
用語解説用語解説用語解説用語解説
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索　引 用　語 解　説

Ｃ ＣＡＴＶ
光ケーブルや同軸ケーブル等の有線を使って行うテレビ放
送のこと。

ｅ－ラーニング
インターネットなどを通じて、電子メール、電子会議、ビ
デオ配信などの情報通信技術を活用して行う学習のこと。

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略
５年以内に日本を世界最先端のIT国家にすることを目指
し、２００１年１月に発表した国家戦略のこと。

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ

ＩＴ利活用による「元気、安心、感動、便利」社会を目指
し、７つの分野（医療、食、生活、中小企業金融、知、就
労・労働、行政サービス）の推進と、新たなＩＴ社会基盤
を整備するための方策などを盛り込んだ2003年7月に発
表した国家戦略のこと。

Ｆ Ｆａｃｅｂｏｏｋ
米フェイスブック社の提供するソーシャルネットワーキン
グサービスで、実名で、現実の知り合いとインターネット
上でつながり、交流をするサービスのこと。

G ＧＩＳ
Geographic Information Systemの略。デジタル化され
た地図上に様々な情報を重ね合わせて表示したりする地理
情報システムのこと。

ＩＣＴ
Information and Communications Technology の略
で、情報や通信に関する技術の総称のこと。

Ｅ
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ＩＣＴリテラシー ＩＣＴ分野における知識、教養、能力のこと。

ＩＰ電話
ＩＰ（インターネットプロトコル）技術を利用して提供す
る音声電話サービスのこと。

ＩＴ基本法

２０００年１１月に制定、２００１年１月に施行された法
律で、世界最先端のIT国家になることを目指し立法され、
すべての国民がＩＴの成果を享受できる高度ネットワーク
社会の確立を目指し、その実現のために世界最高水準の高
度情報通信ネットワークの整備、電子商取引の促進、人材
の育成、行政の情報化の推進などが掲げられている法律の
こと。

ＩＴ新改革戦略

いつでも、どこでも、誰でもＩＴの恩恵を実感できる社会
の実現を目指すもので、ＩＴによって日本社会が抱える課
題を解決することを目的として、２００６年１月に発表し
た国家戦略のこと。

ＩＴ戦略本部

正式名称は高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
で、2000年7月に高度情報通信ネットワーク社会の形成
に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に設
置され、本部長は内閣総理大臣である組織のこと。

ＩＴＳ

Intelligent Transport Systems（高度道路交通システ
ム）の略。渋滞、交通事故、環境悪化等の道路交通問題の
解決を図ることを目的に、情報通信技術を活用して人と道
路と車両を総合的に管理する新しい交通システムのこと。

ｉ－Ｊａｐａｎ戦略2015

ＩＴ新改革戦略（２００６年）を引き継ぐ新たなデジタル
戦略という位置付けで、２０１５年までに実現すべきデジ
タル社会の将来像と実現に向けた２００９年７月に発表し

Ｉ

タル社会の将来像と実現に向けた２００９年７月に発表し
た国家戦略のこと。
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N ＮＰＯ
「ＮＰＯ」とは「NonProfit Organization」又は「Not
for Profit Organization」の略。様々な社会貢献活動を行
う非営利で活動する団体の総称のこと。

Ｏ
ＯＳＳ（オープン・ソース・ソフト
ウェア）

プログラミング言語で書かれたソースコードをインター
ネット等を通じて無償で公開し、誰でもソフトウェアの改
良や再配布を行えるようにしたソフトウェアのこと。
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（（（（日本語日本語日本語日本語　　　　あいうえおあいうえおあいうえおあいうえお順順順順））））

索　引 用　語 解　説

アーカイブ 文書や記録等を収集し、蓄積・保存すること。

アクセスポイント
コンピュータなどが電話回線や無線LAN等を用いてネット
ワークに接続する際の接続先の施設や機器のこと。

アップリンク
カーナビからの情報を道路等に設置されている光ビーコン
等へ情報を送信するための接続のこと。

新たな情報通信技術戦略

政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国
民が主導する新たな国民主権の社会が早期に確立されるよ
う、国民本位の電子行政の実現、地域の絆の再生、新市場
の創出と国際展開を重点戦略として２０１０年５月に発表
した国家戦略のこと。

イノベーション
まったく新しい発想や革新的な方法から、新しい価値を創
造し、社会的な変化をもたらすこと。

インターネット
通信プロトコルＴＣＰ／ＩＰを用いて全世界のネットワー
クを相互に接続した巨大なコンピュータネットワークのこ
と。

衛星インターネット 通信衛星を活用したインターネット接続サービスのこと。

遠隔画像診断
専門医が不在等の医療機関で撮影されたＭＲＩやＣＴなど
の画像情報を、ネットワークで伝送し、離れた場所にいる
専門医が診断を行うこと。
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オープンイノベーション
新技術・新製品の開発に際して、組織・業種の枠組みを越
え、広く知識・技術の結集を図ること。

オープンデータ
公的機関等のデータを、誰もが制限なしにアクセス、再利
用、再配布できるように、フォーマット処理されて公開さ
れたデータのこと。

き キーインフラ
情報システムを有効に機能させるために基本となる設備等
のうち、鍵となる設備等のこと。

クラウドコンピューティング

ユーザーは今までのように手元のコンピュータで利用して
いたソフトウェアやデータを、ネットワーク上にあるサー
バ群（クラウド（雲））で「どこからでも、必要な時に、
必要な機能だけ」利用することができる新しいコンピュー
タネットワークの利用形態のこと。

クラウドサービス
クラウドコンピューティング（クラウド）の方式で提供等
されるサービスのこと。

グリーンＩＣＴ
省電力化等の地球環境への負荷を低減できるＩＣＴ機器や
関連設備のことや、ＩＣＴを活用することで地球環境への
負荷を低減する取組のこと。

ケーブルテレビ ＣＡＴＶに記載

限界集落
６５歳以上の高齢者が住民の半数以上を占める集落のこ
と。
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高度情報通信ネットワーク社会推進
戦略本部

ＩＴ戦略本部に記載

高度情報通信ネットワーク社会形成
基本法

ＩＴ基本法に記載

公共データ 行政等の公的機関が保有するデータのこと。

公衆無線ＬＡＮ
店舗や公共のスペースなどに設置されたアンテナとパソコ
ン等を無線で接続し利用できるインターネット接続サービ
スのこと。

コンテンツ デジタルコンテンツに記載

コンピュータウィルス
他者のコンピュータに対して，意図的に何らかの被害を及
ぼすよう作られた悪意のあるプログラムのこと。

サイバー攻撃
インターネット等から国や企業等のコンピュータやネット
ワークに不正に侵入して、データを盗み見たり、改ざんを
行なったり、システムを機能不全にする等の行為のこと。

サイバーセキュリティ

インターネット等から国や企業等のコンピュータやネット
ワークに不正に侵入して、データを盗み見たり、改ざんを
行なったり、システムを機能不全にする等の行為から、コ
ンピュータやネットワークの安全を確保すること。

サイバーセキュリティ戦略

情報セキュリティを取り巻く環境が急速に変化している中
で、国家の安全保障・危機管理、社会経済の発展、国民の
安全・安心確保のため、世界を率先する強靱で活力あるサ
イバー空間を構築し、サイバー攻撃に強い「サイバーセ
キュリティ立国」の実現を基本的な方針とし、２０１３年
６月に発表した国家戦略のこと。
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６月に発表した国家戦略のこと。

サテライトオフィス
企業等が本拠から離れたところに設置する通信設備等を備
えた遠隔勤務ができるオフィスのこと。

社会保障・税番号制度

複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であると
いうことの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制
度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公
平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）の
ことで、マイナンバー制度とも呼ぶ。

重要インフラ事業者

他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業
が形成する国民生活及び社会経済活動の基盤であり、その
機能が停止、低下又は利用不可能な状態に陥った場合に、
我が国の国民生活又は社会経済活動に多大なる影響を及ぼ
すおそれが生じるもので、「情報通信」、「金融」、「航
空」、「鉄道」、「電力」、「ガス」、「政府・行政サー
ビス（地方公共団体を含む。）」、「医療」、「水道」及
び「物流」等を提供する事業者のこと。

情報通信基盤
情報システムを有効に機能させるために基本となる通信回
線等の設備こと。

情報セキュリティ
情報の機密性（認められた者のみアクセスできること）・
完全性（情報が改ざん・消去されていないこと）・可用性
（必要時にアクセスできること）を保つこと。

し
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スマートコミュニティ
エネルギー管理システムや蓄電池等を活用し、電気に加え
て、熱、交通も含めてエネルギーを効率的に管理・制御す
る社会システムのこと。

スマートテレビ
インターネット接続を通じて、ホームページの閲覧やソー
シャルメディアの利用、アプリの利用、デバイス間連携な
どの機能拡張を実現するテレビ端末等のこと

スマートフォン
従来の携帯電話端末の有する通信機能に加え、アプリケー
ションを自由に導入して利用できるパソコンのような機能
が備わった携帯型の端末のこと。

スーパーハイビジョン
現行のハイビジョンを超える画質のことで、いわゆる４
Ｋ、８Ｋのこと。

せ 世界最先端ＩＴ国家創造宣言
世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現とその成果を国際展
開することを目標として２０１３年６月に発表した国家戦
略のこと。

総合地図提供システム

徳島県と地場企業で共同開発した統合型のウェブＧＩＳシ
ステムで、県民に提供している各種の地図情報のワンス
トップサービスの実現と地図情報の高度利用などを図るこ
とを目的とし「Joruri Maps」としてオープンソースで開
発・公開されているシステムのこと。

ソーシャルネットワーキングサービス

Social Networking Service（ＳＮＳ）の略で、参加者が
共通の興味、知人などをもとに様々な交流を図ることがで
きるよう、個人間の交流を支援するインターネットのサー
ビスのこと。

そ
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ソーシャルメディア
ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮ
Ｓ）、動画共有サイト等のことで、利用者がインターネッ
ト上で情報を交換し、形成していくメディアのこと。

た タブレット端末
液晶ディスプレーなどの表示部分にタッチパネルを搭載
し、指で操作したり、簡易キーボードを組み合せてパソコ
ンの替りに利用する例が増えている携帯情報端末のこと。

ち 地理空間情報
主にＧＩＳ（地理情報システム）を通して利用される、特
定の地点・区域の位置を示す位置情報および位置情報に関
連付けられた様々な情報のこと。

地上デジタル放送
地上の電波塔から送信する地上波テレビ放送をデジタル化
したテレビ放送で、略称「地デジ」のこと。

つ ツイッター
今していること、感じたことなどを１４０文字以内の短い
文章にして投稿するスタイルで、速報性、伝播性に優れた
ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）のこと。
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デジタル教材
学校の授業で電子黒板やスクリーンに表示したり、生徒が
タブレット端末で学習できるようにした教科書や副教材の
こと。

デジタルコンテンツ
デジタル形式の映像作品、ウェブサイト、ＣＧ、プログラ
ム等のこと。

テレビ会議システム
インターネット等のネットワークを通して、離れた場所間
で会議を行うことができる仕組みのこと。

テレワーク
情報通信技術を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟
な働き方のこと。

データセンター
サーバやネットワーク機器などの装置を設置・運用するこ
とに特化した施設のこと。

電子行政
申請・届出をインターネットで行えるようにしたりする等
の省力化やサービスの向上を目指し、行政機関が情報通信
技術を活用して行政サービスを行うこと。

電子黒板
電子化されたホワイトボードのようなもので、ボードへの
書き込み、内容の保存、パソコンやスキャナーとの連動に
よる画像の表示等ができる装置のこと。

トラヒック
ネットワーク上を移動する音声や文書、画像等のデータ量
のこと。

トレーサビリティ・システム
商品等の生産から消費や廃棄までの流通経路情報を活用し

て

と
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トレーサビリティ・システム
商品等の生産から消費や廃棄までの流通経路情報を活用し
て商品等の追跡と遡及を可能とする仕組みのこと。

光ビーコン
近赤外線を利用して、走行する車両を感知し交通量などを
測定する機能と、車載機と双方向通信を行うことにより交
通情報を提供する機能等を有する装置のこと。

ビッグデータ
従来のデータベースが運用し、分析できる能力を超えたサ
イズであり、分析することで新たな知見を導出することが
できるデータのこと。

プッシュ型サービス
利用者のニーズに応じて必要な情報等を自動的に利用者に
提供するサービスのこと。

プラットフォーム ものごとの基礎・基盤のこと。

ブロードバンド
光ファイバー等の普及によって実現され高速な（概ね１
Mbps以上のインターネットをさす）ネットワークのこ
と。

へ ベンダーロックイン
システムの改修を導入側が行おうとした際に、開発ベンダ
しか実質的に実施できない状況等のように、特定のベン
ダー（事業者）に依存せざるを得ない環境のこと。

な 南海トラフ巨大地震

日本列島の太平洋沖、静岡県の駿河湾から九州東方沖まで
続く深さ４０００メートル級の海底の溝(トラフ)である
「南海トラフ」沿いの広い震源域で連動して起こると想定
されている巨大地震のこと。

ふ

ひ
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の 農商工連携
農林漁業と商工業の人々が知恵を持ち寄り、新しい商品や
サービスに結び付ける取り組みのこと。

ま マイ・ポータル

行政機関等が自分の特定個人情報をいつ、誰が、なぜ情報
提供したのを確認したり、行政機関などが持っている自分
の特定個人情報について確認する機能や、一人ひとりに
合った行政機関などからのお知らせを表示する等の機能を
もった、国民一人ひとりのページを提供するシステムのこ
と。

め 迷惑メール
受信者の同意を得ずに不特定多数に送信される広告・宣
伝、ウィルス感染、嫌がらせ等を目的とした電子メールの
ことでスパムメールとも呼ぶ。

メールマガジン
電子メールを利用して定期的に発行される雑誌スタイルの
メールのこと。

モバイル
モバイルとは「可動性の」，「移動性の」という意味で，
一般にスマートフォンなどの携帯可能な情報・通信機器を
移動中に利用すること。

ゆ ユニバーサルデザイン
文化、国籍、年齢、性別、能力などを問わず、全ての人に
とって利用しやすいように、建物、製品、サービスなどを
設計すること。

ユビキタス
「いつでも、どこでも、だれでも」環境を問わずインター
ネット等のネットワークにアクセスし、コンピュータを利
用できること。

よ ４Ｋ、８Ｋ

現行のハイビジョンを超える画質に関する国際標準規格で
あり、２００６年にＩＴＵ（国際電気通信連合）で標準化
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よ ４Ｋ、８Ｋ
あり、２００６年にＩＴＵ（国際電気通信連合）で標準化
され、４Ｋは現行ハイビジョンの約４倍の画質、８Ｋは約
１６倍の画質のこと。

り リテラシー その分野における知識、教養、能力のこと。

ワークライフバランス
仕事と生活を調和させ、誰もが働きやすい仕組みをつくる
こと。

ろ ６次産業化
生産（第１次産業）から、加工（第２次産業）、流通・販
売（第３次産業）を総合的に取り組むことで、６次とは、
１＋２＋３＝６（１×２×３＝６）のこと。

わ ワンストップサービス
行政手続きなどにおいて，複数の手続きを１回または１個
所で行えるサービスのこと。
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