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１．諮問書 
 
 

諮 問 第 １ ９ 号 

平成２５年１月１８日 

 

情報通信審議会会長 殿 

 

                     総務大臣 新藤 義孝   

 

 

 

諮 問 書 

 

 

 

下記について、別紙により諮問する。 

 

 

 

記 

 

 

イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方 

 

 

 

  

 
 



別紙 

 

諮問第１９号 

 

 イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方 

 

１ 諮問理由 

 現在、研究開発等による成果を社会経済変革（イノベーション）につなげることが強

く求められており、政府全体として、それを実現するための新たな仕組みづくりへ向け

て動きつつある。 

 このような中、ＩＣＴ産業は全産業の名目国内生産額合計の約 1 割を占めかつ全産業

に密接に関連しており、国全体として情報通信技術の確保・維持が重要である。 

 このためには、官民の研究開発能力を結集し、我が国が強みを発揮すべき技術分野を

見定め、社会実装に確実につなげるよう、公的な予算・人材を重点投資するとともに、

産学連携の強化や外部の資金・人材の活用など、我が国全体の力の結集を促す仕組みの

構築などを通じて、イノベーション創出を実現していくことが求められる。 

 以上を踏まえ、２０２０年頃までを視野に入れ、具体的なパイロットプロジェクト案

を含めた、イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方について、情報

通信審議会に諮問する。 

 

２ 答申を希望する事項 

 (1) 官民の研究開発能力を結集し、我が国が強みを発揮すべき技術分野 

 (2) 研究開発成果をイノベーション創出につなげるために必要な取組及び取組体制 

 (3) 上記を踏まえた、具体的なパイロットプロジェクト案 

 (4) その他必要と考えられる事項 

 

３ 答申を希望する時期 

  平成２６年７月目途（平成２５年７月目途に第一次答申） 

 

４ 答申が得られた時の行政上の措置 

  今後の情報通信行政の推進に資する。 

 
  

 
 



２ 情報通信審議会 情報通信政策部会 名簿 

（平成 25年 6月 18日現在 敬称略） 

部会長 須藤 修 東京大学大学院 情報学環長・学際情報学府長 

部会長代理 新美 育文 明治大学 法学部 教授 

委員 浅沼 弘一 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会 書記長 

〃 石戸 奈々子 特定非営利活動法人 ＣＡＮＶＡＳ 理事長 

〃 伊東 晋 東京理科大学 理工学部 教授 

〃 井野 勢津子 アマゾンジャパン株式会社 ファイナンス ディレクター 

〃 清田 瞭 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 

〃 近藤 則子 老テク研究会 事務局長 

〃 佐藤 正敏 株式会社損害保険ジャパン 取締役会長 

〃 鈴木 陽一 東北大学 電気通信研究所 教授・情報シナジー機構長 

〃 谷川 史郎 株式会社野村総合研究所 取締役専務執行役員 

〃 知野 恵子 読売新聞東京本社 編集委員 

〃 徳田 英幸 
慶應義塾大学 政策・メディア研究科委員長・環境情報学

部 教授 

〃 中山 弘子 新宿区長 

〃 根本 香絵 国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授 

〃 野間 省伸 株式会社講談社 代表取締役社長 

〃 藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク 代表 

〃 三尾 美枝子 キューブ M総合法律事務所 弁護士 

 
 



３ 情報通信審議会 情報通信政策部会 イノベーション創出委員会 構成員名簿 
 

主  査 
委  員 

徳田 英幸 
 慶応義塾大学大学院   
  政策・メディア研究科委員長・環境情報学部 教授 

主査代理 
委  員 

藤沢 久美  シンクタンク・ソフィアバンク 代表 

委  員 石戸奈々子  ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ 理事長 
〃 近藤 則子  老テク研究会 事務局長 
〃 知野 恵子  読売新聞東京本社 編集委員 
〃 根本 香絵  国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授 
〃 廣崎膨太郎  日本電気株式会社 特別顧問 

〃 吉田  進 
 京都大学大学院 情報学研究科 名誉教授 
一般社団法人電子情報通信学会 会長 

専門委員 浅羽登志也 
 株式会社 IIJ イノベーションインスティテュート 
  代表取締役社長 

〃 石川 正俊  東京大学 情報理工学系研究科 教授 
〃 大島 まり  東京大学大学院情報学環／東京大学生産技術研究所 教授 
〃 大久保 明  独立行政法人情報通信研究機構 理事 
〃 佐々木 繁  株式会社富士通研究所 常務取締役 
〃 篠原 弘道  日本電信電話株式会社 常務取締役 研究企画部門長 

〃 島田啓一郎 
 ソニー株式会社 業務執行役員 SVP 中長期技術担当 
  技術渉外担当 

〃 嶋谷 吉治  KDDI 株式会社 取締役執行役員専務 技術統括本部長 
〃 津田 信哉  パナソニック株式会社 Ｒ＆Ｄ本部 全社ＣＴＯ室長 
〃 西田 直人  株式会社東芝 執行役常務 技術企画室長 
〃 濱田 隆徳  野村證券株式会社 金融公共公益法人部 次長 
〃 平田 康夫  株式会社国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長 
〃 別所 直哉  ヤフー株式会社 執行役員 社長室長 

〃 山本 哲也 
 株式会社東京大学エッジキャピタル  
  取締役 ジェネラルパートナー 

 
オブザーバ 

 岡野 直樹  内閣府 政策統括官（科学技術担当）付 参事官 
 下間 康行  文部科学省 研究振興局 情報課長 
 松尾 元  農林水産省 農林水産技術会議事務局 技術政策課長 
 渡邊 昇治  経済産業省 産業技術環境局 研究開発課長 
 越智 繁雄  国土交通省 大臣官房 技術調査課長 
 吉川 和身  環境省 総合環境政策局 総務課 環境研究技術室長 

 

 
 



４ 開催経緯 
 

平成２５年１月１８日 第２６回総会にて諮問 
           第４０回情報通信政策部会にてイノベーション創出委員会に付託 
 

平成２５年２月１４日 第１回 イノベーション創出委員会 
（１） イノベーション創出委員会の設置及び運営等について 

（２） 情報通信技術を取り巻く背景について 

（３） ＩＣＴ研究開発のイノベーション創出につなげる仕組みの検討及び 

平成２５年度研究開発における試行的取組み等について 

（４） フリーディスカッション 
 

平成２５年３月 ５日 第２回 イノベーション創出委員会 
（１） 構成員からのプレゼンテーション 

（２） フリーディスカッション 
 

平成２５年３月２８日 第３回 イノベーション創出委員会 
（１） 構成員からのプレゼンテーション 

（２） フリーディスカッション 
 

平成２５年４月 ２日 第４回 イノベーション創出委員会 
（１） 構成員からのプレゼンテーション 

（２） フリーディスカッション 
 

平成２５年４月１９日 第５回 イノベーション創出委員会 
（１） ＩＣＴ成長戦略会議の状況について 

（２） 情報通信分野における技術ロードマップについて 

（３） ICT 分野におけるイノベーション創出に向けた仕組みに関する提案募集

結果 

（４） 構成員及び外部有識者からのプレゼンテーション 

（５） フリーディスカッション 
 

平成２５年４月２６日 第６回 イノベーション創出委員会 
（１） 論点整理 

 

平成２５年５月１０日 第７回 イノベーション創出委員会 
（１） 中間取りまとめ骨子（案）について 

 

平成２５年５月１５日 第４１回 情報通信政策部会にて検討状況報告 
 

平成２５年５月２１日 第８回 イノベーション創出委員会 
（１） 情報通信政策部会（第４１回）の概要及び示された意見について 

（２）中間取りまとめ（案）について 
 

平成２５年６月２５日 第９回 イノベーション創出委員会 
（１） 中間とりまとめ（案）に対する意見募集の結果について 

（２） イノベーション創出委員会中間報告書（案）について 

平成２５年６月２８日 第４２回 情報通信政策部会にて中間報告書（案）の報告 

 
 


