資料９

e-Japan 重点計画-2004 等に掲げられた施策の
推進状況の調査報告（2005 年春）

○
○
○
○

「e-Japan 重点計画-2004」における各分野別施策一覧表
「IT 政策パッケージ-2005」における各分野別施策一覧表
「IT 政策パッケージ-2005」（別紙）における各分野別施策一覧表
電子政府構築計画の進捗状況調査

「e-Japan重点計画-2004」における各分野別施策一覧表
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９月に「アジアを中心としたＩ
Ｔ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・内閣官房・総務省・経済産
業省）
◎2004年11月に大筋合意した日フィ
リピン経済連携協定及び2005年５月
に大筋合意した日マレーシア経済連
携協定締結交渉において、電子商取
引、人材育成等のＩＴ協力について議
論。また、交渉中の韓国、タイ、インド
ネシアとの経済連携交渉において
は、引き続き中長期的な視点に立っ
たＩＴ協力について、２国間で交渉中。
（外務省・財務省・経済産業省）
◎「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、2004年12
月にＩＴ分野におけるＯＤＡ制度実施
に係る運用基準等の明確化・透明化
を実施。
（外務省）
◎「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、ＩＴ分野に
おける案件の実施の迅速化を図るた
め、2005年２月にＯＤＡの各スキーム
における標準処理期間を策定。

（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

2008年まで

（内閣官房）
◎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。
◎2004年９月以降、ベトナムのＯＤＡ
タスクフォースとテレビ会議を８回開
催するとともに、2004年12月と2005
年４月にミッションを派遣し、ベトナム
政府とＡＩＴＩ「ＩＴ人材育成プログラム」
の具体化について協議を実施。
◎2005年４月にベトナムで円借款及
び技術協力に向けた案件形成調査
の実施が決定。本年夏までを目処に
調査結果を纏める予定。

（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・南北海底光ケーブル敷設計画、
イラク・南北基幹通信網整備計画、
市外電話交換機整備計画、カンボジ
ア・メコン地域通信基幹ネットワーク
整備計画）、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
のための施策及びブロードバンド普
及のための関連施策を実施。
◎本計画の推進等に関する協力に
ついてアジア諸国と大臣間で合意文
書に署名(タイ、マレーシア、インドネ
シア、ベトナム、カンボジア、フィリピ
ン、中国、インド）。
◎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、インド）。
◎日中韓情報通信大臣会合を３回
開催し、情報通信８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。
◎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・関係府省）
続き
◎「e-Passportの導入・活用に関する
関係府省連絡会議」主導のもと、各
省連携実証実験を2005年２月から６
月にかけて実施した。本実験におい
て、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
互換性検証試験及び相互運用性実
証実験を実施した。
（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，空海港で
の出入国審査において諸外国のＩＣ
旅券に対応する機器の開発に向け
た調査研究，実証実験を実施中であ
り，次年度運用開始に向けて準備作
業中。
（外務省）
アジア旅券政策協議を外務省が主
催し、ＩＣ化を含む旅券の偽変造対策
強化の重要性につき認識を深めた。

（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）
平成１６年秋に中国北京・上海に海
賊版専門調査員を派遣し、企業等の
相談窓口として情報収集・発信を実
施するとともに、海賊版侵害実態調
査、エンフォースメント支援などを実
施。
（外務省）
経済局国際貿易課に知的財産権侵
害対策室を設置した。
知的財産権侵害対策ﾏﾆｭｱﾙを作成
し、各在外公館に配布した。
各在外公館における担当窓口とし
て、知的財産担当官を指名した。

（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

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
（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。
◎2004年7月より、ＩＴ戦略本部情報
セキュリティ専門調査会内に「情報セ
キュリティ基本問題委員会」を設置し
検討。「政府自身の情報セキュリティ
対策の強化」についての方策を提言
（2004年11月16日）。
◎2004年12月7日に「情報セキュリ
ティ問題に取り組む政府の役割・機
能の見直しについて」をＩＴ戦略本部
決定し、「情報セキュリティ政策会議
（仮称）」の設置と「国家情報セキュリ
ティセンター（仮称）」の設置について
決定。
(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。

(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

◎地方公共団体の職員が日常業務
において最低限必要となる個人情報
保護・情報セキュリティの基礎知識を
まとめたハンドブックを2005年３月に
作成した。
◎地方公共団体セキュリティ監査ガ
イドラインで提示した「地方公共団体
情報セキュリティ管理基準」につい
て、コントロール（管理目標）ごとに、
趣旨、説明、監査実施例、監査証拠
等を付した解説書を2005年２月に作
成した。
◎地方公共団体のセキュリティ対策
を支援するための組織として、有識
者、地方公共団体、民間の専門企
業、関連団体等による「地方公共団
体セキュリティ対策支援フォーラム」
が2004年５月に発足。総務省として
も本フォーラムの活動を支援してい
る。

(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

（内閣官房）
◎2004年10月26日より、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
ラにおける情報セキュリティ対策のあ
り方について」を課題とした「第２次提
言」の検討を開始（2005年4月22日に
「第２次提言」を確定・公表）。
（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。
（経済産業省）
◎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・連携のもとサイ
バーテロ演習を実施した。

(２)①エ)

民間の情報セキュリティ強化

総務省
経済産業省

2004年中

（総務省）◎IT戦略本部 情報セキュ
リティ基本問題員会(第2分科会)にお
ける検討を経て、2005年4月に、重要
インフラにおける情報セキュリティ確
保に向けた提言を公表された（実施
済み）。
（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。

(２)①オ)ⅰ)

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

◎2004年9月に各府省庁の情報セ
キュリティ対策職員を対象に研修を
実施。

(２)①オ)ⅱ)

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

（内閣官房）
◎2005年3月30日に内閣官房が主催
し、総務省及び経済産業省の共催で
「重要インフラ対策に関するワーク
ショップ」を開催。
（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。
（外務省）
◎2004年10月、外務省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「外
交と暗号（2004年度電子政府利用促
進週間に寄せて〜）」と題し、特別寄
稿を掲載し、国民・省員向けの啓発・
広報活動を実施した。
（経済産業省）
◎一般利用者向けの「インターネット
安全教室」を開催。

(２)②ア)

パスポートのＩＣ化の推進

内閣官房
外務省
法務省
関係府省

2005年度中

（内閣官房・関係府省）
◎「e-Passportの導入・活用に関する
関係府省連絡会議」主導のもと、IC
旅券導入時の実際の業務等検証を
目的とした各省連携実証実験を成田
国際空港等において2005年2月から
6月にかけて実施した。
（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
国審査において我が国のIC旅券に
対応する機器の開発に向けた調査
研究，実証実験を実施中であり，本
年度は試行運用を実施予定。
（外務省）
◎顔画像を電磁的方法により記録す
ることを可能とする改正旅券法が、６
月３日に可決、成立した。２００５年度
中のＩＣ旅券の導入を目指し、準備を
進めている。
（国土交通省）
◎関係府省と連携し、パスポートがＩ
Ｃ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
中。

(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」において、券
面デザイン、ICカード・入退館アプリ
ケーションの技術仕様等を定めた詳
細な共通仕様の策定を2004年12月
に完了している。
◎2005年は実際の導入・運用に向け
た作業を実施しており、2005年3月に
は、各省における実際の運用に資す
る為、運用ガイドラインを策定した。
なお、先行府省においては、2005年
度導入に向け予算を確保しており、
各省個別部分の仕様検討等準備を
進めている。

(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
ついては、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
システムであり、2004年から防災情
報共有プラットホーム検討会で検討
し開発している。
(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、携
帯電話からの電子メールによる１１９
番通報を実現するシステム等につい
て、結論を得た。
◎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2005年3月末に
答申。
（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。

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を作
成。２００４年度は、カリキュラムの補
充、強化を行うとともに、全国１７機
関で実証講座を実施。

(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

◎コンテンツクリエイタのためのカリ
キュラム・スキルマップを策定し、平
成１６年度は実証実験を行った。

(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２
５条においてコンテンツ版バイ・ドー
ル制度が創設され、２００４年９月４日
から施行された。

担当省庁

スケジュール

進捗状況

（経済産業省）
◎平成16年6月、コンテンツ版バイ
ドールを含んだコンテンツ促進法が
成立した。同法の施行を受け、当省
では、コンテンツ版バイドールを適用
した委託契約フォーマットを策定した
ところ。
(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）
◎新たなスキームとして、財政投融
資制度（政策投資銀行：知的財産有
効活用事業）が平成１６年４月から創
設された。８月には本スキームを用
いた第１号案件が創出され、有効性
が実証され、スキームの普及促進が
図られた。
（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
の検討を実施。
（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
経済産業省

2006年度まで
2004年度以降

（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。2005年度は、各放送事業者
が、2005年3月に策定又は改訂し、
公表を行った自主基準の運用状況
等についてのフォローアップ等を実
施。
（経済産業省）
◎下請代金支払遅延等防止法の施
行を受け、15年度策定したアニメに
係る契約見本について、団体等に周
知を行った。

(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

（内閣官房）
◎「知的財産推進計画２００５」（平成
１７年６月１０日知的財産戦略本部決
定）において、関係省庁が取組むべ
き事項として定めたところ。それを受
け、関係省庁において検討を進め
た。
＜総務省＞
・ ブロードバンドサービスを利用した
放送（電気通信役務利用放送）につ
いては、文化庁著作権分科会法制
問題小委員会へ著作権法改正要望
を提出するとともに国際的な動向を
調査するなど、関係省庁における検
討に資したが、現在は具体的な検討
の段階には至っていないところ。引き
続き、国際的な動向の調査等を踏ま
え改正要望等について検討する。
・ 契約内容に関し合意に至らなかっ
た場合の解決手段等に関し検討する
とともに、文化庁著作権分科会法制
問題小委員会に対し、裁定制度に係
る著作権法改正要望を提出した。
・ 著作権法改正要望等に基づき、文
部科学省において「著作物利用の裁
定申請の手引き」が整備、公表され
た。
＜文部科学省＞
・ 放送に関する著作権の保護の在り
方については、WIPO著作権等常設
委員会において、「放送機関の保護
に関する条約（仮称）」が検討されて
おり、文化審議会著作権分科会国際
問題小委員会での検討も踏まえて積
極的に参画した。
・ 著作権者不明等により著作物の利
用許諾契約が締結できない場合に、
「著作物の裁定制度」を円滑に利用
できるよう、手続きの見直しを行い、
「著作物利用の裁定申請の手引き」
を２００５年３月に公表した。
・ 映像コンテンツのインターネット配
信に関する利用者団体協議会と権
利者団体との協議に対し情報提供な
どの支援を行った。
＜経済産業省＞
・ 著作権に係る裁定制度の実態を踏
まえ、著作権法改正の要否等につい
て検討を行う。

(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

（内閣官房）
◎「知的財産推進計画２００５」（平成
１７年６月１０日知的財産戦略本部決
定）において、関係省庁が取組むべ
き事項として定めたところ。それを受
け、関係省庁において検討を進め
た。
＜総務省＞
・ インターネット配信については、ＷＩ
ＰＯ著作権等常設委員会における視
聴覚的実演や放送機関に関する新
条約（「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、文化庁著作権分科会国際問
題小委員会における議論等も踏まえ
て積極的に参画した。
＜文部科学省＞
・ 放送に関する著作権の保護の在り
方については、ＷＩＰＯ著作権等常設
委員会において「放送機関の保護に
関する条約（仮称）」が検討されてお
り、文化審議会著作権分科会国際問
題小委員会での検討も踏まえて積極
的に参画した。

(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
会合を平成１６年９月２日に開催。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（ＷＡＲＰ）への
協力の結果、現在、同図書館により
政府機関の代表的なホームページ
（３６機関）の実験的収集が行われて
いる。

４．ＩＴ規制改革の推進
重点計画該当
施策名
部分
(２)①ア)ａ)
e-文書イニシアティブの実現

(２)①ア)ｂ)

担当省庁
内閣官房
関係府省

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

スケジュール

進捗状況

2004年度早期

◎「民間事業者等が行う書面の保存
等における情報通信の技術の利用
に関する法律」、「民間事業者等が行
う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法
律」（通称「e-文書法」）を第161回国
会に提出し、可決、成立。平成17年4
月1日に施行された。

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年度に「文書の電磁的保
存等に関する検討委員会」を設置
し、平成１７年１月１１日に「文書の電
子化を促進するための企業向けガイ
ドライン」を発表し、同５月６日に報告
書を発表した。平成１７年度は、本報
告書及び現在の技術動向を精査した
上で、必要に応じ研究開発を行う。

(２)①イ)ａ)

総会議決権行使の電子化

内閣府
法務省

2005年度末

（内閣府）
◎特定非営利活動法人の社員総会
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
進捗状況を踏まえつつ，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。

(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）
◎以下の検討結果を第２８回ＩＴ戦略
本部（平成１６年１２月７日）に報告し
たところ。
「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、同報告
を踏まえ、「保健医療福祉分野にお
けるPKI認証局証明書ポリシ」を2005
年４月に公表した。

(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。
また、タイムスタンプの利用促進を図
るため、各種セミナー等において普
及啓発活動を実施済み。
（経済産業省）
◎2005年1月20日、タイムスタンプに
係る国際規格ISO/IEC18014-1の日
本工業規格（JISX5063-1）を制定。

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

スケジュール

進捗状況

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

2005年度末までので ◎輸出入・港湾関連手続の電子化・
きる限り早期
簡素化については、関係府省の大臣
政務官による「輸出入及び港湾・空
港関連手続の電子化・簡素化に関す
る政務官会合」等において検討が進
められている。
◎CIO連絡会議幹事会において、
2005年6月3日に、輸出入及び港湾・
空港手続関係業務に係る業務・シス
テムの見直し方針を決定。本見直し
方針に基づく最適化計画を2005年12
月までに策定することとしている。
◎「1965年の国際海上交通の簡易化
に関する条約(ＦＡＬ条約)」 について
は、2005年6月15日に、その締結に
ついて国会の承認を得ており、本年
秋の締結を予定している。また、条約
を締結する際の必要な措置として、
関税法、港湾法等関係法令の改正
案についても、平成１７年度通常国
会等にて成立したところ。
◎港湾関連手続については、関係府
省共通のFAL様式の採用、入港前の
諸手続についての項目の大幅削減・
共通様式化等を行い、これらの簡易
化手続を、2005年11月までにシステ
ムで行えるよう、システム変更を進め
ているところ。

国土交通省
関係府省

2005年中

◎平成17年１月〜３月にかけて、岩
手県、埼玉県、東京都、神奈川県、
愛知県、岐阜県、大阪府及び佐賀県
の８都府県において試験運用を実
施。
◎2006年4月1日からの、電子政府の
総合窓口（e-Gov）を活用した手続の
ワンストップ化を目指し、ウェブサイト
の再構築を実施中。

（２）①イ）

自動車保有関係手続のワンストップ化

（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2004年７月末ま
討を行い、その結果 でに、テレビ会議システムの利用可
を踏まえ順次
能な手続の洗い出しや、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（一部引き続き検
討）。テレビ会議システムを導入する
省庁においては、検討体制を整備
中。

（２）②ア）

業務・システムの最適化

全府省

2005年度末まで

◎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9分野について、2005年6月30日時
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は、一部
調整中を除き策定済み。
◎2005年3月期の「国家公務員にお
ける給与の全額振込状況のフォロー
アップ調査」を実施。同調査の結果、
全額振込率は91.5%となり、前回2004
年9月実施時より4.7ポイント向上。な
お、次回は、2005年9月期を予定。

（２）③ア）

(2)④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

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年度以降も引き ◎「ベンチャー企業からのIT関連政
続き
府調達の拡大方策について」（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
度前後期において実施済。また、各
府省の取組状況について、ヒアリン
グを行った。
2004年度より

◎2004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・総務省）
◎2004年７月13日に「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。（人事院）
◎2005年２月18日に「育児を行う職
員の仕事と育児の両立支援制度の
活用に関する指針」を発出し、「管理
者及び人事担当部局は、育児を行う
職員が在宅勤務に適した業務に従
事する場合にはその希望に応じて在
宅勤務をすることが可能となるよう、
「現行制度下でのテレワーク実施に
関する考え方」（指針）を踏まえ、勤
務状況等に応じ、適切な業務遂行体
制の整備など必要な環境の整備を
進める」旨言及したところ。（人事院）
◎2005年7月15日に「勤務時間の弾
力化・多様化への提言 〜国民ニー
ズに応える公務サービスのために
〜」（多様な勤務形態に関する研究
会最終報告）において、「効率的な業
務遂行の観点から在宅勤務が有効
と考えられる業務については、積極
的に在宅勤務を活用する」、「在宅勤
務を活用しやすくするため、民間の
みなし労働時間制相当の仕組みの
導入について検討する」ことを提言さ
れたところ。（人事院）
◎2005年3月に各府省において、
2005年以降の試行実施等に向けた
スケジュール等を設定。現時点での
各府省の実施予定等は以下のとお
り。（各府省）
◎2005年１月〜2月まで、職員による
テレワークの試行を実施し、主に情
報セキュリティ対策上の課題の整理
及び分析を行った。また、2005年度
の拡大試行に向けて準備中。（総務
省）
◎テレワーク実施上の問題点等を把
握するため、本年５月から試行(サテ
ライト型)を実施。実施状況等の検証
を行い、必要な改善を図りつつ、
2005年度中の導入を目指す。（人事
院）
◎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。な
お、国税庁の一部地方機関において
8月中目途にテレワーク試行に向け
て準備中。（財務省）
◎人事院・総務省から提示された運
用指針を基に検討課題・問題点等を
抽出し、2005年中のテレワークの試
行開始を目指しているところ。（経済
産業省）

◎人事院及び総務省等の検討結果
を踏まえテレワーク可能な職務内
容、問題点等について具体的検討
中。（内閣官房・法制局・警察庁・宮
内庁・防衛庁・金融庁・公害等調整委
員会・法務省・外務省・文部科学省・
厚生労働省・農林水産省・国土交通
省・環境省）
（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

【2005.4.1時点都道府県調査結果】
◎市町村との共同化の取り組み
・ 共同で取り組んでいる団体→46団
体
・ 検討中の団体→1団体
◎共同で取り組んでいる46団体の状
況
・ 46団体すべてで協議会等を設置

（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

◎省内に設置した検討会において
2004年3月にシステム改革の方向性
がまとめられたことを踏まえ、2005年
度より研究開発に着手すべく準備
中。

（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）
◎2005年以降の公共アプリケーショ
ンのあり方について、2004年より防
災及び医療分野に関するWGを設置
し検討中。
（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
行い、報告書をまとめた。

（２）⑤エ）

電子自治体を支える人材育成

総務省

2005年度中

◎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、高
度情報セキュリティ研修を実施してい
る。
・2004年度は2004年5月13日〜2004
年12月2日（全国で40回）に実施。
・受講者数は合計1,335人
◎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年度受講者数：9,617人
◎年内の研修実施に向け、研修内
容等を検討中。

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）
◎2004年9月に取りまとめた「医療情
報ネットワーク基盤検討会」の最終
報告を踏まえ、「保健医療福祉分野
におけるPKI認証局証明書ポリシ」を
2005年４月に公表した。
（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）
◎2004年9月に取りまとめた「医療情
報ネットワーク基盤検討会」の最終
報告を踏まえ、2005年3月に「診療録
等の保存を行う場所について」（平成
14年3月通知）の一部改正等の措置
を行い、適切な対応を行った。

(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

（厚生労働省）
◎2004年9月に取りまとめた「医療情
報ネットワーク基盤検討会」の最終
報告を踏まえ、2005年3月に「医療情
報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」を公表した。

(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

（厚生労働省）
◎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年度は千葉県及び宮崎
県、2003年度は、北海道、千葉県、
群馬県、石川県、京都府、高知県、
2004年度は東京都及び徳島県にて
実施。

(２)②ア)

医療機関の機能評価等

厚生労働省

2004年度末

（厚生労働省）
◎機能評価受審数は
2,081病院(2005年3月末）
（出典：（財）日本医療機能評価機構）
治癒率、術後生存率、再入院率等の
臨床指標を用いたアウトカム評価の
手法などの研究、検討を行った。そ
の結果、現段階では、客観性の確保
が未確立であること等、実用上の
様々な課題について今後更なる検証
が必要であり、引き続き研究、検討。

(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 （厚生労働省）
続き
◎診療ガイドラインとそれに関連する
医学文献情報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。医療提供者向
けの情報に加え、一般向けの情報提
供を2005年4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

（厚生労働省）
◎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・所見、
画像検査名、看護用語、歯科分野
（病名、手術・処置）を整備したところ
であり、2004年度からは引き続き改
善を図っているところ。
（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
ムにおける共通データベースフォー
マットの構築、相互接続のためのイ
ンターフェースの構築等の検討を
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

（厚生労働省）
◎「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

(経済産業省）
◎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。

(２)④ア)

医療機関への普及促進

厚生労働省

2004年度中

（厚生労働省）
◎医療機関におけるコスト削減方策
として、平成１６年度において、レセコ
ンから紙で出力する際の文字データ
を活用しレセ電に適合するデータを
作成するツール開発について検証を
行い、平成１７年度において予算を
計上し（約１７億円）、開発を行うこと
としている。

(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

（厚生労働省）
◎審査支払機関においては、電子レ
セプトによる審査支払業務を視野に
した中期的な事業指針を策定し、平
成１７年度にはシステム機器更新を
行うこととしている。
紙レセプトについては、レセコンから
紙で出力する際の文字データを活用
しレセ電に適合するデータを作成す
るツール開発について検証を行い、
平成１７年度において予算を計上し
（約１７億円）、開発を行うこととして
いる。

(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

（厚生労働省）
◎医療機関からのレセ電で提供され
た電子レセプトにつきイメージ画像化
したうえで、検索情報を付加し磁気媒
体で保険者に提供を行っている（平
成１６年１１月より１４健保組合におい
て実施済み）。

(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

（厚生労働省）
◎イメージ画像及び検索情報による
提供については、保険者での受入に
ついて困難な問題は生じないが、一
層の利便性を確保するため画面処
理ソフトを開発した。

(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

（厚生労働省）
◎2004年度末までに医療機関にお
けるレセプトのオンライン請求を開始
すべく、審査支払機関における受け
入れ体制の整備、セキュリティガイド
ラインの作成、認証基盤の整備等を
行ってきたが、オンライン請求の開始
には至っていない。オンライン請求開
始後は、メリットの周知等により普及
を促進することとしている。

(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、2004年度末までに36都道府
県へ整備。
（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年度においては、メール添
付機能を利用した「ＰｔｏＰ方式」のコ
ンサルテーションシステムの開発と
普及方策のとりまとめを行った。

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」が
2004年１２月に完全施行された。引き
続き、生産・流通各段階での措置の
周知徹底、監視・指導等を実施し、制
度の円滑かつ適正な運営を図ってい
る。

(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2004年度まで
実施し、終了した。今後は、2005年度
からユビキタス・コンピューティング技
術を活用したユビキタス食の安全・安
心システムの開発・導入を開始。
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、
豚肉の規格を2004年6月に、農産物
の規格を2005年6月に、それぞれ制
定。

(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。

(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

◎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については、
16年度中に９地区でシステム等の整
備を行った。
◎普及センターにおける情報のデジ
タルコンテンツ化等については、９
３％の普及センターにおいてＨＰを開
設。

(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IT講習会等によって
農業ＩＴ指導人材を約3,000人を育成。
（2004年度までの累計は約10,000人）
◎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（2004年
度までの累計は約55,000人見込。正
確な実績は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

◎2005年３月末現在において８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

◎効率的で質の高い健康サービス
産業の創出を目指して、先導的な取
組を支援する「健康サービス産業創
出支援事業」を実施し、コンソーシア
ム基盤整備事業で12件、事業化基
本計画策定事業で16件を採択。2005
年3月にその成果の普及・啓発を目
的に成果発表会を開催。平成17年度
事業の公募を2005年4月に実施し、7
月に採択候補を決定。

(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

（国土交通省）
◎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１０種類につ
いて導入実験を実施し、課題の整理
及び普及策の検討を行った。

(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

◎ケーブルテレビネットワークの高度
化を円滑に進めるため「ＦＴＴＨ等によ
るケーブルテレビネットワークの高度
化のための技術的条件」について
2004年7月に情報通信審議会に諮問
し、2005年3月に答申を受けた。
◎公共アプリケーションの提供につ
いて先進的な取組みを行っている
ケーブルテレビ事業者の事例を収集
し、実現に至るプロセスの分析と今
後の課題の抽出を行い、その成果を
行政及びケーブルテレビ事業関係者
に広く周知した。

(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・経済産業省）
◎２００５年５月から、共同で「情報家
電ネットワーク化に関する検討会」を
開催し、メーカー、通信事業者、ソフト
ウェア事業者、電力事業者等の民間
事業者と大学等の有識者が協力し
て、情報家電ネットワーク化の加速
化の方途を検討し、同年７月に、研
究開発・実証実験の推進等を内容と
する中間取りまとめを行った。
（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
年度から実施しており、2005年度ま
でに共通化・標準化を図る。また、共
通化・標準化すべき28項目について
は、2003〜2004年度に主要技術の
課題抽出や解決に向けた調査研究
を実施し、課題解決に向けたロード
マップを策定した。2005年度はこの
成果に基づき最重要9項目について
共通化・標準化を図る。

(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を実施すると
ともに、将来、情報家電を導入する
際の参考に資するため、ニーズの把
握方法やシステムへの反映方法等
の情報家電導入マニュアルを作成。

(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

◎2004年３月、電気計器のうち、一
部の複合計器の手数料に係る割引
制度の拡充を行ったところ。
◎また、関係団体等へ調査を行い、
電気計器のコスト要因と対応策の検
討の方向性として、電子式時間帯別
計器機能の技術的な検証や表示に
関する解釈の明確化が必要との結
論を得たところ。２００５年度におい
て、対応策の具体化を図る予定。

(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

◎2004年３月、電気計器のうち、一
部の複合計器の手数料に係る割引
制度の拡充を行ったところ。
◎また、関係団体等へ調査を行い、
電気計器のコスト要因と対応策の検
討の方向性として、電子式時間帯別
計器機能の技術的な検証や表示に
関する解釈の明確化が必要との結
論を得たところ。２００５年度におい
て、対応策の具体化を図る予定。

４．中小企業金融
重点計画該当
部分

施策名

担当省庁

スケジュール

進捗状況

(２)①ア)

電子的手段による債権譲渡の推進

法務省
経済産業省
関係府省

2005年まで

（法務省及び経済産業省）
◎関係する業界、事業者からのヒア
リングを実施するなど、関係省庁間
で共同して検討を行った結果、新た
に電子債権法制(仮称)を整備すると
の結論を得た。
（法務省）
◎電子債権を活用したビジネスモデ
ルについて、経済産業省において開
催したビジネスモデル検討ワーキン
ググループに参加するなど、関係省
庁で協力して、電子債権法制の前提
となる具体的なニーズの調査・検討
を行った。
現在は、同ワーキンググループで提
言されたビジネスモデルの内容等も
踏まえて、２００５年中に電子債権法
制の骨格を明らかにすることができ
るように、関係省庁で協力しながら検
討を進めているところである。
（経済産業省）
◎経済産業政策局長の私的研究会
の下に、ファイナンス事業者の実務
担当者等をメンバーとする「電子債権
を活用したビジネスモデル検討ＷＧ」
を設置し、2004年11月から2005年3
月にかけて、電子債権の在り方や電
子債権を活用したビジネスモデルの
可能性について検討を実施。2005年
4月13日に電子債権を活用したビジ
ネスモデル検討WG報告書「電子債
権構想−ＩＴ社会における経済・金融
インフラの構築を目指して−」を公表
し、電子債権の基本的な考え方を提
言するとともに、電子債権を活用した
ビジネスモデルや今後検討すべき論
点を明らかにした。
◎「売掛債権の電子的な活用に係る
実態及びニーズに関する調査研究」
や「債権の電子的取扱いに関する調
査研究」を通じて、既存の金銭債権
を巡る課題や電子債権に対する企業
のニーズ等について明らかにした。
（金融庁）
◎昨年12月公表の「金融改革プログ
ラム」を受けて、金融審議会に「情報
技術革新と金融制度に関するワーキ
ング・グループ（WG）」を設置（平成17
年４月）。同ＷＧにおいて、金融制シ
ステム面からみた電子債権の在り方
などについて検討を行い、2005年7月
6日に「金融システムからみた電子債
権法制に関する議論の整理（座長メ
モ）」を公表した。

(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

◎経済産業省、沖縄県庁等の協力
のもと、社団法人沖縄県銀行協会が
事業主体となって、電子上で債権の
譲渡等を行う「電子手形サービス」を
試行的に利用する「電子手形導入実
証実験」を2004年12月から2005年3
月にかけて実施（参加金融機関：沖
縄県内5金融機関・信金中金、参加
企業：沖縄県に事業所を有する企業
125社）。さらに、同実証実験を対象と
した調査研究事業を実施し、電子債
権市場活性化のために必要となる電
子債権制度に対するニーズや望まれ
るシステム環境の在り方について明
らかにした。

(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月より、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）を開催した。
ガイドライン策定ＷＧでは、信用保証
事務手続きのオンライン化に係る業
務フローやルール、法的問題等の整
理検討を行った。また、仕様策定ＷＧ
では、実装を想定した具体的なシス
テム方式内容や申請項目の詳細に
ついて検討を行い、システム仕様を
取りまとめた。
◎なお、これらの検討内容を踏まえ
たデモシステムを作成し、Ｗｅｂ画面
上での操作性等についても検証を
行った。

(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）
◎エスクローサービスに係る為替取
引等に関して、関係府省から照会が
あった場合は、銀行法等に基づき必
要な検討を行うなど、適宜対応して
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）
◎２００４年度にエスクローサービス
の実態に関する調査を実施し、その
中で、中小企業のニーズを踏まえた
e-MPビジネスの動向も併せて把握し
た。

(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、搬送状況ト
レースのための運送依頼者と運送事
業者間で搬送状況に関わる情報の
共有に向けたビジネスモデル、ｅｂＸ
ＭＬに基づき場所などに係る情報項
目について定義。また、共有メッセー
ジの作成手順をガイドとしてとりまと
め、搬送状況トレースの活用に向け
た環境整備を行った。

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

担当省庁
文部科学省

スケジュール
2005年度まで

進捗状況
（文部科学省）
◎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。
◎「現代的教育ニーズ取組支援プロ
グラム」において、各種審議会からの
提言等、社会的要請の強い政策課
題（テーマ）に対応した取組で、各大
学等で今後に向けて計画されるもの
を対象に、特色ある優れたものを選
定し、広く社会に情報提供するととも
に財政支援を実施。2004年度につい
ては、公募テーマの1つに「ＩＴを活用
した実践的遠隔教育（e-Learning）」
を設定し、優れたe-Learningの取組
15件を選定した。

(2)①イ）

インターネット大学・大学院の設置基準の改正

文部科学省

2004年度中

（文部科学省）
◎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。

(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

（文部科学省）
◎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
会において検討を行った。

(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

（文部科学省）
◎独立行政法人科学技術振興機構
において、2005年7月までにインター
ネットを利用した自習教材571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

（文部科学省）
◎2005年4月現在，受信可能施設
は，2,049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」を実施。
◎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、2005年3月、報
告書を作成。

(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を実施。
◎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、2005年3月、報
告書を作成。

(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

◎「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。
◎先進的なケーブルテレビ事業者の
事例について調査し、ケーブルテレ
ビの地域に密着したコミュニティチャ
ンネル等の地域コンテンツの制作、
流通に対する方策について、今後同
様の取組みを行う事業者の参考とな
る事項を抽出し、関係者の間での情
報の共有化を図った。

(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

◎2005年度から「サービス産業創出
支援事業」として、地域や事業者間
における集客交流サービスの創出に
向けた先導的な取組を支援する。本
事業の公募を2005年4月に実施し、7
月に採択候補を決定。

(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

◎「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実
施。

(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。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実証を実施。
2005年度以降は、民間における実証
実験成果の利活用の促進に向けた
取組を実施。

(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

◎2005年3月に、映像コンテンツのブ
ロードバンド配信の料率に関し著作
権関係団体と利用者団体協議会と
の暫定的合意が成立。

(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

◎「標準著作権契約書式に関する研
究会」を開催。主に著作物の利用許
諾契約の場合を想定して、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を行い、
「著作権契約書作成支援システム」
を開発、インターネットを通じて提供。
（http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/）

(２)③ア)c

多彩なコンテンツ流通基盤の整備

2007年度まで

◎2005年度から、ユビキタスネット
ワーク時代におけるマルチコンテンツ
流通の促進に向け、パーソナル通信
ネットワーク上のコンテンツ利用にお
ける高い自由度・利便性の確保と権
利の適切な保護の両立の実現に向
けた開発・実証を実施。

総務省

(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
ついて研究を行うとともに、国際ワー
クショップを開催した。
（総務省）
◎2004年3月に取りまとめた、映像コ
ンテンツが生体に対して与える影響
についての調査研究結果も踏まえ、
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

(２)③ア)d)ⅲ

総務省

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。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。併せて、TVAnytime 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。
2005年度以降は、民間における実証
実験成果の利活用の促進に向けた
取組を実施。

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

◎電子透かし技術に関して、技術評
価手法の標準化についての検討を
行った上で、報告書において、電子
透かし導入の際のガイドラインにとし
て活用可能な内容を記載し、電子透
かし技術を導入する際の指針とし
た。

(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配信ビジ
ネスのビジネスモデル及び配信ビジ
ネスにおける団体協約について調査
を行った。２００５年度も民間の動向
を調査するとともに、必要な支援策を
検討する予定。

(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

◎2005年度も引き続き、「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
の方策についての検討を実施。

(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

（経済産業省）
◎デジタルコンテンツを活用したマッ
チングシステムの普及に向け、上映
会による経済効果を検証するととも
に、各地にてＰＲを行うことにより、市
場への本格的導入に向けての実証
試験を図った。

総務省

（文部科学省）
◎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

◎2004年度末までに「日本映画情報
システム」の開発を行ったところ。
◎現在、同システムの一般公開に向
け、個人情報の取り扱い等も含めた
システムの望ましい運用のあり方に
ついて引き続き検討を進めている。

(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。
・高校生向け著作権学習ソフトの開
発
（http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/）
・中学生向けマンガの作成・配布
・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
・教職員向け著作権講習会の開催

(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
普及啓発事業を実施。
①「著作権なるほど質問箱」の構築
（http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/）
②著作権講習会（一般、都道府県事
務担当者、図書館職員向け）の開催
（10回）。

(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

◎平成16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
ケットを開設。国内外から数多くのバ
イヤーが参加し、コンテンツ国際取引
の活性化が図られた。
（東京国際エンタテインメントマーケッ
ト：入場者数約6万人、出展者数119
団体）
（東京国際フィルム＆コンテンツマー
ケット：入場者数4500人、商談件数
600件以上）
◎カンヌ国際映画祭、ＭＩＰ、ＡＦＭ等
に対して出展支援を実施。日本コン
テンツの海外販売、ＰＲを実施した。

(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

(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

◎シンガポール及び中国との間でデ
ジタルコンテンツの電子商取引に関
する国際共同実証実験、多言語環境
対応プラットフォームの基盤整備を実
施中。
◎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「Asian
Copyright Handbook」を作成し、配
布。2005年3月にACCU著作権セミ
ナーをベトナムで開催。

(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
外務省

（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。
（外務省）
2004年6月にWIPOｴﾝﾌｫｰｽﾒﾝﾄ諮問
委員会の議論に参加した。
WIPO東京暫定事務所の立ち上げを
支援中。

(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、
2004年12月に北京で開催された第3
回日中経済パートナーシップ協議に
おいて、インターネット条約の早期締
結の協議を実施。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（ベトナム）
・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）
・2005年5月、著作権と著作権関連産
業の振興に関する政策と戦略に関す
るリジョナルシンポジウム（中国）

(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

（文部科学省）
◎2004年11月に開催されたＷＩＰＯ著
作権等常設委員会における「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）」の策定に関する議論に、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。
◎引き続き、著作権等常設委員会や
一般総会での、視聴覚実演や放送
機関に関する新条約の早期採択に
向けた議論に積極的に参画する。
（総務省）
◎2004年11月に開催されたWIPO著
作権等常設委員会における「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、2005年度以降も引き続き視
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。
（外務省）
2004年6月のWIPO著作権等常設委
員会及び9月WIPO一般総会における
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
議論に参画した。
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した。

(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。
◎2005年4月及び6月に2３回目の訪
中ミッション（実務レベル及びハイレ
ベル）を派遣。

(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。
◎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。

(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）
◎デジタルアーカイブ・システムを構
築し、2005年4月よりインターネットを
通じた歴史公文書等の目録検索
サービスとデジタル画像の閲覧サー
ビスを開始した。現在までに、歴史公
文書等本体のデジタル画像はアジア
歴史資料センターとのリンク分を含め
た約１８２万画像、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２２３点（３４６画像）を公開
中である。
◎アジア歴史資料については現在ま
でに約６７万件、１，０００万画像をデ
ジタル化し、公開している。また、平
成１８年度システム改訂に向けた事
前調査を行った。
（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
施した。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
実施中。
（文部科学省）
◎平成１７年度も引き続き、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。
◎平成１６年度においては、京都国
立博物館において１２件のデジタル
化を実施し、館内の高精細画像閲覧
システムで入館者が自由に閲覧可
能となった。
（経済産業省）
◎地域の文化映像資産等について、
一元的に検索・閲覧できるポータル
サイトを立ち上げ、同サイトを活用
し、映像配信等マルチユース実証事
業を実施し、産業アーカイブを活用し
たビジネスモデルの検証を行う事業
を実施予定。

(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）
◎2004年4月に「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
つつ本格運用に向けて取り組むとと
もに、本年度中に英語による試行版
を公開予定。
（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
施した。

(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

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、静止画及び
動画のナチュラルビジョンの基礎的
な技術の研究開発、静止画と動画の
ナチュラルビジョンの統合化技術の
研究開発を実施するとともに、ナチュ
ラルビジョンシステム利用技術の研
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
ブ化の実験等を行っている。
今後は、動画ナチュラルビジョン技術
を利用した遠隔診断支援実験等も行
う予定。

(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
施した。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
実施中。

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

(２)①イ)

長期雇用を優遇する制度の見直し

厚生労働省

スケジュール

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。（厚生省）
◎障害者求職情報検索サービスを２
００５年３月より開始。（厚生省）

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
をしているところである。（厚生省）
◎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、2005年１
０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。（厚生省）

(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

◎人事院規則を改正し（2005年１月
14日公布・施行）、国と民間企業が所
管関係にある場合の人事交流の制
限を一部緩和した。（人事院）
◎「今後の行政改革の方針」（2004年
12月24日閣議決定）において、公務
員制度改革については、制度設計の
具体化と関係者間の調整を更に進
め、改めて改革関連法案の提出を検
討することとされたところ。同方針に
おいて、現行制度の枠内でも実施可
能なものについては早期に実行に移
し、改革の着実な推進を図ることとさ
れており、人材交流の促進に資する
方策について、内閣官房等との連携
の下、人事院の協力を得つつ調整を
行い、2005年度以降順次実行に移
すことを目途に検討を進めている。
（内閣官房、人事院、総務省、全府
省）

(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

◎「チャレンジ・サイト」の幅広い周知
を図るとともに、同サイトの拡充をお
こなっているところ。（内閣府）
◎「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
ち上げを行っているところ。（内閣府）

(２)②ア)

企業によるテレワーク導入支援

2005年度早期

◎関係各省で企業向けのテレワーク
導入ガイドブック作成中。 関係各省
で2005年度早期にテレワーク推進
フォーラム立ち上げに向けて検討開
始。（総務省・厚生労働省・経済産業
省・国土交通省）

(２)③ア)

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

2004 年 度 中 可 能 な ◎起業家経営塾、ビジネスプラン発
限り早期
表会、ＩＴベンチャー知的財産戦略セ
ミナー等、各種イベントを28回（63日
間）開催した。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。（総務省）

(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（eGov.）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.sogyo-navi.jp）」を構築
し、2003年11月17日から2005年３月
31日まで、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を提供した。
2005年３月時点で会員数1,446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件の助成金を交付。

(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、2004年度は１０
件の技術開発及び事業化支援を実
施し、その中から2005年3月までに、
１億円を超える売上を達成した案件
が２件出てきたところ。

(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17年3月現在、約5,900件を
創出。
◎2004年度末までに全国９地域に地
域ＩＴ経営応援隊を設置。

総務省
厚生労働省
国土交通省
経済産業省

(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年度まで

◎事業の立ち上げ、ビジネス化に向
けた支援を実施し、2004年度には、
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。2005年3月に、その成果の普
及・啓発を目的に成果発表会を開催
し、成果報告書を作成。

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。最適化計画策定に向けて、
現在作業中。
◎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）」を決定
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）

◎電子政府構築計画（平成15年7月
17日各府省情報化統括責任者
（CIO）連絡会議決定）に基づき、
2005年4月8日に統計調査等業務の
業務・システムの見直し方針を決定。
今年度中に最適化計画を策定。

（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

◎すでにケーブルテレビを活用して
行政サービス等を提供している自治
体の事例について調査を行い、今
後、ケーブルテレビを活用した公共
サービスの提供が期待される分野や
サービス提供に当たって留意すべき
手順を把握し、地方公共団体等へ情
報提供を行った。

（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

（総務省）
◎「政府調達（公共事業を除く）にお
ける契約の電子化のあり方に関する
検討会」を開催、現行の契約業務に
ついて、官民や海外の現状等を調査
し、今後、電子契約システムの設計
に取り組むにあたっての将来モデル
や行動計画等を報告書として取りま
とめた。
（国土交通省）
◎国土交通省においては、平成１７
年度より本省・地方支分部局等にお
ける競争入札（物品・役務等）につい
て、原則的に電子入札を実施
◎各府省においては、電子入札・開
札ｼｽﾃﾑを16年度までに導入済

（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 ◎「情報システムに係る政府調達制
続き
度の見直しについて」（2002年3月情
報システムに係る政府調達府省連絡
会議了承（2004年3月改定））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、入札結果等に係る
情報の公表の促進等について、各府
省において可能な調達案件から逐次
実施中。

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、同年6月に第一次
報告書とりまとめ。
◎これを受けて、2005年度より、イン
ターネットのバックボーンの強化に向
け、必要な技術の研究開発を実施
中。

(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、2005年3月に最終報告を取りまと
めた。
◎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。
（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10％（2004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

◎2004年度はインターネット基盤全
体のIPv6への円滑な移行のための
実証実験を実施済み。
2005年度においては2004年度に引
き続き、移行モデルの策定のための
実証実験を実施予定。
また、電気通信基盤充実臨時措置法
に基づくIPv6対応ルーターに対する
税制優遇措置、低利融資制度を実
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10件の研究開発を情
報通信研究機構から委託し実施済
み。
2005年度は11件の研究開発を情報
通信研究機構から委託し実施中。

(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。2005年度は予算額7.93億
円。
◎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、2005年3月に最終報告を取りまと
めた。
◎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。
（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15地区18市町村にて実施。

(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。

(２)①キ

放送のデジタル化の推進

総務省

2011年まで

◎2003年12月1日、関東・中京・近畿
の三大広域圏で地上デジタル放送
開始。中京では既に、定格出力で放
送を開始。関東及び近畿でも、第二
段階の放送エリア拡大を実施済み。
◎2004年には、茨城県、富山県、岐
阜県、神奈川県、兵庫県、2005年4
月には、京都府、滋賀県、奈良県、
三重県で各県域局が放送を開始し、
１４都府県、１，９３０万世帯で視聴可
能。（2005年4月現在）
◎2004年12月、全国の県庁所在地
（親局）での放送開始の具体的な目
標時期について取りまとめた、「地上
デジタルテレビジョン放送放送開局
ロードマップ（県庁所在地）」を公表。
◎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)。
◎地上放送のデジタル化に関する

◎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。
◎地上デジタル放送の本格的な展
開や通信分野におけるブロードバン
ド化の進展等の衛星放送を取り巻く
環境変化を踏まえた衛星放送におけ
る個別課題等について検討した「放
送分野における個人情報保護及びＩ
Ｔ時台の衛星放送に関する検討会」
において報告書をとりまとめた（2005
年2月）。
◎2004年4月、2007年からのBSAT1a後継衛星によるBS放送について、
受託委託放送制度とし、また、第9
チャンネルをデジタル放送で使用す
るため、放送普及基本計画及び放送
用周波数使用計画を変更。

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を実施中。

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。
◎世界に先駆けて開発を進めている
光ラベル処理による光パケット交換
スイッチのプロトタイプの性能向上を
進め、入出力インタフェース速度
160Gbit/sを達成することに成功し、
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
について、ネットワーク安定性を示す
指標であるドメイン内経路情報収集
システムを国内外のテストベッドに展
開、情報収集及び公開を実施中。収
集データをもとに広域ネットワークの
不安定性要因の解析を開始。
◎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。
2005年1月、日米間で約700Mbpsの
データを伝送し、リアルタイムに演算
処理を行うことに成功した。
◎制御性の良い分子素子作製技術
や通信波長帯での量子ドット超高速
素子技術等、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
る飛躍的向上を達成し、ネットワーク
の高機能化を図るための研究開発を
実施中。

担当省庁

スケジュール

進捗状況

７．１）④

次世代半導体デバイス技術の開発

経済産業省
文部科学省

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

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。
◎2005年3月までに、ゲノム創薬の
実現のため、ゲノム、タンパク質、化
合物相互作用、疾患情報の各異分
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
イプの高機能化を実現。
◎基盤ソフトウェアのプロトタイプ（α
版）が2004年度末に完成し、並行し
て開発推進中のグリッド環境向けの
ナノ分野の各種シミュレーションへの
適用を開始。

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。これまでに、プロジェ
クトマネジメントに関する小冊子等を
発行。

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

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。これまでに、要
求品質の確保に関する小冊子等を
発行。

経済産業省

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。
◎45nm以細の半導体リソグラフィー
用極端紫外(EUV)光源開発に関し、
発光材料として有望視されるキセノ
ン、スズ及びリチウムの最適温度・密
度のシミュレーション予測を行い、実
験データとの一致を得た。文部科学
省プロジェクトの成果により見い出さ
れた炭酸ガスレーザー励起につい
て、経済産業省プロジェクトで実用化
試験開発を開始した。また、文部科
学省プロジェクトでは固体YAGレー
ザーの高出力化に取り組み、先行し
て高出力光源実現時の課題を抽出
し、相補的に研究開発を進めてい
る。
◎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。
◎「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。

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

８．(１)

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。
◎道路交通分野においてもユビキタ
ス環境を享受する「ユビキタスITS」の
研究開発を2005年度から実施。

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用の
周波数帯として5250〜5350MHzを追
加。（2005年5月施行）
◎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
を実施中。

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

◎「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
課題の整理等の検討を実施するとと
もに、2005年度から、ユビキタスネッ
トワーク時代におけるマルチコンテン
ツ流通の促進に向け、パーソナル通
信ネットワーク上のコンテンツ利用に
おける高い自由度・利便性の確保と
権利の適切な保護の両立の実現に
向けた開発・実証を実施。
◎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。

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）
◎2004年7月、「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」について情報通
信審議会から中間答申を受けた。
◎これを踏まえ、防災、教育等の公
共分野における、地上デジタル放送
有効性を検証するための実証実験
の実施に向け、関係省庁とも連携し
つつ、 その具体的内容を検討中。
◎併せて、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
討中。

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、下記により関係道路管
理者に通知済みである。
「電気通信設備等の共同収容のう
ち占用の許可を受けた管路の所有
者等が当該許可に基づく権利及び義
務の範囲内で行う他の電気通信事
業者等の電気通信設備等の設置に
係る取扱いについて」の一部改正に
ついて（平成１７年３月２４日付け国
道利第４２号道路局路政課長通知）

(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、2005年
度においても、2004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年度におい
て、地方公共団体に対し、導入につ
いて協力を要請した。

(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

◎2004年1月に無線設備規則等の規
定を改正し、漏えい電波低減技術に
関する実験を実施できるよう措置し、
2005年6月末までに19事業者89設備
の実験設備に対して許可を行ったと
ころ。
また、2005年1月より「高速電力線
搬送通信に関する研究会」を開催
し、高速電力線搬送通信と無線利用
との共存可能性・共存条件等につい
て検討中。

担当省庁

スケジュール

進捗状況

(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、衛星
システム地上試験モデル等の製作・
試験を実施し、フライト実機となるプ
ロトフライトモデルの製作を実施中。
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、さらに昨年度開始した搭載モデル
の製造を継続している。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、変復調部の製造
を終了し、誤り訂正系及びネットワー
クインターフェース系の製造を開始し
た。同様に車載地球局の開発に着手
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

◎公正取引委員会の機能強化を図
るため、2005年度予算において，審
査専門官を中心に63名の定員増を
実現。

(１)④ア

電気通信事業紛争処理委員会の機能強化

総務省

2004年度中

◎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
者や関係団体等に対して実施済み。
◎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。

(２)①

電波の利用状況の調査・評価・公表等

総務省

2005年度以降も引き ◎770MHz超3.4GHz以下の周波数帯
続き
を使用する無線局の電波の利用状
況調査を実施し、調査結果及び評価
結果の概要を公表済み（2005年4月
13日）。現在、770MHz以下の周波数
帯を使用する無線局を対象に電波の
利用状況調査を実施中。

(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、4.95.0GHz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月から開始。2005年3
月末までに給付金支給対象設備（３
大都市圏に設置されている固定マイ
クロ局）のうち、約４分の１が撤去され
たところ。

(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。政令
改正等、登録制度の導入に必要な
所要の制度を整備。（2005年5月施
行）

(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（2004年10月1日公表）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、電波利用
料の負担の在り方を見直して電波の
経済的価値に係る要素等を勘案した
料額を定めるとともに、電波利用共
益費用の使途の範囲を見直す等の
改正を行う「電波法の一部を改正す
る法律案」を第162回国会に提出した
ところ。
また、公的機関の扱いについては、
同報告書及び規制改革・民間開放推
進３か年計画（改定）（平成17年3月
25日閣議決定）を踏まえ、真に高い
公共性を有し、かつ、電波の有効利
用努力を十分に行っている場合を除
き、原則として、国等にも電波利用料
負担を求めることが必要であり、次回
の電波利用料の料額改定時にその
制度化を図ると整理。なお、同報告
書を踏まえ、国等の電波の有効利用
努力については、自ら国民に説明責
任を果たすため、一層の情報公開を
進めているところ。

(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
年3月30日）を取りまとめ、950MHz近
辺等を候補周波数とした。
◎950MHz付近を中心とした各種実
証実験を推進。
◎高出力型950MHz帯パッシブタグシ
ステムについて、制度化。（2005年4
月公布・施行）

(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については、2004年10月の
ITUにおいて2005年10月まで検討期
限の延長が決定されたこともあり、国
内でも引き続きITU等における国際
的な検討と整合を図るよう、UWB無
線システムの導入について慎重な検
討を行っていくこととした。また、ITU
において早期の結論が得られるよう
に、関係者の協力のもとで実証実験
等を行っているところであり、有意義
な結果についてはITUの議論に反映
していく予定。

(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。
◎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。

(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。また、ITS高
速ルーティング技術、IP対応マルチ
モード端末技術、車車間通信を利用
したインターネットへの接続技術の実
験・評価を実施した。

(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
の高度化技術の研究開発について
平成17年度より実施予定。

(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年度までを目途 （総務省）
◎ビルや山陰等の影響を受けず、移
動体において高精度測位及び高品
質な通信・放送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。現在は前年度の基本設計の成
果を受けて、搭載用各装置のエンジ
ニアリングモデルの開発、および時
刻管理系地上部の基本設計を実施
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
ステムの研究開発を実施している。
2004年度は、高精度測位実験システ
ムの全体システムの設計及び測位
実験地上システムの設計を引き続き
行った。また、設計検証システムの
整備に着手しこれを完了するととも
に、地上試験モデルの設計･製作･試
験に着手した。現在は、これまでに整
備した設計検証システムを用いて設
計仕様の検証作業を実施するととも
に、高精度測位実験システムの全体
設計、測位実験地上システムの設
計、地上試験モデルの設計･製作･試
験を行っている。

験を行っている。
（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、2005年度
はこれら成果を踏まえ評価モデルの
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

◎原子泉型一次標準器の研究開発
ではほぼ目標どおりの4×1015@20,000秒の安定度が得られ、最
終年度に予定どおり確度評価を実施
できる見通しとなった。時刻配信事業
者用タイムビジネス時刻配信システ
ムを整備し、サービスを開始した。

(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。

(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

◎文字情報データベースへの収録
対象文字約７万７千字について文字
情報の調査を2005年3月末に終了
し、データベースの構築に向けて
データを整理中。また、文字情報
データベースの一部について関係府
省での試験運用を実施。

２．人材の育成並びに教育及び学習の振興
重点計画該当
部分

施策名

担当省庁

スケジュール

進捗状況

（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

経済産業省

2004年度中

（経済産業省）
◎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
開発と実効性の評価・実証を行うとと
もに、その成果を経済産業省のホー
ムページにより公表した。
また、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
のモデル事業を実施した。

（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

（経済産業省）
◎組込みソフトウェアの開発に必要
な実務能力を体系化した指標である
「組込みスキル標準」を策定し、2005
年5月に経済産業省及び独立行政法
人情報処理推進機構のホームペー
ジにより公表した。

（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

（経済産業省）
◎2005年３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、2004年度
までに61名を発掘。プロジェクトマネ
ジャーについては、2004年度までに
40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

（経済産業省）
◎2005年4月末現在、ＩＴコーディネー
タ5,921名、（うち、ＩＴコーディネータ補
1,675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

（総務省）
◎2001年度から2004年度までに約
400件の情報通信人材研修事業に助
成し、約1.5万人を対象に研修を実施
済。

（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

（総務省）
◎企業等の戦略的情報化を担い得
る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
を開発中。

（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

（文部科学省）
◎2004年度までに940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
ログラムを新たに開始した。

（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

（文部科学省）
◎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。
◎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。

（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

（文部科学省）
◎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き
た。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、平成16年度で終了し
た。なお、ＩＴ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カ所で実施した。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。
また、必要な環境整備を行うため
に、私立大学等研究設備整備費等
補助金で情報処理関係設備の整備
に要する経費の一部を、私立学校施
設整備費補助金で学内LAN装置の
敷設工事費等の一部を補助してい
る。

（1）②ア

外国人IT技術者の育成

経済産業省

2005年度まで

（経済産業省）
◎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、2004
年にフィリピン、ベトナム、ミャンマー
に対して、試験運用システムを提供
及び仕様の変更を行い、併せてノウ
ハウの移転を行った。また、フィリピ
ンに対しては試験対策用の教材の提
供も行った
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、日本企業
でのＯＪＴを含めた受け入れ研修を行
うなど、研修内容を充実させ、我が国
企業の採用が可能なレベルの人材
育成に取り組んでいるところ。

（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、
APTや関係団体を通じた、途上国の
情報通信主管庁職員等を招へい、情
報通信技術（ICT）関連の研修を実施
済。
◎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）
◎ｱｼﾞｱ地域に対してIT分野で計12件
の技ﾌﾟﾛ、10名の個別専門家派遣を
実施。
◎JICA-Netを活用したｱｼﾞｱ地域を
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

（経済産業省）
◎ASEAN＋日中韓のメンバーからな
るWGを設置し、eラーニングの標準
化、利活用等について各国と検討を
行い、2005年11月もしくは12月に東
京でAEN（アジアe-Learning）国際会
議を開催予定。また、2005年11〜12
月頃に３回目となる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 （法務省）
◎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

（文部科学省）
◎東アジア，欧州，南米9国に，それ
ぞれのIT環境に合わせて多言語入
出力環境を支援するシステムとソフト
の提供，展開。
◎教材作成用素材，日本語情報，日
本語入出力ができないPCや海外の
携帯電話で検索可能な日本・日本語
情報，日本語教育情報をインター
ネットで無償提供。また，カラオケや
字幕付動画やマルチメディア教材の
作成ソフトと使い方（CDでも配布），
テレビ会議システム，日本語教師の
ためのディスカッション・システム，読
解支援ツール，日本語音声訓練シス
テム等をインターネットや研修や巡回
指導で無償提供。
◎機関と人材の育成を図るため，日
本語教師のＩＴ活用日本語指導能力
向上研修3種（基礎・集中・遠隔）を国
内外（国内延べ14地域，国外延べ11
地域，延べ2,000人対象）で3年間に
実施。コンピュータ利用効果研究発
表（4回）を実施。国内外の参加者の
うち32名をコンテンツ作成協力者とし
て活用している。

（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）
◎2005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。
◎2004年3月現在、高速インターネッ
トへの接続率は71.6％。
◎2004年3月現在、LANに接続して
いる普通教室の割合は37.2％。
◎2004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）
◎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、2005年3月に最終報告を取りまと
めた。
◎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

（文部科学省）
◎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

（文部科学省）
◎2004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86%を整備
済み。2005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。

（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

（文部科学省）
◎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

（文部科学省）
◎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。
◎2005年7月に取りまとめる「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、前年度と同様
の内容を記載する予定。

（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

（文部科学省）
◎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

（文部科学省）
◎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
実施。
【「学校いきいきプラン」は2004年度
で終了】
◎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。
◎2004年度の実績については、現在
調査中。

（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

（文部科学省）
◎2001年に本信託基金をユネスコに
創設して以来、
① アジア太平洋諸国のＩＴ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、
④各国において初等中等教育教員
研修（計4,400名以上）等を実施、
⑤ＡＳＥＡＮ諸国におけるＩＴ教育パイ
ロット校（計24校）を選定し学校間
ネットワークを形成、
⑥成果普及のための国際シンポジウ
ムやワークショップを開催、
⑦ユネスコバンコク事務所を通じたＩＴ
教育用ツールの配布及び各国のＩＴ
教育政策の紹介等ユネスコのＩＴ教育
におけるクリアリングハウス機能の整
備
等の事業を展開。

（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

（文部科学省）
◎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（事業自体は２００
４年度終了）。2002〜2004年度分で
約3500件の実践を公開。
（http://www.nicer.go.jp/ecase）

（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。
2005年3月末現在で、53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。
◎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、教員を対象とした配信を
実施している。また、児童・生徒等へ
も公開可能なコンテンツについて、
2005年1月より一般公開をおこなっ
た。
◎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。中学
生用保健（ストレス）のコンテンツ作
成のための準備を進めるとともに、
2005年度にこれらのコンテンツを一
般公開できるよう準備を進めていると
ころ。
◎独立行政法人日本芸術文化振興
会では、伝統芸能や現代舞台芸術
の公演等の記録をデジタルアーカイ
ブ化し、インターネット等で提供して
いる。平成17年度も引き続きコンテン
ツの拡充に努める。

（経済産業省）
◎地域における文化等のデジタルコ
ンテンツ化を進め、利活用環境の整
備を図り、ブランドイメージの向上に
繋げるとともに、地域経済の活性化
を図ることが可能となる事業のあり方
を検討。

（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

（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。
（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。

（2）④ア

教育情報ナショナルセンター機能の整備

文部科学省
総務省
経済産業省

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2005年3月現在
124,000件。（昨年3月比32,000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年度に実施した授業実践等
の各種情報等について提供していく
こととする。今年度実施の各種情報
等も適宜提供していく予定。

（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

（文部科学省）
◎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実施。平
成16年度は25地域を指定した。

（2）④ウ

先進的な実践事例の積極的な紹介・普及

2004年度中

（経済産業省）
◎公募によりタブレットＰＣ等の先進
的ＩＴの活用事例等約50件を実施。

経済産業省

（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

（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。
（経済産業省）
◎教育現場での IT化がマルチプラッ
トフォームで進むことを目指し、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調査を実施。
２００６年度まで引き続き調査研究及
び実証実験等を行う予定であり、同
時に、有識者及び教員等からなる委
員会を設置し、評価・改善等を実施
予定。

（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）
◎文部科学省として「地上デジタルテ
レビ放送の教育活用促進事業」を立
ち上げ，「デジタル放送教育活用促
進協議会」に3ヵ年の予定で，モデル
事業を委託し，今年度中に，モデル
地域の公募選定（６月上旬），地上デ
ジタルテレビ放送の効果的な活用を
はかるためのソフトウェアの開発等を
行い，地上デジタルテレビ放送を教
育にどのように活用できるか研究を
行う。本年度末に成果報告会を開催
する予定。
（総務省）
◎2004年7月、「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」について情報通
信審議会から中間答申を受けた。
◎これを踏まえ、防災、教育等の公
共分野における、地上デジタル放送
有効性を検証するための実証実験
の実施に向け、関係省庁とも連携し
つつ、 その具体的内容を検討中。
◎併せて、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
討中。

（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 （文部科学省）
◎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。（2004年
度は、18県及び44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

（文部科学省）
◎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
に、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
体制を整備した。
○インターネットによる講義配信：
http://www.nise.go.jp/blog/elearning.html
◎視覚障害情報教育ネットワークを
通じて視覚障害教育に関わる教材提
供、資料提供を引き続き行っている。

（2）⑥ア

高等学校段階における情報教育の推進

文部科学省

2004年度中

（文部科学省）
◎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。

（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

（文部科学省）
◎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.htm）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/sho
tou/zyouhou/020706.htm、
http://www.cec.or.jp/books/guidebo
ok.pdf
http://www.cec.or.jp/books/H12/pdf
/b01.pdf）
◎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/inde
x.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
推進のための施策を実施。
◎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
とりまとめて、推進している。

（2）⑥エ

英語教育の一層の充実

文部科学省

2007年度まで

（文部科学省）
◎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、目標達成に向けて、指
導体制の充実を図るため、授業の改
善や指導力の向上などのため、体制
整備を図っているところ。また、本行
動計画の内容については、毎年内容
の見直しを図り、実地状況を把握・公
表している。
◎平成1７年度には新たな施策とし
て、地域の英語教員の中核となる人
材育成のための「英語指導力開発
ワークショップ」事業、現在総合的な
学習の時間の中で取り組まれている
小学校英語活動を支援する「小学校
英語活動地域サポート事業」を開
始。

（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

（文部科学省）
◎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

（総務省）
◎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
人の指導者を養成してきたが、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

（文部科学省）
◎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、平成16
年度において26のモデル事業を実施
済み。

（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 （文部科学省）
◎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，事例の調査，番組構
成や収録方法等について検討し，放
送ｺﾝﾃﾝﾂとして教育情報衛星通信
ネットワークを活用して全国に配信し
た。

(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

◎各府省のIT人材育成に関する方
針についてヒアリング等を実施し、関
係省庁間で「教育・学習の情報化、
並びにIT人材の育成に関する基本方
針について」をとりまとめるとともに、
それらを「IT政策パッケージ-2005」に
反映済み。

３．電子商取引等の促進
重点計画該当
部分

施策名

担当省庁

スケジュール

進捗状況

(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実施した６か国
／地域を対象とする実証実験の成果
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
た。
◎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
た。
◎これらの成果については「アジアＰ
ＫＩフォーラム」の活動を通じてアジア
各国と共有されている。

(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

◎信用金庫における書面又は電子
的方法による議決権の行使について
は、「会社法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律」が2005年6
月29日成立。同法施行後に可能とな
る。

(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につ
いて、当該派遣労働者が希望する場
合には電子化も認めることとする省
令改正案を2005年３月28日に労働政
策審議会に諮問し、妥当という答申
を得た。同答申を踏まえ、同年５月18
日に改正省令を公布したところ。

(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
告及び保険会社の行う電子公告に
ついては、「会社法の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律」が
2005年6月29日成立。同法施行後に
可能となる。また、信託業務に係る公
告については、2005年度末までに法
制上の措置を講じる予定。

経済産業省

金融庁

金融庁

(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

◎通信販売酒類小売業免許におけ
る対象品目の拡大等について、2005
年度中に結論を得るよう総合的に検
討中。

(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12月の企業内容等の開示
に関する内閣府令等の改正、2005年
4月のパブリックコメントに対する回答
の公表により対応済み。

(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。2004年10月には、産業界向けの
経営の視点からみる「業務・システム
最適化計画（EA）の導入と活用に関
するガイドライン」を策定した。

(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

◎2005年3月に、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を作成した。
また、これらと内外の先進事例・成功
事例等からなる知的資産を官民で共
有、利活用できるナレッジポータルサ
イトを８月上旬開設予定である。

(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

◎ISO国際会議の場において日本提
案の商品コード体系をISO15459とす
ることが決定されているが、審議作
業グループの議長が他の案件の審
議を優先したため、商品コード体系に
関する審議が遅れ、２００４年度内の
国際標準化成立に至らなかった。
◎電子タグの商品コードに関する審
議が優先して行われるようにISOの
審議体制を整えたので、２００５年度
内に国際標準化が成立する見込み。

(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、受発注から決裁ま
での商取引をカバーしたシステム開
発を行い、１１月には実証実験を実
施。2005年度は、企業間で商品情報
を共有するためのシステム開発と実
証実験を実施予定。
（国土交通省）
◎2004年度には、電子タグ及び電子
シールを用いた実証実験を行い、IT
部会において検討を行った結果、物
流効率化及びセキュリティ強化への
活用が期待される一方で、運用技術
面及び費用面等でさまざまな課題を
抱えていることも明らかになった。
◎2005年度以降も、検討課題のうち
検証が必要な事項については、引き
続き実証実験を実施し、その成果を
踏まえ検討の深化を行う予定。

(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）
◎輸出入及び国内物流EDIについ
て、これまでに整備した標準をもと
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進めて
いる。2004年度に一部を試行的に設
計。2005年度はその拡大を目指す。
（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年度よ
りebXML仕様に基づくXML/EDI標準
案の検討を実施し、2005年度の早期
に標準案を作成する。2005年度末ま
でに実用化に向けての検討を行う。

(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
（次世代電子商取引推進協議会）な
どが中心となって組織したｅｂＸＭＬア
ジア委員会（日、中、韓、香港、台、
星、豪、馬、泰から参加）において、
相互運用に向けた環境構築のため
のガイドを策定。引き続き、アジア地
域におけて共有する情報項目（ひな
型）の整備に向けて議論する予定。
◎ また、２００４年７月にはISO/IEC
のSC32と共同で、アジア地域におけ
る情報共有データベースの連携プロ
ジェクトを発足。情報共有データベー
ス連携に向けた技術仕様について議
論を開始。

(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

◎国際的な電子商取引に関する実
務の動向等を調査し、２００４年度末
に報告書を取りまとめた（今後公表
予定）。また、国際的な取引一般に関
する準拠法の検討等を行い、２００４
年度末に報告書をとりまとめた。

(２)②ウ)

ＩＴを活用したビジネスモデル創造の促進

総務省

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

◎ｇコンテンツ(地図上で使われるコ
ンテンツ)及びそのサービスに注目し
検討WGを設置し、位置情報を利用し
たサービスを行う上で障害となる、位
置情報収集・配信のための公的基盤
の不足や、異なる地図を利用する上
での問題点等に関して、検討・整理し
た。また、海外のGIS関係者を招待
し、位置情報を利用したサービスに
関する標準化項目について検討し、
W3C（World Wide Web）が主催する
「SVG Open」（ベクトルグラフィックス
仕様の国際カンファレンス）にて提案
を行った。

(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，電子商取引調査員か
らインターネット上の広告表示につい
て1,255件の報告を受け、このうち12
月までに報告を受けた829件の中か
ら問題があると認められた30サイトの
管理者に対し，景品表示法の遵守に
ついて啓発するメールを送信した。
また，ＯＥＣＤ加盟国を中心とした消
費者保護機関等が参加して構築され
ているＩＣＰＥＮ（International
Consumer Protection and
Enforcement Network：国際的消費
者保護・執行ネットワーク）が実施し，
参加各国の関係当局においてイン
ターネット上の広告について共通の
テーマを選定し，法令違反の疑いが
ないかを一斉に点検する
International Internet Sweepに参加
するなど諸外国の関係当局との連携
を深めている。2004年度において
は、2005年２月に実施された
International Internet Sweepに参加し
た。

(３)②イ)

特定商取引法の遵守状況の点検

経済産業省

2004年度中

◎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。
2005年6月には、いわゆる迷惑メー
ルを送りつけていた業者２社に対し
て業務停止命令及びワンクリックで
強制登録（顧客の意に反する申込
み）をさせていた業者１社に対して指
示を行った。
◎総務省と協力して、違法な迷惑
メールに関する情報を迷惑メールの
送信等に利用されたインターネット接
続サービス事業者に通知し、利用停
止等の措置を促進する「迷惑メール
追放支援プロジェクト」を2005年2月
から実施中。

(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

◎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に関する研
修を実施。
◎ネットワーク利用の悪質商法事犯
に関する情報等、全国で急増してい
るサイバー犯罪に関する相談を受け
付けるネットワーク相談対応システム
を構築し、2005年6月16日に「イン
ターネット安心・安全相談」として運用
を開始。

(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

◎2004年臨時国会に「裁判外紛争解
決手続の利用の促進に関する法律
案」を提出，可決・成立，12月1日公
布(平成16年法律第151号)，公布か
ら2年6月以内の政令で定める日から
施行。

(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

(法務省、関係府省等)
◎2005年1月，法務省ホームページ
上において，ＡＤＲ法・認証制度の概
要等の情報を公開。
◎ADR Japan及びインターネットホッ
トライン連絡協議会においてADRに
関するきめ細やかな情報を提供して
いるところ。なお、国民生活センター
においては、ADR機関情報の専用
コーナーをホームページに新設する
予定。また関係省庁や最高裁判所の
ホームページでこれらのサイトにリン
クを張ることによって、関係機関の
ネットワークを構築している。
◎各ＡＤＲ機関及び行政機関などの
関係機関間における情報の共有化
を図り，ネットワークを構築するため
の情報・意見交換の場としてのメーリ
ング・リストの作成準備に着手し，
2004年7月，関係機関等への参加の
呼びかけを行った上，リスト登載予定
機関等の名簿を作成。
◎総合法律支援法（平成16年法律第
74号）に基づき，平成18年度に予定
している日本司法支援センターの設
立・業務開始に向けた準備を進めて
いる。同センターは，法的紛争に関
する総合的相談窓口として，①裁判
やＡＤＲに関するものを含め，法的な
紛争解決に役立つ情報・資料を収集
して整理し，一般国民に提供するこ
と，②国，地方公共団体，弁護士会，
隣接法律専門職者団体，ＡＤＲ機関
等との間の連携の確保・強化を図る
こと等の業務を行う予定。

(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

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 ◎各府省の国・地方を通じて情報交
続き
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 ◎住民基本台帳ネットワークシステ
続き
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。今年度も同様に研修・チェックリ
ストを実施予定。
◎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セミナー
を実施。また、多目的利用のための
検討会を開催する予定。

（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 ◎2004年１月29日にサービスの提供
続き
が開始され、システムの安定的な運
用を図るとともに、普及・広報活動に
取り組んでいるところ。

（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である。2005年度
以降は、国・地方連携データのXMLタ
グ設計を行い、この動向を踏まえつ
つ、システム間連携データのＸＭＬタ
グ、バックオフィスシステムのデータ
ベースベースのモデリング等を順次
実施していく予定。

（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 ◎2004年4月及び2005年4月に調査
続き
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 ◎民間企業が主催する各種展示会
続き
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 ◎全地方公共団体を対象に地方公
続き
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、2005年度においても引き続
き、電子自治体の推進（ソフト事業）
に対して地方財政措置を実施。

（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 ◎ＩＴを活用した地方行政・地域社会
続き
への住民参画のあり方について研究
会を設置し議論を深めるとともに、
SNS・電子アンケート等の機能を備え
たモデルシステムを開発・実証する
予定。

（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 ◎2002年6月の岡山県新見市をはじ
続き
め、これまでに13回の電磁的記録式
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っている。また、
導入団体の負担軽減のため、電子
投票導入マニュアルを作成し、地方
公共団体等へ配付した。

（２）①ア）

スーパーＳＩＮＥＴの構築

文部科学省

2004年度まで

(文部科学省）
◎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）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

(文部科学省）
◎2005年4月に日本原子力研究所、
理化学研究所、宇宙航空研究開発
機構、防災科学研究所、物質・材料
研究機構および２大学に加えて、新
たに１大学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。

（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

(文部科学省）
◎国立情報学研究所や他機関が提
供する学術論文情報や全国の大学
図書館等が所蔵する図書・雑誌の目
録所在情報、科学研究費補助金の
研究課題・成果概要を中心とした、学
術情報資源の総合的な流通基盤環
境の提供を2005年度から本格的に
開始するため、複数のデータベース
を統合的に検索・利用出来るシステ
ムの開発及び運営体制の整備を実
施した。
◎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、引き続き着実に実
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

(文部科学省）
◎「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・検証等を実施。
◎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、遠
隔地の画像や計算機シミュレーショ
ンの結果を立体画像として、多地点
で相互に共有し、リアルタイムに表示
するシステムのプロトタイプを、世界
で初めて開発した。
◎実証ソフトウェアについては、科学
技術計算用プログラムの研究開発を
実施し、2005年3月までに、開発した
計42本の科学技術計算用プログラム
を一般に公開した。

(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）
◎2003年度及び2004年度で交通規
制情報管理システムのプログラム開
発を完了した。
◎光ビーコンは2005年3月末までに
44,977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12月末に、累計で1100万
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。
（国土交通省）
◎5.8GHｚDSRCを用いたVICSや地図
との連携による、分かりやすい情報
や案内提供に向け、官民共同研究を
実施中。

(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。
◎2005年3月より首都高速道路４号
新宿線参宮橋カーブ区間にて、渋滞
末尾等の情報を３メディア対応型
VICS車載機を通じてリアルタイムに
提供する走行支援道路システム
（AHS）の社会実験を実施中。
◎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2005年3月の32.9%へと約10倍にな
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。
（経済産業省）
◎2004年10月の名古屋ITS世界会議
において、駐車場にＤＳＲＣ無線設備
を配備し、ＩＴＳ自動決済システム予
備実験を実施。また、2005年の愛・地
球博及び会場周辺において、駐車場
とガソリンスタンドに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中。また、ガ
ソリンスタンド、ドライブスルー等でも
実証実験を実施するため具体的計
画を検討中。
（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ことを受け、
ETCで導入されている狭域通信
(DSRC)システムを利用した公共駐車
場決済サービス、道の駅等情報接続
サービスや道路上における情報提供
サービスなど多様なITSサービスの
2007年の実現を図るため、規格・仕
様の策定に向けて官民共同研究を
実施中。

(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
知県で実施した。今後は、全国への
導入に向けた検討を進める。
◎環境対応型交通管制モデル事業
を東京都、神奈川県で実施済み。
◎高度違法駐車抑止システムに関
する調査研究を実施済み。

(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」、「狭域通信第７
層」、「プロトコルマネジメント情報」、
「車両・積載物自動認識のためのシ
ステム・データ要件」、「ＴＩＣＳセンタ
間通信のためのメッセージ形式の規
定」、「ＴＩＣＳセンタ間通信のための
DATEX-ASNによる通信の規定」、
「交通メッセージコードを経由したTTI
メッセージパート３」等の標準化・基
準の策定を推進。

(２)④カ）

ITSの普及方策の強化

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について具体化を
推進中。

(２)④キ）a）

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」の改訂のために、バスロケー
ション情報に関する標準案（バス総
合情報標準データフォーマット（案））
を策定した。
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
実証実験を実施した。
◎2005年3月末現在において35都道
府県で公共車両優先システム
(PTPS)を、11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

（国土交通省）
◎運輸多目的衛星新１号機を2005
年2月に打上げ、衛星及び地上シス
テムを連携した総合調整を実施中。
新２号機は、2005年度打上げに向け
て衛星及びロケットを制作中。

(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て、我が国に
入国する旅客等の情報を事前に把
握することにより、水際での取締りの
徹底と国際組織犯罪対策等の強化
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２
００３年度に、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。
（外務省）
◎2005年2〜3月に関係省庁とePassport連携実証実験を実施し、外
務省職員等に対し実験用IC旅券の
発給を行った。
（国土交通省）
◎関係府省と連携し、パスポートがＩ
Ｃ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
中。

(２)⑤

環境分野の情報化

文部科学省

2005年度まで

（文部科学省）
◎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た。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、IPCC第4次報告書向けの計算
を終了した。

(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）
◎GML3.1の国際規格化動向を踏ま
えたG-XMLの改訂版であるGXML3.1を公開した。また、公開ワーク
ショップ等を通じて、その利活用方
法・事例について普及啓蒙活動を実
施した。
（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。2005年４月現在で、国際規
格が確定した項目は8項目あり、その
うち５項目のＪＩＳ化が完了している。
現在、残り３項目のＪＩＳ化作業中で
ある。また、製品仕様書作成を主とし
たGISデータの標準セミナーを開催す
るとともに、地理情報標準を実利用
に即して内容を絞り体系化した地理
情報標準プロファイル(JPGIS)を作成
し、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。さらに、数値地図500
万および数値地図2500の地理情報
標準対応を実施した。

(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）」のイン
ターネットによる提供を開始した。ま
た、2005年3月に「数値地図2500（空
間データ基盤）」CD-ROMを５枚更新
した。数値地図25000については、
2004年度は更新のための作業に着
手した。
2003年７月に、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。さら
に、2005年３月29日には、技術情報
を公開し、地理情報発信者等の対象
を民間企業、個人など、一般にも拡
大した。
◎街区レベル位置参照情報につい
て、2004年版への更新を実施した。

(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 （国土交通省）
続き
◎2003年度より、全国の電子基準点
（常時接続ができない離島等を除く、
約1,200点：2004年度末現在）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。2004年
度は増設した電子基準点5点のリア
ルタイム化を図った。

(2)⑥ウ）ｃ）

モバイル３次元ＧＩＳの実現

総務省

2005年度まで

（総務省）
◎モバイル端末でも３次元ＧＩＳが利
用可能な次世代ＧＩＳを実現するた
め、２００３年度より研究開発を開始
し、継続中。
２００３年度及び２００４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

（農林水産省）
◎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の整備を推
進。

(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

（国土交通省）
◎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。平成１６年度は、環境情
報のＷＥＢ−ＧＩＳ化、特定種情報の
マスキング、ダウンロードデータ形式
等における基本的な仕様についての
検討を実施。

(２)⑦イ）

情報収集体制の高度化

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、2005年度までに対応可能な衛
星・レーダを拡充することや被災状況
把握の精度向上のため航空機等観
測画像への対応を進める。

内閣府
関係府省

（総務省）
◎2004年度より、統合型ＧＩＳを運用
するためのシステム整備費について
普通交付税措置を実施。

(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、
2004年から行っている防災情報共有
プラットホーム検討会の検討を踏ま
え、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）
◎防災情報共有プラットフォーム、映
像伝送などを利用して、より円滑に
災害に関する情報を防災関係機関
で共有するため、信頼性の高い大容
量データ通信の基盤となる地上系多
重無線回線、衛星通信回線を整備
１ 指定行政機関22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
２ 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)
・2005〜7年度の3カ年で整備予定

(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）
◎ＩＰ（インターネットプロトコル）に対
応した防災関係データ通信装置を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)に整
備。上述の信頼性の高い大容量通
信回線を利用することにより、より円
滑な防災関係機関の情報共有体制
を実現。
・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（立川広域防災
基地内の各機関）を整備
◎東海地震、首都直下地震対策の
被災想定地方公共団体10都県とのＩ
Ｐに対応した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)⑦カ）

防災ＧＩＳ等の整備

内閣府
関係府省

2005年まで

（内閣府）
◎2004年から行っている防災情報共
有プラットホーム検討会の検討を踏
まえて、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。２
００５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）
◎総合的情報処理システムを2005
年度中に完成させるため、整備作業
を実施中である。また、気象等に関
する情報の共有を行う情報システム
に関しては、2006年度のシステム整
備に向けて詳細仕様の検討に着手し
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

(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、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
への改修を実施した。2004年度から
2005年度にかけ、消防庁の衛星車
載局車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、2004年度に引き続き、
2005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、2004年度に引
き続き2005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

（国土交通省）
◎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。

(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

2007年度まで

（文部科学省）
◎2005年4月までに、緊急地震速報
の実用化に向け、防災教育支援シス
テムでは、校内放送と連動させ全校
生徒の緊急避難を可能とするととも
に、実証実験を通じて防災効果を確
認することに成功した。また、ＪＩＳ化
およびＩＳＯ化を視野に、世界に先駆
け、人を緊急避難させるためのサイ
ン音、ピクトグラムの開発に着手し
た。また、効果的な機器制御方法を
開発し、世界で初めて実際の工場で
機器制御実験する。

総務省
関係府省

（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、本
格的に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月末に最終報告を
取りまとめた。
◎2004年11月より関係省庁・自治
体・事業者等によるWGを設置し、
2005年以降の防災アプリケーション
のあり方について検討中。

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

2005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年度には、イ
ンターネットに接続され主に官民間
の情報共有を可能とするオープン系
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。また2004年度には、
部内において主に指揮運用の情報
共有を可能とするクローズ系を運用
開始した。2005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

◎2004年10月26日より、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
ラにおける情報セキュリティ対策のあ
り方について」を課題とした「第２次提
言」の検討を開始（2005年4月22日に
「第２次提言」を確定・公表）。

（２）③ア）

産業界との連携の強化

警察庁

2004年度まで

◎各都道府県警察において産業界と
連携した情報セキュリティセミナーや
サイバーテロ対策訓練を開催し、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、都道府県警
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、インターネットの治安
情勢について四半期報や月報として
まとめた分析結果である「我が国に
おけるインターネット治安情勢」等を
提供。直接の意見交換を通じて、情
報セキュリティ意識の向上を図るとと
もに、サイバーテロ対策に関する自
主的な取組みの強化等を要請。

（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、2003年8
月に発生した「ブラスター」、2004年5
月に発生した「サッサー」などをはじ
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してきたと
ころ（緊急時連絡・連携体制の強化
の実現については実施済み。今後は
その体制の維持及び適宜見直しを図
る）。

担当省庁

スケジュール

進捗状況

（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、２００５年４月から本格的な運用を
開始した。

（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。
◎サイバーテロ対策に資する装備資
機材、訓練環境等を整備・増強し、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

◎各管区警察局では、平素における
総合的なサイバーテロ対策を推進す
るための体制及び事案発生時の緊
急対処体制の整備を推進中。また、
全国の都道府県警察では、既存の
サイバーテロ対策プロジェクトを発展
的に改組し、事案発生時の緊急対処
体制の強化に向けた取組みを推進
中

（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・連携のもとサイ
バーテロ演習を実施した。

（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を有効活用
し、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・指導を実
施。国民に対して、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。
◎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、行政機関、学校等教育機関及び
産業界に対し、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。また、インターネット定点
観測情報も１時間に１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
ティに関する有識者らで構成する「総
合セキュリティ対策会議」を定期的に
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
況の調査を実施。

（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。2004年6
月には、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、
組織管理者向けのコンテンツを追加
済み。
◎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
イドラインを公表済み。
◎企業による情報セキュリティ水準
の高いテレワーク環境の導入を支援
するための「テレワークセキュリティ
ガイドライン」を策定し、2004年12月
に公表済み。

（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。

（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。
◎国際標準化されたＩＴＵ−Ｔ勧告に
基づき、情報通信ネットワークにおけ
る情報セキュリティ評価システムを構
築した。

（３）④

安全性・信頼性の高い製品の提供促進

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。

総務省

経済産業省

（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

◎昨年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

◎情報セキュリティガバナンスを企
業・社会に実装するための方策をま
とめた「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」報告書（平成17年3月公表）に
て、企業における「情報セキュリティ
ガバナンス」のあり方及びその確立
を促進するための３つの施策ツール
（①情報セキュリティ対策ベンチマー
ク、②情報セキュリティ報告書モデ
ル、③事業継続計画策定ガイドライ
ン）を提示。

（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。
同年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

2004年度まで

◎不正アクセスに関する情報提供等
を行っている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
の増強等を実施した。

（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

2004年度まで

◎電磁的記録解析に係る捜査技術
に関する情報を取りまとめ、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）の基礎を確立し、
これに基づき解析作業を実施中。

（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

◎2003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、バイオメトリクス関
連標準の相互運用性試験技術に関
する調査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。
◎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。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
員等に対して、民間の最先端技術を
習得させるための訓練や必要な教養
等を実施中。

（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

◎開設を支援した情報通信セキュリ
ティ人材育成センターが研修を開
始。
引き続き「情報通信セキュリティ人材
育成センター開設支援事業」を実
施。

（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２００
０名以上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、ＩＳＭＳ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。

（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
礎講座を実施。

（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た。

（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・強化等について検討
を行った。
◎Ｇ８国際組織犯罪対策上級専門家
会合（リヨン・グループ）ハイテク犯罪
サブグループ会合、ICPOアジア南太
平洋IT犯罪作業部会等の国際会議
に積極的に参加し、諸外国の関係機
関との協調関係の構築を図った。
◎2004年度に、韓国（７月）、ベトナム
（８月）、中国(12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。
◎24時間コンタクトポイント等を通じ

◎24時間コンタクトポイント等を通じ
て諸外国との国際捜査協力を推進し
た。
（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
◎2005年6月，英国で開催されたＧ8
司法内務閣僚会合において，イン
ターネットを犯罪に利用する行為へ
対抗するための措置について，Ｇ8各
国の専門家に検討させることなどを
確認。
（外務省）
◎2004年9月、ｻｲﾊﾞｰ犯罪条約発効
記念会議に出席した。
◎G8ﾘﾖﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾊｲﾃｸ犯罪ｻﾌﾞｸﾞﾙｰ
ﾌﾟにおいて積極的に意見･情報交換
を行っている。(年3回)
（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。
同年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を日本で
開催。
日本を含むアジア地域の９ヶ国１地
域が参加。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し
て実施予定。

（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、
2005年１月にも米国国防総省との間
でＩＴフォーラムを実施。2005年度も引
き続き、米国国防総省との間でＩＴ
フォーラムを実施予定

（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会合等を踏まえ、TelecomISAC 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
を実施した。

（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は、ＡＰＳＩＲＣ等情報
セキュリティに関する国際会議に積
極的に参画し、不正アクセス対策、
脆弱性ハンドリング等に関する意見
交換・連携強化を実施。

（８）①

個人情報保護の推進

内閣府
全府省

（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

個人情報保護法の ◎平成16年4月2日に「個人情報の保
全面施行（平成17年 護に関する基本方針」を閣議決定。
4月1日）まで
同基本方針に基づき、法の全面施行
（平成17年4月1日）に向けて、制度の
広報・啓発、関係行政機関、地方公
共団体等との連携体制の整備、苦情
処理の枠組みの強化、法制度の運
用に関する情報収集及び調査研究
等の取組を行った。また、それぞれ
の事業等の分野の実情に応じて、21
の分野で33のガイドラインの策定・見
直しを行った。さらに、医療、金融・信
用、情報通信については、各分野ご
とに個人情報の適正な取扱いのより
厳格な実施を求めるガイドラインの
策定・見直しを行ったほか、法制上の
措置に関して以下のとおりとりまとめ
た。
（医療）
現段階においては、個別法がなけれ
ば十分な個人情報保護を図ることが
できないという状況にはなく、現行法
及びガイドライン等に基づく取組が的
確になされることが、まず重要。
（金融・信用）
銀行法施行規則、保険業法施行規
則等を改正し、必要な規定を整備。
また、個人情報の漏えい行為に対し
業種横断的な視点に立って法制上
の措置を検討することが必要。
（情報通信）
分野横断的に個人情報を漏えいする
行為等を処罰できることとするための
法制度の整備の検討を今後進めて
いくことが適当。
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

◎両法の施行に向けて総務省にお
いて、行政機関等が保有する個人情
報の適切な管理に関する指針を策
定、通知（2004年9月）、法律を詳細
に解説した文書を作成、配布、公表
（同年同月）、法律の施行に当たって
の留意事項を通知（2005年3月）。
◎各府省において、総務省作成の
「行政機関の保有する個人情報の適
切な管理のための措置に関する指
針」を参考に、保有する個人情報の
取扱いの実情に即した個人情報の
適切な管理に関する規程等の整備
を実施。また、職員を対象とする行政
機関個人情報保護法に係る教育研
修や独立行政法人等への必要な指
導を実施。

スケジュール

進捗状況

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

（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

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について、2005
年度から着手。

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、２００５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

文部科学省
経済産業省

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、引
き続き伝送実験を実施。
◎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。2005年
度引き続き高出力、高効率、高信頼
性を目指して実施中。

（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

（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

◎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、2005
年2月までに、フォトニック結晶を用い
て光ファイバを透過する信号の劣化
修復を実証した。
◎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、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、2005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。
◎メモリデバイス技術については、
2005年4月に、メモリデバイスの超大
容量化、低消費電力化につながる、
世界最高の磁気抵抗比を持つ磁気
抵抗素子の開発に成功した。
◎ハードディスク技術については、
2004年に試作した垂直磁気記録方
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
ブを60%上回る記録密度を持つハー
ドディスクドライブの試作に、2005年3
月までに成功。
◎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、２００５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

◎2004年度までに、35本のソフトウェ
ア開発支援を実施。2005年度は公募
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年度は13件のソフトウェア開
発支援を実施。また、学校へのデス
クトップＯＳＳ導入実証事業を行い、
計１６校において約８４０台を導入。

文部科学省
経済産業省

（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

◎２００４年度までに組込みソフトウェ
ア構築におけるオブジェクト指向設計
支援環境、組込み用基盤ソフトウェア
評価版開発、実時間JavaVMの試験
的実装を終えた。
また、インターネット情報収集技術
開発において５０億URLのWebページ
分散収集を完了し、サーバーへの再
収集アルゴリズムとしては、世界一
の効率を達成できる技術を開発し
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
分野では20台以上のカメラを同期さ
せ３次元映像を作成する基本システ
ムを作成中。教育機関におけるアー
カイブの利活用の分野ではマルチメ
ディア教材制作のための支援ソフト
ウェアや、コンテンツ配信に関するソ
フトウェアの研究開発等を２００４年
度から作成を開始したところ。

（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ネット
ワーク家電接続や生活データ収集実
験を実施。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中。

（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２００
１年度から着手し、引き続き２００５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、２００５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、２００５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、国際標準
に準拠したスペックの製造技術開発
を実施中。
◎産業界への導入策については、実
証実験を通じて導入拡大を支援。百
貨店など一部の業界では実証実験
の成果を受けて導入が始まってい
る。

（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
◎知的財産権侵害事犯の取締りを
推進するため、2004年９月に広く一
般国民及び権利者団体等から知的
財産権侵害に関する情報、相談等を
メール等で受け付けるための不正商
品専用相談窓口を開設するととも
に、2005年４月に生活安全局生活環
境課内に知的財産権保護対策官を
新設し、取締りに向けた体制強化を
図った。
◎2005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2005」において、権利
者団体と連携した広報啓発活動を実
施。
◎2005年３月、東京で開催された「東
京国際アニメフェア2005」において、
知的財産権侵害事犯の取締状況に
ついて講演を実施。
◎2005年４月、中国公安部において
知的財産権侵害事犯に関する情報
交換を実施するとともに、今後の連
携、協力関係の構築等について意見
交換を実施。
◎2005年５月、仙台で開催された「平
成17年度不正商品防止キャンペーン
ほんと？ホント！フェアin仙台」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 ◎「国際情報通信ハブ形成のための
高度ＩＴ共同実験」として、国際ＩＸ形成
のための基盤的技術の研究開発及
び日本と中国・シンガポールとの間で
ＩＰｖ６環境の国際ネットワークを用い
たデジタルコンテンツの電子商取引、
多言語環境対応プラットフォームの
ための機械翻訳技術、国際間の
バーチャルコラボレーション環境での
デジタルコンテンツの共同制作等の
アプリケーションに関する共同研究
開発・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年度及び2005
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）に参加
し、次世代情報通信網の構築を促進
する先端的技術及びその導入方法
等について調査を実施（2004年４月
マレーシア・クアラルンプール会合、
2004年11月中国・深圳会合、2005年
５月ベトナム会合に参加し、2005年９
月にはＡＩＣインドネシア会合に参加
予定）。また、本調査に基づいた人材
育成システム（ＣＡＩコースウェア）の
開発を実施。

総務省

（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。
◎日韓間の国際リンクを使って広帯
域ネットワーク伝送・制御技術、ＩＰｖ６
関連技術、広帯域映像関連技術等
の次世代インターネット技術に関する
実証実験を実施。
◎日本とアジア７カ国（ベトナム、フィ
リピン、タイ、マレーシア、シンガポー
ル、インドネシア、ラオス）との間で衛
星回線を使った次世代インターネット
技術に関する実証実験を実施。
◎2005年４月、ＡＰＥＣ−ＴＥＬ３１会合
（タイ・バンコク）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。

（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

日中共同で中国において、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実施。
①2005年３月に、３年間の事業成果
発表会を開催してプロジェクトは終
了。
②2005年度はプロジェクトの評価を
踏まえながら、中国側の事業期間に
配慮したフォローアップを予定してい
る。

（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（ＯＳ
Ｓ）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３回開催。
（経済産業省）
◎日中韓３カ国の担当局長会議を３
回開催し、人材育成、標準化等の協
力に合意。2005年に中国で第４回会
議を開催予定。
◎東南アジア諸国等を含む21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５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

総務省

（７）①キ）

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

◎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。
◎研究成果の一部をＩＥＴＦにおける
標準化活動に反映。

2005年度まで

◎昨年度開催した専門家による国際
会合での検討を踏まえ、実用化に向
けた更なる技術的課題を検討中。特
にポストペイ型の決済システムを含
め、国際的なバリュー処理（事業者
間の運賃等の国際決済）の方式など
の研究開発に取り組む予定。

（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11月、拠点大学と日本学術
振興会産学協力研究委員会第163委
員会との共催により、日韓約150名の
研究者が参加するセミナーを開催し
た。これにより、ＩＴＲＣの各研究分科
会におけるこれまでの研究成果に対
し、客観的評価が得られるとともに、
産業分野への応用、実用化への展
開可能性が広がった。

（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、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。2005年５月には国
別ドメイン名（ｃｃＴＬＤ）の委任に関す
る原則の改訂が決議された。
◎ＤＮＳのＩＰｖ６完全対応に向けたＧ
ＡＣの活動に貢献。

（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
済み（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80件、ＩＴＵに対して
26件の標準提案を提出（2005年７月
末現在）。

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、審議中。
また、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
検討をすすめるとともに、評価のため
の標準機を開発。
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

◎2004年度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。
◎提供コンテンツの更新・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。
◎デジタル・アーカイブに関するコン
テンツを追加
◎2004年度の総ヒット数は1064416。

（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）。
◎2002年度よりＩＴ高度人材育成事業
を実施中。2004年度は139講座を開
催し、延べ2,027人が受講。
◎ＩＴ産業等集積基盤整備事業にて、
2003年度より名護市にＩＴ企業等の共
同利用型施設を整備。本年７月に開
所。
◎第２次沖縄県情報通信産業振興
計画（2005〜2007年度）の策定を推
進。
（内閣府）
◎2003年度より沖縄電子商取引普
及促進事業を実施中。2004年度は９
件採択。
◎ＩＴ新事業創出体制強化事業を実
施し、先進的なＩＴ環境を備えたイン
キュベート施設を１カ所整備。
（総務省）
◎2005年７月末現在、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40市町村において41
事業及び地域イントラネット基盤整備
事業を16市町村において18事業を実
施済み。
◎沖縄国際情報特区構想の推進調
査として、2004年度に沖縄県内の情
報通信の現状と課題の調査を実施。

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確保
について、「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
おいて検討中。

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
り組みの進捗状況の把握・公表を実
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）
民放ｷｰ5局
平成14年度 平成15年度
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）
◎2005年3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）
◎2004年度にＩＴＳ世界会議において
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ＰＤＡを用いた移動支援シ
ステムの実証実験を行った。また、Ｐ
ＤＡの改良版となる携帯電話への接
続アダプタを用いた移動支援システ
ムを開発し、2005年度に愛・地球博
で実証実験を実施する予定。
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）
◎2004年度は、神戸において実施し
た通信機器の性能、通信安定性を検
証するプレ実証実験結果を踏まえ、
神戸市内の歩道や駅等に電子タグ
や無線装置などの通信機器を設置。
2005年度は、通信機器に関する案
内情報等（コンテンツ）を入力し、市
民の方々、専門家や学識者等による
モニター調査及び技術検証等の実
証実験を実施予定。
また、愛・地球博においても、国内
外からの来場者の方々に広く体験頂
き、案内情報等（コンテンツ）内容を
確認しながら、システムをつくりあげ
ていく実証実験を実施中。これらの
実証実験と連携を図り、全国各地で
展開できるよう実証実験の結果を技
術仕様としてとりまとめる予定。

(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、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

◎総務省が2004年度に実施した支
援方策に関する調査研究結果をもと
に、財団法人日本ソーホー協会が、
SOHO起業支援のためのe-ラーニン
グシステムを整備、2005年７月運用
開始。

（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、
SOHOスキルに関するコンテンツ等
が学習可能なe-learning機能を付加
し運用した。

経済産業省

（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起因する児
童買春やその他の犯罪から児童を
保護するため、関係法令に基づく積
極的な取締りを推進。その結果、平
成16年中に、出会い系サイト規制法
第６条（不正誘引）違反31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745件、インターネッ
トを利用した児童ポルノ事件85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、出会い系サイト
規制法の解説や技術指導等の研修
を通じて、民間の関係団体が行って
いる活動（サイバーパトロール）の支
援を実施。
◎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
の実施に向けて調整中。

（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。
◎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し
た。

（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
のマークを利用した仕組みの実現に
向け、引き続き調査研究を実施する
とともに、マーク制度の運用システム
及びアクセス制御システムの開発・
実証実験を実施予定。
◎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
を開始し、これまで、有害モバイルコ
ンテンツの調査やフィルタリング方式
の調査・検討を行ってきたところ。
◎2005年も引き続き研究開発を推進
予定。

（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

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、Ｗ
eb上でのフィルタリングソフトの無料
配布も実施中。

「IT政策パッケージ-2005」における各分野別施策一覧表

１．行政サービス
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
部分
（１）①ア）
添付書類のオンライン化

担当省庁
法務省
財務省

スケジュール

進捗状況

2005年8月末まで
2005年度末まで

（法務省）
◎CIO連絡会議事務局の主導のも
と，「オンライン利用促進のための行
動計画」の策定作業を行っており，関
係省庁等の取り組みも踏まえて検討
することとしている。
（財務省）
◎２００５年度末までに、手続ごとに
添付書類の取扱いについて対応方
針を定めるため、検討を進めている
ところ。

（１）①イ）

オンライン利用の処理期間の短縮及び手数料の低減 全府省
等

2005年度末まで

◎処理期間の短縮及び手数料の低
減について結論を得るため、検討を
進めている。

（１）①ウ）

24時間365日ノンストップサービスへ向けた取組

法務省
財務省

2005年中

◎システムの安定的な稼動に留意し
つつ、利用者のニーズ及び運用コス
ト等を十分に踏まえた上で、受付時
間の拡大について検討を進めている
ところ。

（１）①エ）

行動計画の策定

全府省

2005年7月末まで
2005年度末まで

◎2005年７月末にオンライン利用促
進対象手続を確定。2005年度末まで
に行動計画を策定するため検討を進
めているところ。

（１）②ア）

登記

法務省

2005年度末まで
2008年度の出来る
だけ早期

◎2004年度末までに，商業・法人登
記のオンライン申請については，55
登記所で開始し，不動産登記のオン
ライン申請については，1登記所で開
始しており，2008年度の出来るだけ
早期に全国の登記所のオンライン化
に向けて，順次導入する。
◎複数の登記識別情報の有効性確
認の一括請求を可能にするため，本
年度実施に向けてシステム改修を
行っている。

（１）②イ）

国税

財務省

2005年中
2006年4月まで

◎２００５年４月から酒税及び印紙税
申告手続の運用を開始。
◎２００５年度末までに、手続きごと
に添付書類の取扱いについて対応
方針を定めるため、検討を進めてい
るところ。
◎開始届出書の提出から電子申請
開始までの期間短縮については、利
用者のニーズや運用コスト等を十分
に踏まえ検討を進めているところ。

（１）②ウ）

自動車保有関係手続

国土交通省
警察庁
総務省

2007年中
2008年末まで

◎2005年12月の稼動開始に向け、
2005年１月〜３月にかけて、岩手県、
埼玉県、東京都、神奈川県、愛知
県、岐阜県、大阪府及び佐賀県の８
都府県において試験運用を実施。

（１）②エ）

供託

法務省

2005年度末まで

◎2005年3月から一部供託所におい
てオンライン申請を開始しており，
2005年度末までに全供託所において
オンライン申請を開始する予定。

（１）②オ）

旅券

（１）③

外務省

2005年度以降

◎旅券のｵﾝﾗｲﾝ申請を開始している
都道府県に対しては、2005年度以降
も利用促進のための周知・広報等に
取組み、早期に全都道府県でｵﾝﾗｲﾝ
申請が可能となるよう必要な支援を
進めている。

電子政府構築に向けた府省共通システム整備等の 内閣官房
推進
財務省
総務省

18年度予算要求時
を目途

◎府省共通業務・システムの開発や
運用を効率的に実行するための予算
上の措置について検討中。

（１）④ア）

ＦＡＬ条約（1965年の国際海上交通の簡易化に関す 財務省
る条約）の締結
法務省
外務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

2005年末まで

「1965年の国際海上交通の簡易化に
関する条約(ＦＡＬ条約)」 について
は、2005年6月15日に、その締結に
ついて国会の承認を得ており、本年
秋の締結を予定している。また、条約
を締結する際の必要な措置として、
関税法、港湾法等関係法令の改正
案についても、平成１７年度通常国
会等にて成立したところ。

（１）④イ）

各省統一申請書のオンライン化

財務省
法務省
外務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

2005年11月
2004年度中

◎港湾関連手続については、関係府
省共通のFAL様式の採用、入港前の
諸手続についての項目の大幅削減・
共通様式化等を行い、これらの簡易
化手続を、2005年11月までにシステ
ムで行えるよう、システム変更を進め
ているところ。
◎輸出入関連手続については、2005
年2月にインターフェースシステムを
更改し、関連省庁システム・民間シス
テム間の接続等を可能とした。

（１）④ウ）

輸出入・港湾関連手続の最適化に向けた取組

財務省
法務省
外務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

2005年度末までので ◎CIO連絡会議幹事会において、
きる限り早期
2005年6月3日に、輸出入及び港湾・
空港手続関係業務に係る業務・シス
テムの見直し方針を決定。本見直し
方針に基づく最適化計画を2005年12
月までに策定することとしている。

（１）⑤

政府におけるオープンソースソフトウェアの活用促進 総務省
経済産業省

（１）⑥

独立行政法人の業務・システム最適化

（１）⑦

法令等の行政情報の官報等による電子的提供の充 内閣府
実
全府省

2005年4月1日

（２）①

住民生活に密着した行政サービスのオンライン利用 総務省
促進

2005年末までのでき ◎今後は共同アウトソーシングの推
る限り早期
進の中で効率的に着実に整備を促
進していく予定。

2005年度早期

関係府省

◎「オープンソースソフトウェアに係る
政府調達の基本的な考え方（指針）」
（仮称）について、2005年度早期の策
定に向け、現在検討中。
◎「独立行政法人等の業務・システ
ム最適化実現方策（2005年6月29日
ＣＩＯ連絡会議決定）」に基づき、国の
取組に準じて、平成17年度中に、最
適化計画の策定・実施等を中期目標
に盛り込む等の措置を講じる。

◎官報については、独立行政法人国
立印刷局におけるインターネットによ
る情報提供機能の更なる充実（印刷
機能の付与等）を2005年4月1日に実
施済。
◎各府省においては、ホームページ
にて関係法令等の電子的提供を行っ
ており、引き続き情報提供の充実を
図る。

（２）②

地方公共団体の業務・システムの標準化・共同

総務省

2005年度のできる限 【2005.4.1時点都道府県調査結果】
り早期
◎市町村との共同化の取り組み
・ 共同で取り組んでいる団体→46団
体
・ 検討中の団体→1団体
◎共同で取り組んでいる46団体の状
況
・ 46団体すべてで協議会等を設置

（２）③

地方公共団体等公共分野におけるアクセシビリティ 総務省
確保支援

2005年中

◎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確保
について、「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
おいて検討中。

（２）④

IＴを活用した地方行政への住民参画の促進

総務省

2005年度の早期

◎ＩＴを活用した地方行政・地域社会
への住民参画のあり方について研究
会を設置し議論を深めるとともに、
SNS・電子アンケート等の機能を備え
たモデルシステムを開発・実証する
予定。

（３）①ア）イ）

公的個人認証サービス・住民基本台帳ネットワークの 総務省
利用・活用の推進

2005年度末まで
2005年度中に

◎行政手続等の代理を行う行政書
士、司法書士等の資格者が顧客の
電子証明書の有効性確認を行うこと
ができるよう、「電子署名に係る地方
公共団体の認証業務に関する法律」
の一部改正法案を第１６２回国会に
提出したところ。
◎公的個人認証サービスが場所を
問わず、手軽に利用できるよう、携帯
電話端末等による利用を想定したモ
デルシステムを開発実証するなどの
新たな方策の提示に向け検討中。

（３）②

利用しやすいシステム整備の推進

総務省

2005年度中

◎e-Govに整備する窓口システムに
ついて、2005年度中のウェブコンテン
ツに関する日本工業規格（JIS X
8341-3）への対応に向け、現在作業
中。
◎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の議論を踏ま
え、今後、地方公共団体に対して
は、電子申請サービス等についてウ
エブアクセシビリティを確保していくよ
う要請を行っていく予定。

（３）③

霞が関ＷＡＮ、ＬＧＷＡＮの積極的活用

総務省
全府省

2005年度末までので ◎電子行政推進国・地方公共団体協
きる限り早期
議会及びその検討作業部会である
霞が関WAN・LGWAN連携部会にお
いて、国・地方公共団体間を結ぶ専
用回線の霞が関WAN・LGWANへの
移行方策について、2005年度早期の
取りまとめに向け、現在作業中。

（３）④

地上デジタルテレビ放送の積極的活用

総務省

2005年中

◎2004年7月、「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」について情報通
信審議会から中間答申を受けた。
◎これを踏まえ、防災、教育等の公
共分野における、地上デジタル放送
有効性を検証するための実証実験
の実施に向け、関係省庁とも連携し
つつ、 その具体的内容を検討中。
◎併せて、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
討中。

２．医療
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
部分
（１）
診療報酬制度による医療のＩＴ化の一層の促進

担当省庁

スケジュール

進捗状況

厚生労働省

2005年度末まで

◎保険医療機関等における医療のＩ
Ｔ化に係る診療報酬体系における評
価の在り方について、方策等の検討
を行っている。

（２）①ア）イ）

レセプト電算化の導入コストの低減

厚生労働省
経済産業省

2005年度末まで

（厚生労働省）
◎2004年度において、レセコンから
紙で出力する際の文字データを活用
しレセ電に適合するデータを作成す
るツール開発について検証を行い、
2005年度において予算を計上し（約
１７億円）、開発を行うこととしてい
る。
(経済産業省）
◎2004年度、「医療情報システムに
おける相互運用性の実証事業」の前
倒し実施を図り、共通データベース
フォーマット等につき、部門別に検討
した。
2005年度以降、引き続き当事業を実
施予定。

（２）②

レセプト電算化の導入インセンティブの付与

厚生労働省

2005年末まで

◎レセプト電算化に対応した医療機
関へのインセンティブの検討を行う予
定。

（２）③

オンライン化の普及推進

厚生労働省

2004年度末まで

◎2004年度末までに医療機関にお
けるレセプトのオンライン請求を開始
すべく、審査支払機関における受け
入れ体制の整備、セキュリティガイド
ラインの作成、認証基盤の整備等を
行ってきたが、オンライン請求の開始
には至っていない。オンライン請求開
始後は、メリットの周知等により普及
を促進することとしている。

（３）①

審査支払機関から保険者に提出されるレセプトの電 厚生労働省
算化

2005年末まで

◎医療機関からレセ電で提供された
レセプトにつき、当該データをイメー
ジ画像化したうえで、検索情報を付
加し磁気媒体で保険者に提供を行っ
ている（平成１６年１１月より１４健保
組合において実施済み）。

（３）②ア）イ）

保険者におけるレセプト電算化への対応に係る負担 厚生労働省
の軽減

2005年末まで
2005年中

◎イメージ画像及び検索情報による
提供については、保険者での受入に
ついて困難な問題は生じないが、一
層の利便性を確保するため画面処
理ソフトを開発した。
保険者が審査支払機関に支払う手
数料について、審査支払機関から保
険者へのレセプト形式に応じた経費
を反映し受け渡し形式ごとに定める
ことを検討するよう審査支払機関等
を指導する予定。

（４）

レセプトデータ等の有効活用による医療の質の向上 厚生労働省

2005年度末まで

◎レセプトデータの活用については、
ＩＴ政策パッケージ及び規制改革・民
間解放推進３カ年計画（平成１６年３
月１９日閣議決定）に基づき、研究・
検討を進めており、現在、健康保険
組合連合会において、レセプトの分
析を含めた健保組合向けのシステム
を２００５年度中の完成を目指して開
発中である。

（５）①

電子カルテの標準化の推進

厚生労働省
経済産業省

2005年末まで

（厚生労働省）
◎標準的電子カルテに求められる情
報項目、機能等の基本要件、用語・
コードの標準化及びメンテナンス体
制のあり方、標準的電子カルテが導
入された場合の医療に対する効果や
経済的な効果の評価方法等を2005
年5月に公表した「標準的電子カルテ
推進委員会」最終報告において明示
した。また、標準的電子カルテの基
本要件を踏まえた基幹的なインター
フェースの構築等、互換性確保のた
めの措置を2005年末までに実施す
る。
（経済産業省）
◎2004年度、「医療情報システムに
おける相互運用性の実証事業」の前
倒し実施を図り、システム相互接続
のためのインターフェースの構築等
につき、部門別に検討した。
2005年度以降、引き続き当事業を実
施予定。

（５）②

電子カルテの導入及び運用に係る負担の軽減

厚生労働省

2005年度

◎地域中核病院等にＷｅｂ型電子カ
ルテを導入することにより、診療所等
の電子カルテ利用を支援する新規事
業を2005年度に実施する。

（６）①

遠隔医療に詳しい人材の育成

経済産業省

2005年末まで

◎2004年度より実施している「医療
情報管理者育成のためのモデルプロ
グラム開発事業」において、左記施
策を実施予定。

（６）②

遠隔医療システムの基盤整備

経済産業省

2005年3月まで

◎2004年度に、「テレパソロジー普及
促進調査事業」を実施し、診断医が
不足、偏在している病理診断に関し
て、メール添付機能を利用した「P to
P方式」のコンサルテーションシステ
ムの開発と普及方策のとりまとめを
行った。

（６）③

公立病院等における遠隔医療システム導入の推進

総務省
厚生労働省

2005年中

◎2005年2月より関係機関・事業者
等によるWGを設置し、2005年以降の
遠隔医療システムのあり方について
検討中。

（７）①

医療における公開鍵基盤の早期整備

厚生労働省

2005年度末まで

◎2004年9月に取りまとめた「医療情
報ネットワーク基盤検討会」の最終
報告を踏まえ、「保健医療福祉分野
におけるPKI認証局証明書ポリシ」を
2005年４月に公表した。

（７）②ア）イ）

医療に係る文書の電子化の早期実現

厚生労働省

2005年度

◎処方せんに記載されている情報の
電子的共有等、関係機関が医療安
全推進の観点から適切なネットワー
ク連携を行うための具体方策等に係
る研究を2005年度に実施する。

（７）③

保険医療機関受診時における保険証の有効性検証 厚生労働省
の実現

2005年度

◎保険証の有効性検証の実現のた
めの検討を行う予定。

（８）

ユビキタス健康医療の実現

総務省

2005年中

◎医療分野におけるユビキタス技術
の活用策等について調査中。

（９）

医療機関における管理者層に対するIT教育の促進

経済産業省

2005年末まで

◎2004年度において実施した「医療
情報管理者育成のためのモデルプロ
グラム開発事業」において、モデルプ
ログラムの開発を行った。
今後、当該プログラムの試行を図
る。

３．教育・人材
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
部分
（１）①
学校のＩＴ環境の整備の推進

担当省庁

スケジュール

進捗状況

内閣官房
文部科学省
総務省
経済産業省

2005年度中

◎地方自治体、民間企業・団体、ボ
ランティア等の連携による「教室の
ネットワーク化運動（ネットデイ）」等
に対する支援等について引き続き検
討していくとともに、校内ネットワーク
整備の遅れている自治体へ専門家
等を派遣して、教員向けの講習会を
開催し、自らネットワークを管理・運
営できる教員等の育成等を行うことと
している。
◎現在整備が遅れている学校の普
通教室における校内ＬＡＮ整備につ
いて、関係省庁の施策の連携を図
り、一体的に推進するためにネットデ
イ等の取組への協力体制等を構築
するため、４省庁から成る学校のＩＴ
環境の整備推進に関する連絡会議
を設置。また、各地方公共団体に対
して校内LAN整備のための通知文を
発出するとともに校内LAN整備が遅
れている地域への依頼を実施。

（１）②

情報モラル教育の推進

文部科学省

2005年度中

（文部科学省）
◎情報モラル等の効果的な指導手
法についての研究等を実施するため
に、実践研究協力校の選定を行った
ところ。

（１）③

教育用コンテンツの整備と活用

文部科学省

2005年度

（文部科学省）
◎2005年度も引き続き教育用コンテ
ンツや教育支援情報の利用可能な
情報数について、約２万件を目標に
整備を図る。また、センター機能の高
度化と運用の強化を図るとともに、教
育用コンテンツ活用の推進に向けた
実践研究を実施する予定。
◎ネットワーク上で教育用コンテンツ
を購入し、利用することができるシス
テムを整備し、民間で開発された教
育用コンテンツを活用した効果的な
指導手法等の研究を実施。

（１）④

教員の評価に関しIT活用能力の観点の導入

文部科学省

（文部科学省）
◎本年秋に開催予定の全ての都道
府県・指定都市教育委員会の関係者
を集めた会議において、本「ＩＴ政策
パッケージ-2005」の記述について周
知するとともに、教員評価にIT活用
能力を観点としてとり入れる工夫をす
ることについて指導する予定。

（１）⑤

大学入試試験における情報科目の導入促進

文部科学省

2005年度中

（文部科学省）
◎各国公私立大学に対して行ってい
る入学者選抜の説明会において，入
試における情報科目の導入について
周知を行った。
◎大学入試センターにおいて，大学
の情報科目に対するニーズや，高等
学校における履修状況について調査
することを検討中。
（情報科目の各大学での入試の実態
について，９月を目途に把握する。）

（２）①ア）

産学連携による大学での教育訓練の拡大と成果の
活用

経済産業省

2005年度末

（経済産業省）
◎2004年度において、9件の教育訓
練の開発を実施。2005年度において
も、引き続き教育訓練の開発を実施
する。

（２）①イ）

高度IT人材の育成手法の検討・開発

総務省
経済産業省

2005年度末

（総務省）
◎企業等の戦略的情報化を担い得
る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
を開発予定。
（経済産業省）
◎昨年１１月から「ＣＩＯの機能と実践
に関するベストプラクティス懇談会」
を開催し、企業活動における適切なＩ
ＴガバナンスやＩＴ財務管理、ＩＴ投資
の評価・運用等、ＣＩＯの機能や役割
等のあるべき姿の検討と先進事例の
収集を進めてきたところ。
本年中に、先進事例集やCIOに求め
られる機能や人材育成のあり方など
を同懇談会の報告書としてとりまとめ
る予定。
また、本報告書を踏まえて、必要な
施策に取り組んでいく予定。

（２）①ウ）

スキルの標準化

経済産業省

2005年度中

（経済産業省）
◎平成１７年７月より、有識者による
委員会において検討を開始。

（２）①エ）

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

2005年度も引き続き （厚生労働省）
◎産業構造の変化等を踏まえなが
ら、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。

（２）①オ）

産学連携による人材育成モデルの構築とその成果の 文部科学省
活用

2005年度末

◎引き続き、大学間、産学官の組織
的な枠を超えて連携する、高度な人
材育成を行うための大学を核とした
有用な人材育成モデルの構築につ
いて検討を行っている。
担当課において、引き続き検討中。

（２）②

オープンソースソフトウェアを活用したＩＴ人材の育成 内閣官房
文部科学省
総務省
経済産業省

（内閣官房）
◎有識者等にヒアリング等を実施す
る予定。
（文部科学省）
◎大学におけるオープンソースソフト
ウェアの活用実態の把握等について
検討予定。
（総務省）
◎オープンソースソフトウェアを活用
した情報通信人材研修事業に対し助
成を実施予定。
（経済産業省）
◎方針について省内で検討中。

（３）①

誰でもいつでも能力向上を行う機会の提供

経済産業省
文部科学省
厚生労働省

2005年度中

（経済産業省）
◎若者・フリーターや中小企業の従
業員等が、就職・仕事に役立つ知
識・ビジネススキルを手軽に学べる
機会を提供するため、２００５年度よ
り関係府省が連携して、ジョブカ
フェ、大学等の教育機関、商工会議
所等を活用して、「草の根eラーニン
グサービス」を提供する仕組みの整
備を進めている。６月上旬に５コン
ソーシアム（８件の学習プログラム）
をモデル事業者として採択。実証実
験に向けて、各コンソーシアムで学
習プログラムの開発等準備を進めて
いる。
（文部科学省）
◎若者・フリーターや中小企業の従
業員等が、就職・仕事に役立つ知
識・ビジネススキルを手軽に学べる
機会を提供するため、２００５年度よ
り関係府省が連携して、ジョブカ
フェ、大学等の教育機関、商工会議
所等を活用して、「草の根eラーニン
グサービス」を提供する仕組みの整
備を進めている。文部科学省として
は、５月上旬より公募を開始し、全国
５地域にモデル事業を委託した。
（厚生労働省）
◎労働者が自らのニーズに即したe
ラーニングの講座を選択する上で必
要な情報を提供する仕組みの整備
等を進めているところ。

（３）②

４．生活
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
部分

地域の情報拠点としての図書館機能の検討

施策名

文部科学省

担当省庁

2005年度中

スケジュール

（文部科学省）
◎平成１６年７月に「これからの図書
館の在り方検討協力者会議」を設置
し、平成１６年度に計７回開催。平成
１７年度中に報告書を取りまとめる予
定。
◎本協力者会議の下に開催された
「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、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い、報告書
をまとめた。

進捗状況

（１）①ア）

ＩＴ化の進展に伴う新たな社会問題に適切に対応する 内閣官房
ための各府省連携体制の強化
関係府省

（内閣官房・関係府省）
◎平成１７年２月２２日付けで「ＩＴ安
心会議」（インターネット上における違
法・有害情報等に関する関係省庁連
絡会議）を設置し、第１回会合を同年
２月２５日に開催。
◎関係府省との間で情報を共有する
ためのバーチャルフォーラムを霞が
関ＷＡＮ上に設置し、一般国民への
周知用のＨＰを首相官邸ＨＰ上に掲
載するなど、各省連絡体制、情報共
有体制を構築し、国民への周知を
行っている。
◎「インターネット上
における違法・有害情報対策」を平
成１７年６月３０日付けでとりまとめ、
公表した。

（１）①イ）

フィッシング対策の推進

警察庁
総務省
経済産業省

2005年中

（警察庁）
◎フィッシングに関する情報を提供及
び相談を受け付けるため「フィッシン
グ110番」を設置し、提供された情報
等を踏まえて取締りを強化。
◎米国等の外国捜査機関との連携
の強化を推進。
（総務省）
◎2005年1月からインターネット接続
サービスを提供する電気通信事業者
を中心とする「フィッシング対策推進
連絡会」を開催し、情報の共有を図る
とともに、その効果的な対策等につ
いて検討中。
（経済産業省）
◎フィッシングに対する情報収集・提
供、注意喚起等を行う「フィッシング
対策協議会」を2005年４月に設立し
た。今後は主に以下の活動を予定し
ている。
（１）フィッシングに関する情報収集・
提供
（２）フィッシングについての動向分
析
（３）フィッシングに対する技術・制度
的対応の検討

（１）①ウ）

迷惑メール対策の推進

総務省
経済産業省
警察庁

2005年早期

（総務省）
◎2004年10月から「迷惑メールへの
対応の在り方に関する研究会」を開
催し、政府による効果的な法執行、
電気通信事業者による自主規制、技
術的解決策、利用者啓発及び国際
協調といった迷惑メールへの対応方
策について検討中。
◎2005年3月、特定電子メールの範
囲の拡大、架空電子メールアドレス
による送信を禁止する範囲の拡大、
送信者情報を偽った電子メールの送
信の禁止及びその違反者に対する
直罰規定の導入等を内容とする「特
定電子メールの送信の適正化等に
関する法律の一部を改正する法律
案」を国会に提出し、同年5月に成
立、公布。
（総務省、経済産業省）
◎総務省と経済産業省が協力して、
違法な迷惑メールに関する情報を迷
惑メールの送信等に利用されたイン
ターネット接続サービス事業者に通
知し、利用停止等の措置を促進する
「迷惑メール追放支援プロジェクト」を
2005年2月から実施中。
◎経済産業省、総務省、東京都が連
携した不当請求・架空請求対策とし
て、経済産業省が違法Webサイトの
事例を公表し、東京都がWebサイトの
情報をＩＳＰに提供することで、不当請
求等Webサイトの削除等を促進する

求等Webサイトの削除等を促進する
取組を2005年5月から実施中。
(警察庁)
◎都道府県警察の相談窓口におい
て、不当・架空請求の相談を受付
中。
◎迷惑メール対策の一環として、迷
惑メールの送信に利用される新技術
への対策を講じている。

（１）②ア）

大規模災害時対応体制の整備

総務省
警察庁

2005年度中

（総務省）
◎被災地域等の住民に警報等を伝
達するために有効な防災行政無線
の整備を促進するとともに、被災地
域で必要とされる、デジタル防災無
線およびヘリコプターテレビ受信装置
を2005年3月末に整備し、緊急性が
高い地域に配備できる体制を整え
た。また、ヘリコプターテレビ電送シ
ステムの整備を促進する。さらに、
2005年５月に開催し、８月を目途に
取りまとめることとしている「初動時に
おける被災地情報収集のあり方に関
する検討会」の議論を踏まえ、夜間
における被災情報の収集に必要とな
る赤外線暗視装置付ヘリコプターテ
レビシステム、交通や通信が途絶し
た地域においても情報収集と現地対
策本部等への報告等を可能とするた
めの災害情報収集・伝達システム等
の早急な整備を図る。
さらに、複数の大規模災害が同時
期に発生した場合にも、円滑に広域
応援に係るオペレーションが可能と
なるよう、消防防災・危機管理セン
ターの設備を2005年５月に整備拡充
したところであり、さらに2004年度か
ら5年度中にかけて、消防庁保有の
衛星車載局車のデジタル化を図って
いるところ。
（警察庁）
◎赤外線暗視装置付ヘリコプタテレ
ビシステム等を整備中。

（１）②イ）

大規模災害発生時の政府の応急対策支援活動の円 内閣府
滑化

2005年早期

（内閣府）
◎現地対策本部との間の連携を強
化するため、映像伝送と電話３０回線
の運用が可能な衛星通信システムを
導入することとし、4月から制御用地
球局整備工事を実施、上半期には完
成させる予定。なお、2005年度末ま
でには可搬局を追加し、全国9地域
への配備を行う予定。

（１）②ウ）

地震防災対策に係る地域における携帯電話サービス 総務省
エリアの拡大

2004年度中

◎地震防災対策に係る地域における
携帯電話サービスエリアの拡大のた
め、平成16年度補正予算の移動通
信用鉄塔施設整備事業により１２箇
所を採択したところ。

（１）③

ユビキタスネットワーク技術を活用した先進的な食の 農林水産省
安全・安心システムの確立
総務省
経済産業省

2005年度から

（農林水産省、総務省、経済産業省）
◎ユビキタスコンピューティング技術
の活用による、先進的な食の安全・
安心システムの公募方式による開発
を開始。
◎卸売市場を中心として、電子タグ
の活用により生産・流通情報の管理
と併せて、物流の効率化を図るシス
テムの開発を開始。
◎電子タグについて、関連ネットワー
ク技術の研究開発及び低価格化の
ための製造技術開発を実施。
◎各地域において、モデル地区の整
備を進めるため、ユビキタスコン
ピューティング技術を活用した生産自
動制御システム、農業生産資材自動
識別管理システムや情報関連設備、
分析･検査設備当の整備に対する助
成を開始。

（１）④

生体認証技術を活用した出入国管理等の強化

内閣官房
警察庁
法務省
外務省
関係府省

2005年度中

◎「バイオメトリクスを活用した出入
国管理に関するワーキングチーム」
において、指紋等の生体情報を活用
した出入国管理の導入に当たっての
検討事項について、諸外国の動向や
個人情報の保護にも留意しつつ検
討。
１8年の通常国会に入管法改正案
を提出予定。

（２）①ア）

交通事故防止のための運転支援システムの推進

警察庁
総務省
国土交通省

2005年度中

（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
（警察庁）
◎安全運転支援システム（ＤＳＳＳ）
の実証実験を推進中。
（国土交通省）
◎2005年3月より首都高速道路４号
新宿線参宮橋カーブ区間にて、渋滞
末尾等の情報を３メディア対応型
VICS車載機を通じてリアルタイムに
提供する走行支援道路システム
（AHS）の社会実験を実施中。
◎2001年度より、第３期先進安全自
動車（ASV）推進計画を立ち上げ、
ASV技術の開発の推進及び普及方
策について検討中。

（２）①イ）

狭域通信（DSRC）システムの推進

総務省
経済産業省
国土交通省

2005年度中

（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ことを受け、
ETCで導入されている狭域通信
(DSRC)システムを利用した公共駐車
場決済サービス、道の駅等情報接続
サービスや道路上における情報提供
サービスなど多様なITSサービスの
2007年の実現を図るため、規格・仕
様の策定に向けて官民共同研究を
実施中。

（２）①ウ）

高精度な道路交通情報提供の推進

警察庁
総務省
国土交通省

2005年度中

（警察庁、総務省、国土交通省）
◎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
進中。
（国土交通省）
◎VICS車載機を活用したプローブ情
報の収集・提供を図るため5.8GHｚ
DSRCを用いたVICSの規格・仕様の
策定に向け、官民共同研究を実施
中。

（２）①エ）

ETCの推進

国土交通省

2005年春

◎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2005年3月の32.9%へと約10倍にな
るなど、順調に伸びている。

（２）②

障害者や高齢者等の安全で円滑な移動支援

警察庁
総務省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省

2005年度

（警察庁）
◎2005年３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。
（総務省）
◎2004年度は電子タグを用いたＩＴＳ
アプリケーション等について事前検
討を実施。
2005年度は、こうした検討を踏まえ、
横須賀市において歩行者支援等に
資する実証実験を実施するとともに、
神戸市においてネットワークロボット
による地下街での歩行者支援に関す
る実証実験を行う予定。
（厚生労働省）
◎2004年度は、国立身体障害者リハ
ビリテーションセンターを中心に、重
度障害者の自立移動の支援を目的
として、重度障害者が操作可能な入
力装置を搭載した高機能電動車いす
の開発をめざした研究等を、他省庁
研究機関と共同して開始。
2005年度は、前年度に引き続き、重
度障害者が操作可能な様々な入力
装置を搭載できる、高機能電動車い
すの実用化に向けた取り組みへと展
開するとともに、障害者等の自律的
な移動支援システム開発のための実
証実験との連携を図り、当該システ
ムに求められる技術仕様を、障害者
等の立場から整理・分析し、提供す
る予定。
（経済産業省）
2004年度にＩＴＳ世界会議において障
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ＰＤＡを用いた移動支援シス
テムの実証実験を行った。また、ＰＤ
Ａの改良版となる携帯電話への接続
アダプタを用いた移動支援システム
を開発し、2005年度に愛・地球博で
実証実験を実施する予定。
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）
◎2004年度は、神戸において実施し
た通信機器の性能、通信安定性を検
証するプレ実証実験結果を踏まえ、
神戸市内の歩道や駅等に電子タグ
や無線装置などの通信機器を設置。
2005年度は、通信機器に関する案
内情報等（コンテンツ）を入力し、市
民の方々、専門家や学識者等によるモ
一方、東京都においては、広場空間
これらの実証実験と連携を図り、全国

（２）③

e-Passportの推進

内閣官房
警察庁
法務省
外務省
財務省
経済産業省
国土交通省

（２）④

安全かつ効率的な国際海上コンテナ物流の実現

国土交通省
関係府省

2005年度

（国土交通省及び関係府省）
◎国際物流に関して2005年度から
2009年度までの間に取り組むべき具
体的な施策の方向性を示した「安全
かつ効率的な国際物流の実現のた
めの施策パッケージ」を2005年3月30
日に策定した。今後、施策パッケー
ジを推進するために、2005年度中に
推進協議会を設置し、物流事業者等
が取り組むべきセキュリティ対策のガ
イドラインを策定するなど、施策パッ
ケージの具体化を行う予定。
また、安全かつ効率的な国際海上コ
ンテナ物流の実現に関する具体的な
施策として、2005年度に電子タグ等
を活用したコンテナ管理・輸送システ
ムに関する実証実験を実施し、必要
な事項について検証し、その成果を
踏まえ検討の深化を行う。

（３）

家庭内の電力線の高速通信への活用

総務省

2005年中

◎2004年1月に無線設備規則の規定
を改正し、漏えい電波低減技術に関
する実験を実施できるよう措置し、
2005年6月末までに19事業者89設備
の実験設備に対して許可を行ったと
ころ。
また、2005年1月より「高速電力線
搬送通信に関する研究会」を開催
し、高速電力線搬送通信と無線利用
との共存可能性・共存条件等につい
て検討中。

（内閣官房・関係府省）
◎2005年度中のIC旅券導入に向け、
発給、出入国審査等での対応準備を
進めている。また、「e-Passportの導
入・活用に関する関係府省連絡会
議」配下のワーキンググループにお
いて、空港手続き全般の中でのIC
カード等の活用について、課題の抽
出等検討に着手している。
（経済産業省）
各省連携実証実験の一環として、ePassportの電子証明書を配布するプ
ロトタイプシステム（ＰＫＤサブシステ
ム）を開発し、外務省及び法務省と協
力し機能評価を実施。さらに、3月8日
(火)から10日(木)に、つくば国際会議
場において「つくば国際互換性セッ
ション」を開催。IC旅券試作品とリー
ダの実機及び標準機との組合せで
行う互換性検証試験を行った。
今後はこれらの成果を踏まえ、各国
のIC旅券の本格導入に向けて、国内
外の導入用ＩＣ旅券とリーダーの互換
性検証と国際標準化活動への貢献
等を行う予定。
（外務省）
◎顔画像を電磁的方法により記録す
ることを可能とする改正旅券法が、６
月３日に可決、成立した。２００５年度
中のＩＣ旅券の導入を目指し、準備を
進めている。

５．電子商取引
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
担当省庁
部分
（１）
事業活動においてＩＴの利用を阻害する残された課題 内閣官房
への取組
関係府省
内閣府
法務省
金融庁

スケジュール

進捗状況

2005年末まで
2005年度末まで

（内閣官房及び関係府省）
◎事業活動のＩＴ化に係る規制の見
直し状況等について2005年3月末ま
でに総点検を行い、その結果につい
て意見募集を実施。
（内閣府）
◎特定非営利活動法人の社員総会
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
進ちょく状況を踏まえつつ，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。
（金融庁）
◎信用金庫における書面又は電子
的方法による議決権の行使について
は、「会社法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律」が2005年6
月29日成立。同法施行後に可能とな
る。
◎銀行の電子的方法による決算公
告及び保険会社の行う電子公告に
ついては、「会社法の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律」が
2005年6月29日成立。同法施行後に
可能となる。また、信託業務に係る公
告については、2005年度末までに法
制上の措置を講じる予定。

（２）①

中小企業の連携支援

経済産業省

2005年春まで

◎中小企業経営革新支援法の一部
を改正する法律案（いわゆる「中小企
業新事業活動促進法」）が、2005年4
月13日に成立。新連携支援地域戦
略会議を各経済産業局等に設置。

（２）②

中小企業の経営革新支援

経済産業省

2005年末まで

◎IT利用・活用の促進によって中小
企業の経営革新を進めるため、２００
４年度末までに全国９地域で立ち上
げた地域IT経営応援隊によって、地
域の実情に応じた普及啓発等を展開
しているところ（2004年度末までに約
29000人に対して普及啓発を実
施。）。また、中小企業において必要
となるCIO機能の明確化及びその育
成に必要な教育プログラムの整備を
行うための方針について内部検討中
である。

（２）③

中小企業の資金調達環境の整備

法務省
経済産業省
金融庁
関係府省

2005年中

（法務省）
◎電子債権を活用したビジネスモデ
ルについて経済産業省において開催
したビジネスモデル検討ワーキング
グループに参加するなど，関係省庁
で協力して検討を行った。
現在は，同ワーキンググループで提
言されたビジネスモデルの内容等も
踏まえて，２００５年中に電子債権法
制の骨格を明らかにすることができ
るように，関係省庁で協力しながら検
討を進めているところである。
（経済産業省）
◎経済産業政策局長の私的研究会
の下に、ファイナンス事業者の実務
担当者等をメンバーとする「電子債権
を活用したビジネスモデル検討ＷＧ」
を設置し、2004年11月から2005年3
月にかけて、電子債権の在り方や電
子債権を活用したビジネスモデルの
可能性について検討を実施。2005年
4月13日に電子債権を活用したビジ
ネスモデル検討WG報告書「電子債
権構想−ＩＴ社会における経済・金融
インフラの構築を目指して−」を公表
し、電子債権の基本的な考え方を提
言するとともに、電子債権を活用した
ビジネスモデルや今後検討すべき論
点を明らかにした。
◎「売掛債権の電子的な活用に係る
実態及びニーズに関する調査研究」
や「債権の電子的取扱いに関する調
査研究」を通じて、既存の金銭債権
を巡る課題や電子債権に対する企業
のニーズ等について明らかにした。
（金融庁）
◎昨年12月公表の「金融改革プログ
ラム」を受けて、金融審議会に「情報
技術革新と金融制度に関するワーキ
ング・グループ（WG）」を設置（平成17
年４月）。同ＷＧにおいて、金融シス
テム面からみた電子債権の在り方な
どについて検討を行い、2005年7月6
日に「金融システムからみた電子債
権法制に関する議論の整理（座長メ
モ）」を公表した。

６．情報セキュリティ・個人情報保護
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
担当省庁
部分
（１）
情報セキュリティ問題に取り組む政府の役割・機能の 内閣官房
見直し

（２）

個人情報保護の推進

内閣府
金融庁
警察庁
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
経済産業省
関係府省

（３）

地方公共団体の個人情報保護・情報セキュリティ対
策の推進

総務省

スケジュール

進捗状況
◎平成１６年１２月７日に「情報セ
キュリティ問題に取り組む政府の役
割・機能の見直しについて」をＩＴ戦略
本部決定し、「情報セキュリティ政策
会議（仮称）」の設置と「国家情報セ
キュリティセンター（仮称）」の設置に
ついて決定し、これに基づき平成１７
年４月２５日に内閣官房情報セキュリ
ティセンターを設置。

◎個人情報の保護に関する基本方
針に基づき、法制度の普及・定着、
苦情の円滑な処理の推進等を実施
中。
◎民間部門における個人情報の漏
えいに関する処罰のあり方について
は、与党において個人情報にアクセ
ス可能な従業者等が第三者に提供
する行為について罰則を設けるた
め、個人情報保護法の改正が検討さ
れているところである。政府としても、
こうした動きを踏まえ、関係省庁連絡
会議を活用しつつ、検討を進めてい
るところ。

2005年度中

◎個人情報保護条例の制定状況
（H17.4.1現在）
都道府県：４７団体
市区町村：２，３６８団体
◎情報セキュリティポリシーの策定
状況（H17.4.1現在）
都道府県：４７団体
市区町村２，２３６団体
◎情報セキュリティ監査の実施状況
（H16.4.1現在）
都道府県：１７団体
市区町村：３７０団体
◎財政支援
セキュリティポリシー策定、セキュリ
ティ監査、セキュリティ研修等情報セ
キュリティ対策・個人情報保護対策に
対して地方財政措置を実施済み。
◎地方公共団体における情報セキュ
リティレベルを評価する仕組みの検
討や個人情報保護のシステム的な
担保の検討に取り組んでいる。

７．国際政策
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
担当省庁
部分
（１）
アジアを中心としたＩＴ国際政策における対象分野・対 内閣官房
象国の重点化
関係府省

スケジュール

進捗状況
◎2005年２月に決定した「2005年度
アジアを中心としたＩＴ国際政策に係
る重点施策について」に基づき、アジ
アＩＴイニシアティブ（ベトナム高度ＩＴ
人材育成プロジェクト）、アジア・ブ
ロードバンド計画（ベトナム南北海底
光ケーブル敷設計画、カンボジア・メ
コン地域通信基幹ネットワーク整備
計画、中国やシンガポールとの高度Ｉ
Ｔ共同実験等）といった中期的ＩＴ国際
政策を引き続き推進するとともに、日
中韓を始めとしたアジア諸国とのＯＳ
Ｓ連携協力、ｅパスポートの展開に資
する国内外の互換性検証試験、テス
トベットを活用した研究開発・実証実
験、情報セキュリティ・サイバー犯罪
対策、災害情報ネットワークの構築
等、各種ＩＴ協力を関係府省にて推進
中。

「IT政策パッケージ-2005」（別紙）における各分野別施策一覧表

１．行政サービス
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
担当省庁
部分
（１）①
各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官の機能強化 内閣官房
総務省
全府省

2005年度早期

◎CIO補佐官機能の強化方策につい
て、2005年6月末にＣＩＯ連絡会議に
おいて決定済。

（１）②

一般事務業務へのオープンソースソフトウェアの導入 経済産業省

2005年末まで

◎現在、経済産業省においてオープ
ンソースソフトウェアを利用したデス
クトップシステムを一部職員の業務
に導入し、課題を抽出中。

（１）③

物品調達等の業務・システムの外部委託化に係る条 経済産業省
件及び手法の確定

2005年度末まで

◎補助金の現地調査業務及び旅費
計算業務は昨年度から外部委託を
試験的に実施中。この成果を踏まえ
て、2005年度中に外部委託化を進め
る上での条件及び手法としてとりまと
め、各省にも提供。2006年度以降、
順次各府省における導入を図る。

（１）④

プロジェクト・マネジメント・オフィス等の導入

経済産業省

2005年11月末まで

◎ 「ＩＴ−ＰＭＯ産業研究会」におい
て、我が国におけるＰＭＯの導入の
可能性を検証するための調査結果
を、2004年度末までとりまとめ。この
成果を踏まえたガイドラインを2005年
11月末までに策定。
情報ユニット及び情報システム厚
生課は、当省の主要な情報システム
の一部において、「業績参照モデル」
を用いたＩＴポートフォリオ管理を導入
し、これらの成果を2005年11月末ま
でにとりまとめる。
2004年度末までに参照モデルを策
定し、2005年度から当省の最適化計
画に活用。その後、パブコメを経て１
１月末までにガイドラインを策定。

（１）⑤

年金情報のオンラインによる提供の推進

厚生労働省

◎国民年金及び厚生年金の年金加
入状況に関する照会について、当面
は、インターネットバンキング等で広
く用いられているＩＤ・パスワード認証
方式を活用することにより、厳格な本
人確認を行いつつ、インターネットに
よる即時回答を可能とする仕組みを
平成１７年度中に構築し、更なる迅速
化を図る。
なお、公的個人認証サービスを活
用することについては、今後、住民基
本台帳カードの普及状況を踏まえな
がら、将来的な活用について検討す
る。

（２）①

地方公共団体のオンライン利用促進に向けた取組

総務省
関係府省

◎法令に基づき地方公共団体が取り
扱う個別手続に関しては、原則として
2003 年度までに、業務改革の視点も
踏まえつつ、必要な様式や項目、業
務手順の標準化・簡素化、添付書類
の省略・簡素化等オンライン化を図る
うえで必要な実施方策を提示するこ
ととなっている。2005年度は各府省
のオンライン化の実施方策の提示を
進捗させるため、実施方策未提示の
手続についてその理由を調査してい
る。

（２）②

次世代地域情報プラットフォームの技術開発

総務省

スケジュール

2005年中

進捗状況

◎省内に設置した検討会において
2004年3月にシステム改革の方向性
がまとめられたことを踏まえ、研究開
発に着手すべく準備中。

（２）③

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年末まで

◎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、2005年3月に最終報告を取りまと
めた。
◎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）④

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年中

◎2005年以降の公共アプリケーショ
ンのあり方について、2004年より防
災及び医療分野に関するWGを設置
し検討中。
◎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
行い、報告書をまとめた。

（２）⑤

地域情報化ナレッジベースの構築

総務省

2005年中

◎2004年度末に実施した調査の成
果を踏まえながら、ナレッジベースの
構築に向け準備中。

（２）⑥

自治体ＣＩＯの育成

総務省

2005年中

◎年内の研修実施に向け、研修内
容等を検討中。

（２）⑦

地域情報化総合支援の推進

総務省

2005年度早期

◎早期の執行に向け、交付申請の
受付準備を取り進めているところ。

（３）①ア）

公的個人認証サービスの利用・活用を推進

総務省
全府省

2005年度中
2006年度末まで

◎e-Govに整備する窓口システムに
ついて、2005年度中に公的個人認証
サービスの利用を可能とする機能の
実現に向け、現在検討中。
◎地方公共団体に対しては、今後も
必要に応じ、助言等を行っていく予
定。

（３）①イ）

特定認証業務を行う金融機関等による口座開設時等 総務省
の本人確認資料としての公的個人認証サービスによ 金融庁
る電子証明書の導入
関係府省

（３）①ウ）

住民基本台帳カードの多目的利用の推進

（３）①エ）

電子入札システムにおける公的個人認証サービスの 総務省
利用を可能とするための方策
国土交通省
関係府省

（３）①オ）

住民基本台帳ネットワークシステムの利用・活用

総務省
関係府省

総務省
全府省

2005年度末までので ◎総務省、金融庁及び関係府省に
きる限り早期
おいて、金融機関等による顧客等の
本人確認等及び預金口座等の不正
な利用の防止に関する法律施行規
則の一部改正を検討中。
◎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セミナー
を実施。また、多目的利用のための
検討会を開催する予定。
2005年度末までので ◎関係府省間で、現状・今後の課題
きる限り早期
等について、情報交換・引き続き検
討。
（総務省）
◎国の行政機関に対して、引き続き
住基ネット利用の働きかけを行うとと
もに、都道府県条例による住基ネット
利用についての事例を広く周知する
など利用を促進しているところ。
（厚生労働省）
国民年金の未適用者対策について、
業務面及び費用面を勘案しつつ、住
民基本台帳ネットワークシステムの
活用を検討中。また、現在、受給者
からの現況届の提出により、年金受
給権者の生存確認を行っているが、
平成１８年度中の実施を目指し、住
民基本台帳ネットワークシステムの
活用を検討中。

（３）②ア）

霞が関ＷＡＮ、総合行政ネットワーク(LGWAN)の利 総務省
用・活用
全府省

（３）②イ）

霞が関ＷＡＮ、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を活 総務省
用した国・地方公共団体を通じた業務の効率化

2005年末まで

◎国の機関と地方公共団体の円滑
なデータの共有をはかるために、
2004年度には、ワークフロー、データ
共有システム（ＸＭＬタグの標準化、
文字コードの統一化等）を検討したと
ころ。
2005年度にはシステム設計を実施
し、システムの開発実証等を行う予
定。

（３）③

文字コード標準化の推進とデータベースの運用

2005年末まで

◎住基ネット及び戸籍の統一文字
（合計約７万７千字）について文字情
報の調査を2005年3月末に終了し、
データベースの構築に向けて文字情
報データを整理中。登記統一文字
テーブルの設計にあたってもこの文
字情報データベースとの整合性確保
に努めているところ。また、文字情報
データベースの運用方法について関
係府省との摺り合わせを実施中。

（３）④

住民向けワンストップサービス実証に向けた官民連 総務省
携ポータルサイトの構築支援
経済産業省

2005年度末まで

◎2005年度は、総務省、経済産業省
が共同で、官民連携ポータルのある
べき姿について検討を行い、解決す
べき課題の抽出と解決策の検討を実
施していく予定。

（４）

政府のデジタルコンテンツのアーカイブ化の推進

2005年中

◎国立国会図書館法改正の動向等
を踏まえ、政府等のデジタルアーカイ
ブ構築・運用に関する基本方針案を
検討する予定。

経済産業省
関係府省

内閣官房
全府省

◎霞が関WAN・LGWANによる電子文
書交換の利用状況について、調査･
公表方法等を現在検討中。

２．医療
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
担当省庁
部分
（１）①
治癒率等の成果（アウトカム）情報の公開に向けた環 厚生労働省
境整備の推進

スケジュール

進捗状況

2005年

◎治癒率、術後生存率、再入院率等
の臨床指標を用いたアウトカム評価
の手法などの研究を行ってきたが、
現段階では、客観性の確保が未確
立であること等、実用上の様々な課
題がある。2005年に更なる研究、検
討を行う予定。

（１）②

国民に対する医療情報提供の推進

厚生労働省

2005年度

◎ＥＢＭ（Evidence Based Medicine：
根拠に基づいた医療）を推進するた
め、学会等が整備した優先20疾患
(急性心筋梗塞、胃がん、高血圧症
など）の診療ガイドラインや関連する
文献等に関する情報を提供する事業
については、2005年4月より医療提供
者向けの情報に加え一般向けの情
報提供を開始した。

（２）①

医療に係る文書の電子保存の早期実現

厚生労働省

2005年6月まで

◎診療録等の電子保存及び外部保
存、個人情報保護法を踏まえた医療
情報システムの安全管理措置に関
連したセキュリティガイドライン「医療
情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を2005年3月に公表した。

（２）②

医療情報のセキュリティを確保する高度なネットワー 総務省
ク基盤の実現

2005年度

（総務省）
◎2004年度から「オンデマンドVPN技
術の研究開発」を実施。（その成果を
活用して医療情報のセキュリティを確
保する「セキュアネットワーク基盤」の
構築を行う予定。）

３．教育・人材
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
部分

施策名

担当省庁

スケジュール

経済産業省 2005年度末まで
文部科学省

進捗状況
（経済産業省・文部科学省）
◎校務IT化の有効性等について平
成16年7月から平成１７年2月にかけ
て上越市及び倉敷市において実証
実験を実施。さらに、教員、有識者及
び関連企業からなる校務IT化モデル
検討委員会を平成16年9月に設置
し、学校業務のIT化に向けた業務改
善、技術標準化の検討を実施し、成
果をとりまとめた。その結果を受け、
2005年度は校務IT化を推進する上で
障害となる情報セキュリティに関する
問題を取り除くべく、教育現場におい
て実効性のあるセキュリティガイドラ
インの策定を目指す。

（1）①

学校における校務処理のIT化の推進

（1）②

学校でのIT活用高度化のための外部人材の登 文部科学省 2005年度中
用拡大

（文部科学省）
◎教育の情報化に係る地方交付税
による財源措置状況を周知すると共
に、教育の情報化の推進を促す事務
連絡を、毎年度各都道府県教委に発
出している。平成17年度は当該事務
連絡において、外部人材の登用を促
している。

（1）③

初等中等教育へのオープンソースソフトウェア
の導入

経済産業省 2005年度

（経済産業省）
◎学校現場のOSSの適応性や有効
性について、Linux上で動作するグ
ループウェアの調査研究、開発及び
検証等を昨年度から実施。この成果
と課題を整理し、平成１７年７月中に
公募を行い、全国３か所程度の地域
を選定し、ITを利用する教育現場の
ニーズをくみ上げ、外部の専門家（有
識者、企業等）、ボランティア（ＮＰＯ
等）等との連携の中で、必要なソフト
ウェアの改善や調査研究を進めてい
く予定。

（2）①

「プロフェッショナル・コミュニティ」の設置

経済産業省 2005年度末まで

（経済産業省）
◎「プロジェクトマネジメント」、「IT
アーキテクト」及び「アプリケーション
スペシャリスト」の3つの職種につい
て、プロフェッショナル・コミュニティを
設置した。

（2）②

高度IT人材の早期育成

経済産業省 2005年度中

（経済産業省）
◎コンピュータ・サイエンティスト、
スーパーSEのような高度IT人材の早
期発掘・育成に向けて、OSSを中心と
した教材及び学習環境を提供する実
施事業者の公募を平成１７年４月に
実施。受講後も自主的な発展学習に
向けた支援を実施し、継続的な高度
IT人材育成が行われる環境整備構
築および成功事例を創出し、取組み
が全国に波及することを目指す。
また、若年層のセキュリティ意識の向
上と優れたセキュリティ人材の発掘と
育成を行うべく、20歳未満の若者30
名程度を集め、8月に合宿形式の研
修を実施予定。

（2）③

高度専門職の継続的な知識向上のための環境 関係府省
整備の促進

◎高度専門職へのヒアリングを実施
するとともに、今後の対応について検
討予定。
（法務省）
◎日本司法書士会連合会に対し，ＩＴ
を活用した遠隔教育等の環境を図る
よう要請を行うべく検討中。

４．生活
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
担当省庁
部分
（１）①
地方公共団体等の公共ネットワークを活用した防災 総務省
アプリケーションの展開

（１）②

防災等公共分野における地上デジタル放送の利用・ 総務省
活用の推進

（２）①ア）

狭域通信（DSRC）技術を活用した多様なサービスの 総務省
提供
経済産業省
国土交通省

（２）①イ）

観客輸送バスの優先信号制御や運行管理の支援お 警察庁
よびリアルタイムの位置情報の提供
国土交通省

スケジュール

進捗状況

2005年中

◎2004年11月より関係省庁・自治
体・事業者等によるWGを設置し、
2005年以降の防災アプリケーション
のあり方について検討中。

2005年度末頃まで

（総務省）
◎2004年7月、「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」について情報通
信審議会から中間答申を受けた。
◎これを踏まえ、防災、教育等の公
共分野における、地上デジタル放送
有効性を検証するための実証実験
の実施に向け、関係省庁とも連携し
つつ、 その具体的内容を検討中。
◎併せて、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
討中。

（総務省）
◎名古屋市中心市街地商店街をモ
デル地域として、ＤＳＲＣ等を利用し
た歩行者向けのITS（情報提供等）に
関する実験実施を計画中。
（経済産業省）
◎会場周辺において、駐車場とガソ
リンスタンドにＤＳＲＣ無線設備を配
備し、ＩＴＳ自動決済システムの大規
模実証実験を実施中。また、ガソリン
スタンド、ドライブスルー等でも実証
実験を実施するため具体的計画を検
討中。
（国土交通省）
◎スマートインターチェンジ、DSRCに
よる情報提供サービス及びDSRC駐
車場入出場管理のデモ実験を実施
予定。
◎スマートプレートを活用した個車識
別システムのデモンストレーションを
実施中（平成１７年３月２５日〜９月２
５日）。
（警察庁）
観客輸送バスに対し、公共車両優先
システム(PTPS)及び車両運行管理
システム(MOCS)を運用中。
（国土交通省）
公共交通の最適な経路選択を利用
者が行えるよう支援するシステムを
運用中。

（２）①ウ）

障害者・高齢者・外国人旅行者等の安全で円滑な移 経済産業省
動支援
国土交通省

（経済産業省）
2004年度にＩＴＳ世界会議において障
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ＰＤＡを用いた移動支援シス
テムの実証実験を行った。また、ＰＤ
Ａの改良版となる携帯電話への接続
アダプタを用いた移動支援システム
を開発し、2005年度に愛・地球博で
実証実験を実施する予定。
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）
◎システムの作り込みの過程におい
て、国内外からの来場者の方々に広
く体験頂き、案内情報等（コンテンツ）
内容を確認しながら、システムをつく
りあげていく実証実験を実施中。ま
た、この成果を神戸等の実証実験に
も反映させ、利用者に使いやすいシ
ステムを構築していく。また、ビジッ
ト・ジャパン・キャンペーンの一環とし
て、パビリオン、施設情報等を多言語
で実施予定。

（２）①エ）

ITSにおける高速インターネットの実現

（総務省）
◎名古屋市中心市街地商店街をモ
デル地域として、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・享受するためのこれまでの研
究開発等の成果を踏まえたITS（情報
提供等）に関する実験実施を計画
中。

（２）②

様々な通信メディアを用いて自動車から情報を収集 警察庁
するプローブのあり方についての検討
総務省
経済産業省
国土交通省

総務省
経済産業省

2005年度中

（警察庁、総務省、経済産業省、国
土交通省）
◎ITS担当省庁間で検討開始に向け
準備中。

６．情報セキュリティ・個人情報保護
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ該当
施策名
部分
（１）①
サイバー犯罪・サイバーテロ対策の推進

担当省庁
警察庁

スケジュール
2005年度

進捗状況
◎プロバイダーやインターネットカ
フェ等の各種事業者を対象にしたセ
ミナーや講演を行い、情報共有及び
広報啓発活動を実施。
◎プロバイダー連絡協議会における
定期的な会合での情報共有活動を
実施。
◎各都道府県警察において産業界と
連携した情報セキュリティセミナーや
サイバーテロ対策訓練を実施中。
◎2004年10月、DoS攻撃被害観測シ
ステムを開発し、DoS攻撃の発生状
況を監視。
◎2005年１月、ボットネット観測シス
テムを開発し、ボットネットの感染、活
動状況を監視。
◎ボットネット対策に関する国際会合
へ参加。（2005年４月）
◎訓練やセミナーを通じ、地方自治
体との連携を強化。

（１）②

サイバー犯罪及びサイバーテロの未然防止、被害拡 警察庁
大防止を適切に行い得る人材の育成推進

◎プロバイダーやインターネットカ
フェ等の各種事業者を対象にしたセ
ミナーや講演を行い、情報共有及び
広報啓発活動を実施。
◎情報セキュリティセミナーやサイ
バーテロ対策訓練を通じ、各都道府
県警察と産業界との連携を強化。
◎サイバー犯罪及びサイバーテロ対
策に従事する人材の育成のため、各
種部内訓練等を実施。

（１）③

情報セキュリティ人材の育成推進

総務省

2005年度中

◎情報セキュリティ侵害事案等に的
確に対処できる専門的人材を集中的
に育成するため、実践的な研修設設
備の整備等を補助する「情報通信セ
キュリティ人材育成センター開設支
援事業」を実施中。

（１）④

企業における情報セキュリティ対策の推進

経済産業省

2005年度中

◎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ま
とめた「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」報告書（平成17年3月公表）に
て、企業における「情報セキュリティ
ガバナンス」のあり方及びその確立
を促進するための３つの施策ツール
（①情報セキュリティ対策ベンチマー
ク、②情報セキュリティ報告書モデ
ル、③事業継続計画策定ガイドライ
ン）を提示。

電子政府構築計画の進捗状況調査
構築計画
該当部分

施策名

担当省庁

進ちょく状況

Ⅰ１（１）

書面で公表する情報のホームページへの迅
速な掲載など、情報提供の充実

Ⅰ１（２）

共通掲載項目の見直し、各府省のホーム
全府省
ページ画面上における表示位置の整合性確
保

2004年度から ◎「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指針）」を改定し、
全府省がホームページ上に共通のカテゴリーを設け掲載する情報に
おける掲載項目の見直しや掲載情報の充実を図るとともに、ホーム
ページ画面での表示位置の整合性等図るとしたところ。本指針に基づ
き、各府省において、利便性の一層の向上のための取組を実施中。

Ⅰ１（３）

申請・届出等手続に関連する利用者に有益な 全府省
情報案内の充実

2004年度から ◎e-Govを通じ提供している申請・届出等手続の案内情報について、
手続概要、提出時期等手続に直接関わる情報の提供に加え、利用者
にとって有益な関連情報が掲載されたページとのリンク等案内の充実
のための取組を実施中。

Ⅰ１（４）

ｅ−Ｇｏｖから案内するサイトの充実

Ⅰ１（５）

行政情報の電子的提供業務の業務・システム 総務省
の見直し方針の策定

2004年度から ◎e-Govにおいて、地方公共団体、国会、裁判所等国の行政機関以
外の機関、民間団体等が運営するホームページその他の情報提供系
サイトとのリンクを随時実施。
2004年7月まで ◎ＣＩＯ連絡会議幹事会において、2004年7月27日、 行政情報の電子
的提供業務の業務・システム見直し方針を決定済み。

Ⅰ２（１）

輸出入・港湾手続のワンストップ化

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

2005年度末ま ◎ＣＩＯ連絡会議幹事会において、2005年6月3日に、輸出入及び港
でのできる限り 湾・空港手続関係業務に係る業務・システムの見直し方針を決定。本
早期
見直し方針に基づく業務・システム最適化計画の策定に向け、現在作
業中。
◎上記見直し方針において、関係府省で個別に最適化計画を策定す
ることとした業務・システムについては、経済産業省において、2005年
3月31日、貿易管理業務の業務・システム最適化計画を決定済み。ま
た、財務省において税関業務、厚生労働省において食品等輸入届出
業務及び検疫業務、農林水産省において動物検疫及び植物検疫業
務、国土交通省において港湾手続関係業務、法務省において出入国
管理業務の各業務・システムについて、2005年6月末までに見直し方
針を策定済、2005年度末までの出来る限り早期での最適化計画策定
に向け、現在作業中。

Ⅰ２（２）

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

2005年中

◎2005年中の手続の電子化によるワンストップサービス・システムの
稼動開始に向け、平成１７年１月〜３月にかけて、岩手県、埼玉県、東
京都、神奈川県、愛知県、岐阜県、大阪府及び佐賀県の８都府県にお
いて試験運用を実施。

総務省
全府省

2005年度末

◎ワンストップサービスの仕組みを整備するため、総務省において、
各府省の電子申請システムの統合化に向けた申請データの作成等共
通機能の整備に向け、現在作業中。各府省において、電子申請シス
テムの機能の見直しを実施中。

Ⅰ２（３）ア ｅ−Ｇｏｖを活用した手続のワンストップ化

全府省

スケジュール

総務省
全府省

2004年度以降 ◎書面で公表した情報を迅速にホームページに掲載する等、情報提
も引き続き
供の充実のための取組を実施中。

Ⅰ２（３）イ 電子申請等受付業務の業務・システムの見直 総務省
し方針の策定

2004年7月まで ◎CIO連絡会議幹事会において、2004年7月27日、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。

Ⅰ３

政府調達手続の電子化の推進

総務省
全府省

2004年度内

◎「政府調達（公共事業を除く）における契約の電子化のあり方
に関する検討会」を開催、現行の契約業務について、
官民や海外の現状等を調査し、今後の電子契約システムの
設計に取り組むにあたって、将来モデルや行動計画等を
報告書として取りまとめた。

Ⅰ４（１）ア 電子申請システムの仕様公開、代理申請対
応等

総務省
全府省

2005年度末ま ◎総務省において、各府省の電子申請システムの統合化に向けた申
で
請データの作成等共通機能の整備に向け、現在作業中。
◎各府省において、セキュリティに考慮した仕様の公開、代理申請機
能の付与等の取組を実施中。

Ⅰ４（１）イ 電子政府利用支援センターの整備

総務省

2005年度末ま ◎2005年度末までの電子政府利用支援センターの整備に向け、現在
で
作業中。

Ⅰ４（１）ウ オンライン手続の２４時間３６５日受付、事務
処理の短縮化

全府省

2004年度以降 ◎オンラインによる手続の24時間365日受付を開始（一部対応に向け
も引き続き
作業中。）。

Ⅰ４（１）エ 実費を適切に反映した手数料の設定

全府省

2004年度以降 ◎実費を適切に反映した手数料の設定を実施済み（一部設定に向け
も引き続き
検討中。）。

Ⅰ４（１）オ 手続の簡素化・合理化の徹底

全府省

2005年度末ま ◎必要性の乏しい手続の廃止等、簡素化・合理化のための必要な措
で
置を実施済み（一部実施に向け検討中。）。

Ⅰ４（１）カ 添付書類の電子化

関係府省

2005年度末ま ◎関係府省において、各種証明書等の電子化を実施済み（一部実施
で
に向け検討中。）。

構築計画
該当部分

施策名

Ⅰ４（１）キ インターネットによる年金情報等の提供

担当省庁

スケジュール

進ちょく状況

全府省

2004年度から ◎厚生労働省ホームページ社会保険庁コーナーにおいて、５５歳以上
の者からの年金見込額及び年金加入状況の照会を受け付けている
が、本人への郵送による回答に加え、平成１７年１月末より、電子申請
の仕組みを活用して本人確認を厳格に行いつつ、インターネットによ
る回答を可能とし、回答の迅速化を図った。

Ⅰ４（１）ク オンライン利用の普及・啓発、利便性の広報・ 全府省
周知

2004年度以降 ◎広報誌等を利用して、オンラインで行える手続、その利用方法、利
も引き続き
便性を周知するとともに、オンライン利用に係るアンケートの実施等に
よりオンライン利用状況や改善要望等の把握・分析等、利用促進に向
けた取組を実施中。

Ⅰ４（２）ア 高齢者・障害者の利用に配慮した情報提供、 全府省
システム整備

2004年度以降 ◎日本工業規格（JIS X 8341-3）を踏まえたホームページの改善、多
も引き続き
様なＯＳ，ブラウザ、文書作成ソフトウェア等への対応等の取組を実
施。

Ⅰ４（２）イ 国民に身近な施設から容易かつ安全に利用 全府省
することができるよう必要な環境の整備

2004年度以降 （人事院）
も引き続き
◎各地方事務局（所）に、外部の者がインターネットを利用できるパソ
コンを設置済み。
（厚生労働省）
◎障害者ＩＴサポートセンター整備（2004年度までに18か所）。
（経済産業省）
◎公共施設で行われているイベントの予約・申請サービスを住基カー
ドに実装するモデル事業を実施（新潟県柏崎市）。

Ⅰ４（２）ウ 携帯端末、携帯電話等に対応した行政情報
の提供

2004年度以降 ◎携帯端末、携帯電話に対応した情報の提供に向け検討中（一部実
も引き続き
施済み。）。

全府省

Ⅱ１（１）

府省共通業務・システム及び一部関係府省業 担当府省
務・システムの最適化計画の策定

2005年度末ま ◎ＣＩＯ連絡会議において、府省共通業務･システム、一部関係府省業
でのできる限り 務・システム21分野のうち7分野について、最適化計画を決定済み。（6
早期
月30日現在）

Ⅱ１（２）

レガシーシステムを含む個別府省業務・シス
テムの最適化計画の策定

関係府省

2005年度末ま ◎個別府省業務・システムについて、各府省において、9業務・システ
でのできる限り ムの最適化計画を策定済み。（2005年6月30日現在）
早期
◎レガシーシステムについて、各府省ごとの「レガシーシステム見直し
のための行動計画（アクション・プログラム）」に基づき、各府省におい
て刷新可能性調査を実施済み。2005年度末までの出来る限り早期の
最適化計画の策定に向け、現在作業中。（2005年6月30日現在、最適
化計画策定済みの業務・システムを除く）

Ⅱ１（３）

業務・システムの見直し方針の策定

担当府省
関係府省

遅くとも2005年 ◎府省共通業務・システム及び一部関係府省業務･システム並びに個
6月まで
別府省業務・システムの業務・システムの見直し方針を策定済み。
（2005年6月30日現在）

担当府省
関係府省

2004年度以降 ◎府省共通業務･システム及び一部関係府省業務・システムについ
も引き続き
て、最適化計画策定後、逐次首相官邸ホームページに掲載。
◎個別府省業務・システムについて、各府省において、最適化計画策
定後、逐次ホームページに掲載。

Ⅱ１（４）イ 業務・システム最適化計画策定指針（ガイドラ 担当府省
イン）の活用等
関係府省

2004年度以降 ◎これまで策定された業務・システム最適化計画は、「業務・システム
も引き続き
最適化計画策定指針（ガイドライン）」を活用して策定。現在最適化計
画策定中の業務・システムについても、本指針を活用して策定を進め
ているところ。

Ⅱ２（１）ア 人事・給与等業務・システムの最適化の実施 全府省

2004年度以降 ◎人事院、総務省及び財務省において、「人事・給与等業務・システム
も引き続き
最適化計画」に基づき、情報システムの統一化、情報の電子化と処理
の自動化、業務処理手続等の簡素化等の取組を実施中。

Ⅱ２（１）イ 人事・給与関係業務情報システムの主要な部 人事院
分の整備
総務省
財務省

2004年度末ま ◎人事院、総務省及び財務省において、人事・給与関係業務情報シ
で
ステムの主要部分を整備済み。

Ⅱ２（１）ウ 人事・給与関係業務情報システムへの更新

全府省

2007年度末ま ◎各府省において、「人事・給与関係業務情報システム導入計画」を
で
策定。同計画に基づき、人事・給与関係業務情報システムの導入に向
けた作業を実施中。

Ⅱ２（１）エ 国家公務員給与の全額振込化

全府省

2005年度末ま ◎2005年3月期の「国家公務員における給与の全額振込状況のフォ
で
ローアップ調査」を実施。同調査の結果、全額振込率は91.5%となり、
前回2004年9月実施時より4.7ポイント向上。なお、次回は、2005年9月
期を予定。

Ⅱ１（４）ア 最適化計画等の公表

Ⅱ２（２）ア 官房基幹業務・システム最適化計画（仮称）の 財務省
策定
経済産業
省

2004年7月まで ◎ＣＩＯ連絡会議において、2004年7月30日、「共済業務・システム最適
化計画」を、2004年9月15日、「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補
助金及び旅費の各業務・システム最適化計画」を決定済み。

Ⅱ２（２）イ 共済、物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補 全府省
助金及び旅費の各業務の最適化

2004年度から ◎「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務・
システム最適化計画」に基づく業務・システムの最適化の取組を検討
中。

構築計画
該当部分

施策名

担当省庁

スケジュール

進ちょく状況
（霞が関ＷＡＮ及び政府認証基盤）
◎ＣＩＯ連絡会議において、2005年3月31日「霞が関WAN及び政府認証
基盤（共通システム）最適化計画を決定済み。
（府省内ネットワーク）
総務省、法務省、厚生労働省において最適化計画を策定済み。他府
省においても、2005年度末までのできる限り早期の最適化計画の策
定に向け作業中。

Ⅱ３

霞が関ＷＡＮ、政府認証基盤、府省内ネット
ワークの最適化計画の策定

総務省
全府省

霞が関ＷＡＮ、
政府認証基盤
は2004年度末
まで、府省内
ネットワークは
2005年度末ま
で

Ⅲ１（１）

府省内各部門の連携強化、人材育成

全府省

2004年度以降 ◎ＣＩＯ補佐官からの助言を得つつ、ＣＩＯの下で、情報システム部門、
も引き続き
組織・定員部門、制作部門、会計部門等関係部門間の連携により、業
務・システムの最適化による行政運営の簡素化・合理化に取り組んで
いるところ。
◎情報システム研修の実施や総務省行政管理局が実施する情報シ
ステム統一研修の積極的な受講等、職員の情報活用能力向上のため
の取組を実施中。

Ⅲ１（２）

外部専門家等の活用による電子政府構築推 全府省
進体制の充実強化

2004年度以降 ◎ＣＩＯ補佐官の業務支援に加え、最適化の取組に係る工程管理、仕
も引き続き
様策定、システム監査の実施を支援等のための外部専門家の設置等
の取組を実施中。

Ⅲ２（１）

情報システムに係る政府調達の改善

全府省

2004年度以降 ◎質の高い低廉な情報システムの調達を図るため、情報システムに
も引き続き
係る政府調達府省連絡会議において了承された「情報システムに係
る政府調達制度の見直しについて」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等の取
組を可能な調達案件から逐次実施中。

Ⅲ２（２）

情報システム関係業務の外部委託の推進

全府省

2004年度以降 ◎「国の行政機関における情報システム関係業務の外注の推進につ
も引き続き
いて」等に基づき、システム開発、運用支援、保守等の業務の外部委
託を実施中。

Ⅲ２（３）

技術的共通課題の検討

総務省
全府省

2004年度以降 ◎各府省共通の課題として検討が必要な技術的共通課題について、
も引き続き
行政情報システム関係課長連絡会議の下で引き続き検討。

Ⅲ２（４）

文字情報データベースの構築

経済産業
省
関係府省

2005年度末ま ◎文字情報データベースへの収録対象文字約７万７千字について、
で
文字情報の調査を2005年3月末に終了。データベースの構築に向け
てデータを整理中。また、データベースの一部について関係府省間で
の試験運用を実施。

Ⅲ２（５）

ＩＰｖ６等新たな技術革新の成果の導入

全府省

2004年度から ◎府省内ネットワークの最適化計画の策定過程でのＩＰｖ６導入の必要
性の検討等の取組を実施中。

Ⅲ３（１）ア 情報セキュリティポリシーに基づく安全対策の 全府省
徹底

2004年度以降 ◎情報セキュリティポリシーに基づき、外部監査の実施や外部委託先
も引き続き
の適切な管理等、セキュリティ確保のための必要な措置を実施中。

Ⅲ３（１）イ 情報セキュリティに関する評価・認証を受けた 全府省
製品等の利用の推進

2004年度以降 ◎情報セキュリティに関する評価・認証（ISO/IEC15408認証等）を受け
も引き続き
た製品を導入中。

Ⅲ３（１）ウ 客観的な評価を得た、一定水準以上の安全
性・信頼性を有する暗号の利用の推進

2004年度以降 ◎電子政府推奨暗号リストに掲載されている一定水準以上の安全
も引き続き
性・信頼性が確保されている暗号を利用中。

全府省

Ⅲ３（２）

個人情報保護法制の施行に向けた準備と厳 総務省
格な運用
全府省

Ⅲ４（１）

ｅ−Ｇｏｖから案内するサイトの充実、ｅ−Ｇｏｖ 総務省
と関係機関の電子申請システムとの連携
全府省

Ⅲ４（２）-1 独立行政法人の業務・システムの最適化の推 全府省
進
Ⅲ４（２）-2 国会、裁判所が行う人事・給与等内部管理業 国会
務の業務・システムの最適化の取組
裁判所
Ⅲ４（３）

ＬＧＷＡＮの活用、国の行政機関と独立行政
法人等との間のネットワーク化の推進

総務省
全府省

2004年度以降 ◎個人情報保護法制の施行に向けて、総務省において、行政機関等
も引き続き
が保有する個人情報の適切な管理に関する指針を策定、通知（2004
年9月）、法律を詳細に解説した文書を作成、配布、公表（同年同月）、
法律の施行に当たっての留意事項を通知（2005年3月）。
また、法の施行状況調査や広報、説明会等を通じた普及啓発などに
より、行政機関等における法の適切かつ厳格な運用を促しているとこ
ろ。
◎各府省において、総務省作成の「行政機関の保有する個人情報の
適切な管理のための措置に関する指針」を参考に、保有する個人情
報の取扱いの実情に即した個人情報の適切な管理に関する規定等
の整備を実施。また、職員を対象に行政機関個人情報保護法に係る
教育研修や独立行政法人等への必要な指導を実施し、法の適切かつ
厳格な運用を行っているところ。
2004年度から ◎「行政ポータルサイトの整備方針」を踏まえ、関係機関における電子
申請システムと、電子政府の総合窓口との連携を推進しているとこ
ろ。
2004年度以降 ◎「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」に基づき、独
も引き続き
立行政法人等の所管府省において、国の行政機関の取組に準じて業
務・システムの最適化に取り組むことについて、原則として、中期目標
へ盛り込むこと等を検討中。
2004年度以降 ◎国会、裁判所において、人事・給与関係業務情報システムの2007年
も引き続き
度の導入に向けた検討等の取組を実施中。
2004年度以降 ◎一部システムについて、LGWANの利用を開始。電子行政推進国・
も引き続き
地方公共団体協議会及び同協議会の下に設置した霞が関WAN・
LGWAN連携部会において、LGWANの活用方策を引き続き検討中。

構築計画
該当部分
Ⅲ４（４）

施策名
国、地方公共団体を通ずる行政の情報化に
総合的・一体的推進

担当省庁
総務省
全府省

スケジュール

進ちょく状況

2004年度以降 ◎電子行政推進国・地方公共団体協議会及び同協議会の下に設置し
も引き続き
た霞が関WAN・LGWAN連携部会において、霞が関WANとLGWANを利
用した情報の交換及び共有の在り方、行政ポータルの連携の在り方
等について、意見交換等を実施。

