
別添
(個別資料は省略）

（１） 新事業創出戦略～情報流通連携基盤の実現による東日本復興・日本再生に
向けて～（平成23年６月情報通信審議会情報通信政策部会新事業創出戦略
委員会） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８０

（２） 知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方報告書～震災からの
復興と日本の再生に向けたＩＣＴの研究開発戦略について～（平成23年７月
情報通信審議会情報通信政策部会研究開発戦略委員会） ・・・・・・・・・・・ ２８２

（３） ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会報告書（平成23年７月ＩＣＴグロー
バル展開の在り方に関する懇談会） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３０

（４） ＩＣＴ地域活性化懇談会提言（平成23年７月ＩＣＴ地域活性化懇談会） ・・・ ４２４



参考資料Ａ
（個別資料は省略）

資料１ ブロードバンド基盤の整備状況
資料２ 携帯電話加入数の推移
資料３ 地上デジタル放送対応受信機の普及目標と現況
資料４ 放送のデジタル化
資料５ 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する

法律の概要
資料６ 「新たな情報通信技術戦略」の概要
資料７ 我が国が抱える少子高齢化①
資料８ 我が国が抱える少子高齢化②
資料９ 我が国が抱える人口減少
資料１０ 人口減少と高齢化の進展
資料１１ 東日本大震災復興構想会議について
資料１２ 「復興への提言～悲惨のなかの希望～」の全体構成
資料１３ 地球温暖化問題の現状
資料１４ 東日本大震災における通信の被災・輻輳状況
資料１５ 東日本大震災による放送局の停波状況
資料１６ 地方自治体の構築したブロードバンド基盤等の被害状況
資料１７ 民間ボランティア団体による情報連携の取組
資料１８ 都道府県別65歳以上人口の割合
資料１９ 海外現地生産を行う企業数の割合の推移
資料２０ 海外現地生産比率の推移
資料２１ 日本のＩＣＴ分野に関する国際競争力
資料２２ 実質経済成長率の比較（日本・米国・中国・ブラジル）
資料２３ ＯＥＣＤ加盟国等における通信機器の輸出額
資料２４ ＩＣＴ地域活性化懇談会の概要
資料２５ 新事業創出戦略委員会の概要
資料２６ ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会の概要
資料２７ 研究開発戦略委員会の概要
資料２８ 情報通信分野における標準化政策検討委員会の概要
資料２９ デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会の概要
資料３０ 東日本大震災復興構想会議における「復興構想７原則」
資料３１ 「政策推進指針～日本の再生に向けて～」の概要
資料３２ インターネットの年齢階級別利用状況
資料３３ 復興に当たってのＩＣＴ投資による経済効果
資料３４ ＩＣＴ産業の日本経済への貢献
資料３５ ＳＩＭロック解除の現況
資料３６ スマートフォンの普及状況
資料３７ 放送法等の一部を改正する法律の概要
資料３８ Ｍ２Ｍの概要
資料３９ 主なＩＸの状況
資料４０ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会
資料４１ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会

ワーキンググループ（ＷＧ）の設置について
資料４２ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会 検

討スケジュールについて
資料４３ 社会保障・税番号大綱（概要）①（基本的な考え方）
資料４４ 社会保障・税番号大綱（概要）②（法整備）
資料４５ 公的機関におけるミラーリング事例
資料４６ 「安心・安全公共コモンズ」の概要
資料４７ 地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題①
資料４８ 地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題②
資料４９ 地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題③
資料５０ 情報通信利用環境整備推進交付金事業の概要
資料５１ 広域避難の状況
資料５２ 応急仮設住宅の状況
資料５３ 遠隔医療等のイメージ
資料５４ 健康情報活用基盤（日本版ＥＨＲ）のイメージ
資料５５ 被災地の農林水産業の被害状況
資料５６ フューチャースクール推進事業の概要
資料５７ 「モノのサービス化」のイメージ
資料５８ 「ジャパン・クラウド・コンソーシアム」（ＪＣＣ）の概要
資料５９ ＪＣＣ ＷＧの目標、課題認識、導入効果
資料６０ 震災後のテレワークの状況

資料６１ ＩＣＴ利活用のための利活用・制度改革について①
資料６２ ＩＣＴ利活用のための利活用・制度改革について②
資料６３ 被災地におけるＩＣＴ研究拠点
資料６４ 社会インフラとして様々な分野での電波利用の推進
資料６５ 新たな電波利用システムの実現による経済的効果
資料６６ ホワイトスペースの活用による地域活性化
資料６７ スマートグリッドについて
資料６８ スマートメータの概要
資料６９ 920ＭＨｚ帯ＲＦＩＤシステムに係る検討経緯
資料７０ 「地産地消モデル」の地域実証について①
資料７１ 「地産地消モデル」の地域実証について②
資料７２ ＩＣＴパワーによるＣＯ２排出量１０％以上の削減
資料７３ 福岡県北九州市における地域実証の概要
資料７４ 要素技術における我が国の優位性の例（液晶パネル部材）
資料７５ 主要国における人口高齢化率の長期推移・将来推計
資料７６ ＩＣＴ国際標準化推進会議の概要
資料７７ パッケージ型インフラ海外展開におけるＪＩＣＡの支援スキーム
資料７８ ＪＩＣＡによる海外投融資
資料７９ ＪＢＩＣによる国内企業の海外事業展開に対する包括的支援
資料８０ ＪＢＩＣによる輸出金融
資料８１ ＪＢＩＣによる投資金融
資料８２ ＪＢＩＣによる先進国向け投資金融の対象拡大の概要
資料８３ ＪＢＩＣによる事業開発等金融（アンタイドローン）
資料８４ ＮＥＸＩの海外展開に果たす役割と貿易保険の種類
資料８５ ＮＥＸＩによる海外投資保険の概要とてん補するリスク
資料８６ ＮＥＸＩによる海外投資保険におけるてん補範囲の拡大
資料８７ ＮＥＸＩによる貿易代金貸付保険・海外事業資金貸付保険の概要
資料８８ 産業革新機構の投資対象（事業ステージ別）
資料８９ ＰＰＰ／ＰＦＩを活用したＩＣＴインフラ整備事例
資料９０ 主要国におけるＰＰＰ事業の取組状況
資料９１ ＪＩＣＡによる協力準備調査（ＰＰＰインフラ事業・ＢＯＰビジネ

スとの連携促進）
資料９２ 産業革新機構の仕組み
資料９３ アジア・太平洋電気通信共同体（ＡＰＴ）の概要
資料９４ ＩＣＴ海外展開推進事業の概要
資料９５ アジアユビキタスシティ構想の概要
資料９６ 米国における研究開発
資料９７ 欧州における研究開発
資料９８ 中国における研究開発
資料９９ （参考）中国の最新動向①
資料100 （参考）中国の最新動向②
資料101 （参考）中国の最新動向③
資料102 （参考）中国の最新動向④
資料103 韓国における研究開発
資料104 インドにおける研究開発
資料105 競争的資金制度の概要
資料106 戦略的情報通信研究開発推進制度（ＳＣＯＰＥ）の概要
資料107 ＩＣＴグリーンイノベーション推進事業（ＰＲＥＤＩＣＴ）の概

要
資料108 競争的資金制度全体の課題
資料109 段階的競争選抜方式の導入拡大に関する政府の提言
資料110 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例①
資料111 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例②
資料112 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例③
資料113 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例③
資料114 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例④



参考資料Ｂ
（個別資料は省略）

資料１ 諮問書 （平成２３年２月１０日諮問第１７号）

資料２ 情報通信審議会 委員 名簿

資料３ 情報通信審議会 情報通信政策部会 名簿

資料４ 新事業創出戦略委員会 構成員 名簿

資料５ 新事業創出戦略委員会 審議経過

資料６ ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 構成員 名簿

資料７ ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 審議経過

資料８ 研究開発戦略委員会 構成員 名簿

資料９ 研究開発戦略委員会 審議経過

資料１０ ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会 構成員 名簿

資料１１ ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会 審議経過

資料１２ ＩＣＴ地域活性化懇談会 構成員 名簿

資料１３ ＩＣＴ地域活性化懇談会 審議経過

資料１４ 中間答申に関する検討体制



参考資料Ｃ
（個別資料は省略）

資料１－１ 「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」に係る

検討アジェンダに対する意見募集の結果（概要）

資料１－２ 「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」に係る

検討アジェンダに対する意見募集の結果（一覧）（同上）

資料２ クラウドサービス利活用事例集
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