8司法・内務閣僚級会合において、重要イ
ンフラ防護のための官民協力及びサイバー
犯罪捜査のための24時間コンタクトポイント
ネットワークの拡張・強化等についての検討
を実施。
◎2004年度に、韓国（７月）、ベトナム（８月）
等、アジア各国警察を訪問するなど、サイ
バー犯罪に係る国際捜査協力を促進するた
めの意見交換を実施。
（法務省）
◎Ｇ8リヨン・グループのハイテク犯罪サブグ
ループにおいて行われているハイテク犯罪
に関する迅速な捜査協力のためのルール作
り等について積極的に貢献。
◎2004年5月，米国で開催されたＧ8司法内
務閣僚会合において，サイバー犯罪の防止
と抑圧のため，Ｇ8が中心となり，国連等の
国際機関との連携を保ちながら国際社会に
働きかけていくことの重要性が確認された。
（総務省）
◎サイバー犯罪に関する条約を担保するた
め、2004年通常国会に「電波法及び有線電
気通信法の一部を改正する法律案」を提
出、可決・成立、5月19日(平成16年法律第
47号)公布、6月8日施行。

（７）②

各国警察機関との連携強化

警察庁

2004年度中

◎2005年2月、第５回アジア地域サイバー犯
罪捜査技術会議の日本での開催に向けて
準備中。（※注釈：2005年２月に日本にて開
催）
参加予定国・地域は日本を含むアジア地域
の９ヶ国１地域。今後、他の国からの参加も
見込まれることから本施策を継続。

（７）③

米国国防総省等との連携強化

防衛庁

2004年度

◎2000年度から、米軍等との間で技術的な
意見交換を実施しているが、2003年10月に
も米国国防総省との間でＩＴフォーラムを実
施。2004年度も引き続き意見交換を実施し
ており、米国国防総省との間でＩＴフォーラム
を実施予定。
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（７）④ア）

Telecom-ISAC Japanと諸外国関係機関との連携推
進

総務省

2004年度

◎日中韓情報通信大臣会合（2003年9月、
2004年7月）、APEC電気通信・情報WG会合
(2004年3月)等を踏まえ、Telecom-ISAC
Japanと韓国等諸外国の関係機関との連携
に向けた取組みを推進。2004年5月には、
Telecom-ISAC Japan主催により、韓国・シン
ガポール・オーストラリアのセキュリティ関連
団体からの代表を交えて開催された「情報セ
キュリティセミナー」への支援を実施。

（７）④イ）

JPCERT/CCと関係諸機関との連携強化等

経済産業省

2004年度中

◎JPCERT/CCにおいては、関係諸機関と
の連携強化としてAPCERT SC (4月)、FIRST
カンファレンス(6月)、APEC TEL(9月)、APT
(アジア太平洋電気通信共同体) ワークショッ
プ(9月)等の国際会議に参画し脆弱性ハンド
リングや不正アクセス対策等に関する意見
交換を行うと共に、CNCERT/CC（中国）と
MoUを締結した。

（８）①

個人情報保護の推進

内閣府
全府省

個人情報保護法の ◎平成16年4月2日に「個人情報の保護に関
全面施行（平成17年 する基本方針」を閣議決定。法の全面施行
4月1日）まで
（平成17年4月1日）に向けて、内閣府及び各
省庁は制度の広報・啓発を推進中。また、各
省庁において、それぞれの事業等の分野の
実情に応じたガイドライン等の策定・見直し
を進めるとともに、個人情報の特に適正な取
扱いの厳格な実施を確保する必要がある分
野については、各分野（医療、金融・信用、
情報通信等）ごとに法制上の措置の必要性
について検討中。

（８）②

行政機関及び独立行政法人等の保有する個人情報 総務省
の保護の推進
全府省

行政機関個人情報
保護法及び独立行
政法人等個人情報
保護法の施行（平成
17年４月１日）まで

◎行政機関個人情報保護法等関係法律の
施行令（2003年12月公布）を制定済み。
◎法の円滑な施行に向け、
・安全確保のためのガイドラインを策定済
み。これを受けて各府省等において、個人情
報の適切な管理に関する定め等を整備中。
・その他、法令の運用の手引きなどを作成
中。
・各府省及び関係機関への法の周知徹底を
図るとともに、各府省等において職員研修を
引き続き実施。

Ⅳ． 横断的な課題
１．研究開発の推進
重点計画該当
施策名
担当省庁
部分
（１）③
時間的・空間的に周波数の有効利用を可能とする技 総務省
術の開発

スケジュール

進捗状況

2011年

◎時間的・空間的に周波数の有効利用を可
能とする技術のベースとなるソフトウェア無
線に関する要素技術を確立するための試作
機を製作し、検討を行っているところ。

（１）④ア）

1Tbit/inch2級の高密度等を実現する光記録技術の 経済産業省
開発

2006年度

◎1Tbit/inch2級の高密度等を実現するた
め、基盤技術、媒体技術、記録再生技術の
開発を2002年度から着手し、2004年度も継
続実施中。

（１）⑤ア）

無線機器用のデバイスに関する技術開発

2006年度

◎超小型無線端末については、2004年10月
時点で世界最速の伝送速度324メガビット毎
秒を実現する無線LAN端末のプロトタイプを
開発し、ノイズのないハイビジョン動画像の
伝送実験に成功。
◎高周波デバイスについては、窒化ガリウ
ムを用いて、より低消費電力でかつ高効率・
高出力な高周波デバイスの基盤技術開発を
2002年度から着手し、2ＧＨｚにおいて世界最
高水準の出力のデバイスを実現。2004年度
は引き続き高出力、高効率、高信頼性を目
指して実施中。

文部科学省
経済産業省

47

（１）⑤イ）

フォトニックネットワークのキーデバイス技術の研究 文部科学省
開発
経済産業省

2006年度

◎フォトニックネットワークのキーデバイス技
術については、フォトニック結晶光導波路に
おいて世界最小レベルの伝搬損失を実現
（2004年2月）。また、スループット100Tbps、
ノード切替時間1m秒の電子制御型ノード装
置を実現するために必要となる光スイッチ、
光波長変換器、光合分波器、波長可変/多
波長光源及び光増幅器等の開発を2002年
度から着手し、2004年度も引き続き実施中。
オンオフ技術については、半導体デバイスと
して世界最高速を実現した光スイッチを用い
た多重分割送受信及び復元において、
160Gbit/s-8波多重140km無中継伝送に成
功（2003年9月）。
◎次世代フォトニックネットワークのキーデ
バイスの実現に向けて、量子暗号通信に必
要不可欠な、通信波長帯における単一光子
発生素子の開発を世界で初めて実現した。

（１）⑤ウ）

新原理・新技術を用いたデバイス技術の開発

2006年度

（文部科学省）
◎ハードディスク技術については、垂直磁気
記録方式として世界最高の記録密度である
１インチサイズのハードディスクドライブの試
作に成功。
◎メモリデバイス技術については、メモリデ
バイスの超大容量化、低消費電力化につな
がる、従来より二桁小さい電力での金属磁
性メモリ素子のスピン注入磁化反転方式に
よる書き込みに世界で初めて成功した。
（経済産業省）
◎携帯用燃料電池の技術開発、標準化調
査及びインクジェット法による回路基盤製造
技術の開発を2003年度から着手し、2004年
度も引き続き実施中。

（１）⑧ア）

次世代の超高速、高機能な研究開発テストベッドネッ 総務省
トワークの整備

2007年度

◎次世代の超高速、高機能な研究開発テス
トベッドネットワークを基盤とする研究開発環
境を整備中。併せてテストベッドネットワーク
を活用した応用技術の研究開発を推進中。

（２）①ア）

高信頼・高品質なサービス提供のためのグリッドミド 経済産業省
ルウェア開発

2005年度

◎複数サイト間でビジネスグリッドコンピュー
ティングを実現するミドルウェアを開発中。ま
た、ユーザと協力した実証実験を開始。

（２）①オ）

次世代に向けたソフトウェア技術開発力の強化

経済産業省

2006年度

◎2003年度までに、２９本のソフトウェア開発
支援を実施。2004年度前期には２本のソフト
ウェア開発支援を実施し、後期も公募を実施
し、現在、審査中。

（２）①カ）

オープンソースソフトウェアの開発等の促進

経済産業省

2006年度

◎2004年度前期は６件のソフトウェア開発支
援を実施。後期にも公募を行い、現在、審査
中。また、学校へのデスクトップＯＳＳ導入に
ついて公募を行い、現在、審査中。

（２）①キ）

高信頼ソフトウェア作成等の基盤となるソフトウェアの 文部科学省
開発

2007年度

◎2003年度に実施した組込みソフトウェアの
自動生成に資するツールの開発・評価を踏
まえ、実規模問題への適用を目指したツー
ルのプロトタイプを開発した。また、ストレー
ジの遠隔データコピー機能を利用して、リ
モートサイトでデータベースの前方回復処理
を行うディザスタリカバリ技術の機能仕様設
計等を行った。

（２）①ク）

高精細３次元映像化ソフトウェア技術等の研究開発

文部科学省

2008年度

◎文化財の３次元映像アーカイブの分野と、
教育機関におけるアーカイブの利活用の分
野で課題をそれぞれ選定し、ソフトウェア技
術等の開発に着手した。

（２）③ア）

ヒューマンコミュニケーション技術の研究開発

総務省

2005年度

◎言語処理技術、コンテンツ融合技術およ
びユニバーサルユーザ利用技術の実証の
ためのシステム構築を実施中。ユビキタス環
境下での実証実験を開始。また、言語処理
技術では多言語コーパスの整備、アジアを
軸とした国際展開を実施。

文部科学省
経済産業省
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（２）③イ）

次世代ディスプレイの開発

経済産業省

2006年度

◎高機能液晶ディスプレイの開発に必要とさ
れる要素技術の開発を2001年度から着手
し、引き続き2004年度も実施中。また、プラ
ズマディスプレイの低消費電力化技術及び
革新的生産プロセス技術の開発を2003年度
から着手し、2004年度も引き続き実施中。有
機ＥＬにおいては、実用化に向け必要な要素
技術の開発を2002年度から着手し、2004年
度も引き続き実施中。

（３）①

電子タグに関する研究開発

総務省
経済産業省

2007年度

◎高度利活用策については、異なるプラット
フォーム間において電子タグ情報を交換・管
理する技術、電子タグＩＤとネットワークを関
係づける技術及びセキュリティ制御技術等
について研究開発を実施中。
◎価格低減策については、２００４年８月に
委託先企業を決定し、具体的な技術開発に
着手。
◎産業界への導入策については、公募の結
果、７事業分野における実証実験に着手。

（３）②

安全な電子タグ利用のためのガイドラインの策定

総務省
経済産業省
関係府省

2004年度

総務省及び経済産業省が共同で「電子タグ
に関するプライバシー保護ガイドライン」を策
定・公表。（２００４年６月８日）

２．ＩＴを軸とした新たな国際関係の展開
重点計画該当
施策名
部分
（４）⑬
知的財産保護に係る体制の強化

担当省庁
警察庁

スケジュール
2004年度まで

進捗状況
◎2004年3月、東京で開催された「不正商品
対策協議会アジア知的財産権シンポジウム
2004」において、権利者団体と連携した広報
啓発活動を実施。
◎2004年4月、ICPO本部で開催された知的
財産権侵害事犯に関する会議に出席し、参
加各国と情報交換を実施するとともに、今後
の国際レベルの協力関係の構築等について
意見交換を実施。
◎2004年5月、中国の公安部において、知的
財産権侵害事犯に関する情報交換等を実
施し、両国捜査機関の連携強化を実施。
◎2004年5月、京都で開催された「平成16年
度不正商品防止キャンペーンほんと？ホン
ト！フェアin京都」において、権利者団体と連
携した広報啓発活動を実施。
◎2004年7月、大韓民国警察庁で開催され
た日韓ICPO実務担当者会議に出席し、韓国
捜査当局と知的財産権に関する現状と対策
について情報交換を実施し、両国の連携強
化を実施。
◎2004年10月、愛媛で開催された「第16回
全国生涯学習フェスティバルまなびピア
2004」において、権利者団体と連携した広報
啓発活動を実施。

（７）①ア）

アジア・ブロードバンド・プラットフォーム構築に向けた 総務省
取組

2004年度も引き続き ◎2003年度から、日本とフィリピン、ベトナ
ム、タイ、マレーシア、シンガポール、インド
ネシアとの間で、アジア・ブロードバンド衛星
基盤技術に関する共同実験を実施中。
◎2003年度から国際情報通信ハブ形成のた
めの高度IT共同実験として、次世代大容量
国際IXの実現に向けた性能要件等の調査
研究、要素技術の研究開発、日本とシンガ
ポールとの間でのデジタルコンテンツの国際
間電子商取引プラットフォーム実証実験、日
本と中国との間での多言語環境で有効な機
械翻訳共通インフラ構築技術についての実
証実験を実施中。

（７）①イ）

アジア情報通信基盤共同研究の推進

2004年度も引き続き ◎アジア地域諸国の情報通信基盤の発展
のために、2004年度においても引き続きアジ
ア情報通信基盤共同研究会（AIC）を開催。
2004年4月、クアラルンプール（マレーシア）
会合を開催。2004年11月、深圳（中国）会合
を開催予定。

総務省
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（７）①ウ）

ＡＰＩＩテストベッドプロジェクトの推進

総務省

2004年度も引き続き ◎2004年9月、APEC-TEL30会合（シンガ
ポール）において、APIIテストベッドプロジェク
トの活動報告を実施。
◎2004年10月、独立行政法人情報通信研
究機構において、アジア太平洋情報通信基
盤（APII）に関する研究開発について、韓国
と共催してアジア太平洋地域から情報通信
関係の研究者を招聘し、APIIワークショップ
2004を開催予定。

（７）①エ）

ＩＰｖ６に対応した情報通信機器共同研究

経済産業省

2004年度まで

◎日中が共同し、中国において、IPv6対応
ルーター等情報通信機器を用いた実証運用
に係る研究を2002年度から実施中。2002年
度は、北京にIPv6対応機器の試験網を構
築。2003年12月には、これを上海、広州にま
で展開し、日本の試験網と接続。2004年度
は中国に適応したIPv6特有のアプリケーショ
ン6つについて、開発を加速し、実証及び成
果展示等を行う。

（７）①オ）

オープンソースソフトウェアの国際連携

経済産業省
総務省

2004年度まで

（経済産業省・総務省）
◎民間企業等が参加し、今後の日中韓の
オープンソースソフトウェア（OSS）連携協力
に関して議論を行うため、北東アジアOSS推
進フォーラムを2回開催。
（経済産業省）
◎日中韓3カ国の担当局長会議を2回開催
し、人材育成、標準化等の協力に合意。
2004年12月にソウルで第3回会議を開催予
定。
◎東南アジア諸国等を含む18カ国・地域が
参加するアジアOSSシンポジウムを、これま
でに4回開催。
（総務省）
◎2004年7月に第3回日中韓情報通信大臣
会合を開催し、日中韓におけるOSS利用・開
発の促進に関して引き続き連携をとることを
確認。

（７）①カ）

アジア・ブロードバンド衛星基盤技術の研究開発

（７）①キ）

総務省

2005年度まで

◎2003年8月からIPv6対応大規模マルチ
キャスト技術及びIPv6対応動的帯域割当・
管理技術の研究開発を開始。
◎2004年度も引き続き、上記の衛星基盤技
術の研究開発を行う。また、これらの成果に
ついて学会等で発表や提案を実施予定。

複数の国において広く使用できる交通系ＩＣカード等 国土交通省
の研究開発

2005年度まで

◎昨年度実施した東京・シンガポール・香港
での専門家会合における議論や、共通IC
カードに係る実証実験の成果を踏まえ、引き
続き実用化に向けた更なる技術的・運用的
課題を検討中。また、11月に大阪にて専門
家会合の開催を予定。

（７）①ク）

独立行政法人日本学術振興会の拠点大学交流事業 文部科学省
を通じた日韓の次世代インターネット研究

2003年度より4年間 ◎2004年5月に開催されたセミナーにおい
て、日韓約100名の研究者による討論を実
施。今年度新たに計画された共同研究テー
マにおける活動の明確な指針策定のほか、
医療や仮想現実空間技術等の異分野研究
者の交流等により幅広い新たな共同研究へ
の展開可能性を見出した。

（７）①ケ）

ドメイン名をとりまく諸課題の解決

2004年度も引き続き （総務省）
◎国連WGIG準備会合において、ドメイン名
管理を含むインターネットガバナンスに関し
寄書を提出する等、議論に貢献。

総務省
経済産業省

（総務省・経済産業省）
◎ICANN政府諮問委員会（GAC）が開催した
IPｖ6及びIDN(国際化ドメイン名)ワークショッ
プに参加し、日本の導入実績等に関する情
報提供を行う等、推進に貢献。2004年7月、
ICANN事務総長の管轄下にIDNに関する諮
問委員会を設置することが決議された。
◎DNSのIPv6完全対応に向けたGACの活動
に貢献。
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（７）②ア）

情報通信分野における標準化活動の強化

（７）②イ）

総務省

2005年度まで

◎国際標準化活動への貢献を条件とした研
究開発を、独立行政法人情報通信研究機構
の委託により実施中（新規採択は2001年度
をもって終了）。
◎2002年度以降の新規研究開発は、新設し
た戦略的情報通信研究開発制度のプログラ
ムの一つである国際技術獲得型研究開発と
して、総務省の委託により実施中。
◎IETFに対して54件、ITUに対して9件の標
準提案を提出（2004年9月現在）。

セキュアなＩＣカードに関する国際標準モデルの構築 経済産業省

2006年度まで

◎我が国が実証実験等で実績を有する多目
的利用のための規格をISOに提案し、2004
年9月から規格開発作業を開始。
◎ICカードの相互運用性評価に関しては、
互換性検証手法について検討を進めるとと
もに、評価のための標準機を開発中。
◎日米欧間の民間における高セキュリティな
ICカードシステムの確立とアジア地域でのIC
カード仕様の統一に向けた活動を支援。

（７）②ウ）

ビジネスグリッドコンピューティングの国際標準化

経済産業省

2005年度まで

◎2003年度及び2004年度秋までの開発成
果を踏まえ、GGF、OASISなどの国際標準化
活動に積極的に参加。

（９）

ＩＴ政策・制度支援ネットワーク（Do Site）の運用

総務省

2004年度も引き続き ◎2002年5月、「IT政策・制度支援ネットワー
ク（DO Site）」の運用開始。
◎コンテンツの更新・コミュニケーションエリ
アの見直しを行い、サイトの利便性を向上。
◎2003年度の総ヒット数は1,182,083。

（１０）

沖縄における情報通信産業の振興

内閣府
総務省
経済産業省

2004年度

(内閣府・総務省・経済産業省）
◎沖縄におけるデータセンター、ISP及びIX
の企業立地を促進するための税制支援制度
を継続中（2002年度より）。
◎IT高度人材育成事業を実施中（2002年度
より）。
◎IT企業等の共同利用型施設を整備中
（2002年度より）。
（内閣府）
◎沖縄電子商取引普及促進事業を実施中
（2003年度より）。
◎IT新事業創出体制強化事業を実施中
（2004年度より）。
（総務省）
◎2004年11月現在、沖縄県全市町村中、地
域インターネット導入促進基盤整備事業を39
市町村において40事業及び地域イントラネッ
ト基盤整備事業を15市町村において17事業
を実施済み。
◎沖縄国際情報特区構想の推進調査を実
施中（2004年度）。
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３．デジタル・ディバイドの是正
重点計画該当
施策名
担当省庁
部分
(２)①アb
地方公共団体等の公共サービスにおけるアクセシビ 総務省
リティ確保支援

(２)①イ

視聴覚障害者が健常者と同様に放送サービスを享受 総務省
できる環境の整備

スケジュール

進捗状況

2005年度まで

◎地方公共団体のホームページや各種公
共サービスにおけるアプリケーション等のア
クセシビリティについて、実態調査及び「公
共分野におけるアクセシビリティの確保に関
する研究会」における検討を実施中。

2007年まで

◎字幕番組等の制作費の一部について助
成を実施。また、放送局による字幕番組等
の取り組みの進捗管理を実施。
(参考 字幕付与可能な総放送時間に占め
る字幕放送時間の割合)
2002年度
2003年度
民放キー5局 28.9％ → 38.7％

(２)②ア

障害者、高齢者等の安全で円滑な移動を支援するシ 警察庁
ステムの研究開発・導入及び標準仕様策定
経済産業省
国土交通省

2006年度まで

（警察庁）
◎2004年9月末現在において30都道府県で
歩行者等支援情報通信システム(PICS)を運
用中。
（経済産業省）
◎障害者等が共通に利用でき、かつ、障害
者等にとって使いやすい利用者端末として
携帯電話への接続アダプタを用いた移動支
援システムを開発中。また、15年度作成した
試作機（PDA）による実証実験を実施。
移動支援システム及び機器の標準化の推
進について、有識者による委員会を開催し
検討しているところ。
（国土交通省）
◎バリアフリー情報や経路情報などを提供
する歩行者のためのＩＴＳについて、名古屋
都心部等において有効性を検証する実験を
実施中。

(２)④イ

ネットワーク・ヒューマン・インターフェース技術の研究 総務省
開発

2005年度まで

◎「映像が生体に与える悪影響を防止する
技術」及び「携帯電話等を用いた多言語自
動翻訳システム」に関する研究開発を実施
中。

４．社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応
重点計画該当
施策名
担当省庁
部分
（１）①イ）
高度なIT社会構築をリードする人材育成のための職 厚生労働省
業訓練の展開

スケジュール

進捗状況

2004年度も引き続き ◎産業構造の変化等を踏まえながら、民間
教育訓練機関等を活用し、通常の訓練コー
スにITの内容を盛り込みながら多様な職業
訓練を展開している。

（１）③イ）

情報通信を活用したテレワーク・SOHO 支援方策の 総務省
検討

2006年度まで

◎支援方策等に関する調査研究を2004年
度に実施。

（１）③ウ）

SOHOコーディネーターの育成支援

2004年度中

◎社団法人日本テレワーク協会運営による
ＳＯＨＯ・マイクロビジネスのビジネスマッチ
ング支援システム『受発注ドットコム』におい
て、ＳＯＨＯコーディネーター人材を育成すべ
く、e-learning機能を付加し運用中。

（２）①

インターネット上の違法・有害情報に対する対策の強 警察庁
化

2004年度以降

◎インターネットの利用に係る児童被害の防
止等に資するため、積極的な取締りを推進し
た結果、平成16年１月から６月末までに、出
会い系サイト規制法第６条（不正誘引）違反
15件を検挙するとともに、出会い系サイトを
利用した児童買春事件371件、インターネット
を利用した児童ポルノ事件33件をそれぞれ
検挙した。
◎家庭におけるフィルタリングソフトの利用を
促進するなどのために、広報啓発用リーフ
レットを作成（約90万部）し、中学生を対象に
配布した。
◎児童による出会い系サイトの利用を防止
するために民間の関係団体が行っている活
動（サイバーパトロール）に対し、出会い系サ
イト規制法の解説や技術指導等の研修によ
り支援を行っている。
◎インターネットを利用して児童が安心して
気軽に相談できる体制づくりについては、平
成17年度実施に向けて調整中。

経済産業省
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（２）②

青少年を取り巻く有害環境対策の推進

文部科学省

2004年度

◎携帯電話やパソコンの利用等について家
庭教育上留意すべき内容も含めた子育ての
ヒント集としての「家庭教育手帳」を作成し、
保護者等に配布予定。
◎2004年度より情報活用能力育成事業及び
啓発活動事業を行うモデル事業を実施中。

（２）③

インターネット上の違法・有害情報対策

総務省

2005年度まで

◎利用者がサイトの安全性を事前かつ容易
に判断できるようにするための「コンテンツ安
心マーク（仮称）制度」の創設に向け、調査
研究を実施中。

◎2004年6月から、モバイルフィルタリン
グ機能の実現に向けた研究開発を推進
中。現在、モバイルコンテンツやフィルタ
リング方式の調査・検討等を行っている
ところ。
（２）④

インターネット上の違法・有害情報に対するフィルタリ 経済産業省
ングシステムの提供
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2004年度中

◎学識経験者、ユーザー、教育関係者、プ
ロバイダー等で構成する連絡協議会を設置
し、レイティング、フィルタリングの調査研究
を実施。また、Ｗeb上でのフィルタリングソフ
トの無料配布も実施中。

