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はじめに
平成 27（2015）年 3 月末、東京における FTTH、CATV インターネットなどの超
高速ブロードバンド基盤の整備状況は 99.96％となり、ほぼ全ての世帯において
超高速ブロードバンド接続が可能となりました。また、平成 26（2014）年 9 月
には、パソコンに近い性質を持つ携帯電話「スマートフォン」の契約台数が電
話とメール機能が中心の携帯電話（フィーチャーフォン。いわゆる「ガラケー」。）
を超え、場所を問わずインターネットを楽しむ人々が増えています。
こうした ICT（情報通信技術。Information and Communications Technology）
インフラ基盤のもと、いつでも、どこでも、人と人、モノとモノ、さらに人と
モノとがつながるコミュニケーションが可能となりました。
今日、ICT は、人々のライフスタイルの一部に溶け込み、経済成長や社会的課
題を解決するための重要な手段の一つと考えられるようになっています。
更に、ICT の進歩によって、データや技術、サービスの連携が進み、従来まで
困難だった個のニーズに適合したサービスの提供を可能にしています。
現在、都では、
「東京都長期ビジョン」
（平成 26（2014）年 12 月に策定）で掲
げた「『世界一の都市・東京』の実現」に向けた様々な取組を進めていますが、
この取組の推進に当たって、個別具体的・多種多様なニーズへの対応を可能と
する ICT が果たすことのできる役割は大きなものがあると考えられます。
都ではこれまで、都政に情報技術（IT）を積極的に導入し、都民サービスの
向上、徹底したスリム化、分かりやすい都政、そしてこれを支える情報基盤の
整備を目指して様々な取組を進めてきました。
今後は、従来までの ICT を利活用した業務改善や情報システムの最適化とい
った「都政の高度化」に向けた取組に加え、ICT を政策実現のツールの一つとし
て利活用することを通じた、地域の活性化や新ビジネスの創出などを目指す「都
民生活の質の向上」の実現に向けた取組を進めていくことが必要です。
そこで、今般、ICT の概況、都のこれまでの取組と合わせて、今後の都の情報
通信施策の基本的方向性を明らかにし、今後の都市づくりの基盤となる情報通
信環境の更なる向上を目指すことにより、東京を成熟都市として高めていくた
め、本報告書を策定しました。
なお、今日、ICT 利活用は通信ネットワークの活用が前提でありセキュリティ
の確保が必要不可欠であることから、サイバーセキュリティ対策については、
別途、専門的見地からの検討を進めていくこととしています。
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第1章

ICT の概況と都の取組

第1節

ICT の概況

第1項

ICT の概況

○

情報通信技術（ICT：Information and Communications Technology）とは、
コンピュータやインターネットなどのデータ処理、通信を行うための技術、
サービスなどの総称である。他の分野の技術と同様、過去から現在にかけて
人々の生活に変革をもたらし、それを豊かなものにしてきた（「資料 2 ICT
の変遷、生活の変化（技術分野別）」及び「資料 3 ICT の変遷、生活の変化
（行政分野別）」を参照）。

○ この ICT の基盤整備や様々なサービスは、従来、主に国と民間事業者によ
って研究開発と社会実装が進められてきた。例えば、通信サービスは、昭和
60（1985）年の通信自由化まで、国（日本電信電話公社）によって独占的に
提供され、通信自由化以降は、民間事業者の活発な競争によって通信サービ
スの低廉化や通信ネットワークの整備・高度化等が進んだ。
○ 近年、Wi-Fi 1（公衆無線LAN）や人工知能（AI）2など、情報通信分野に関す
る単語が一般向けのメディアで取り上げられる機会が多くなってきた。自動
車の自動走行に向けた研究、感情認識機能を持つロボットの実用化など、技
術革新のスピードは急激であり、技術の適応範囲が急速に拡がっている。
○ この勢いは、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け
てさらに加速しており、今後、新しい技術の開発・普及が進むことによって、
新たなサービスの創出や行政課題の解決などが図られ、その結果、人々の生
活がますます豊かなものになっていくことが期待される（「資料 4 ICT の概
要」及び「資料 9 用語集」を参照）。

1

無線でデータを送受信する仕組み。無線 LAN の規格の１つ。
人間の知的活動を補助・代替、あるいは、人間の脳を模倣したコンピュータシステムのこ
と。AI は、Artificial Intelligence の略。
2
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ICTの全体像
文化・ 暮らしと
スポーツ すまい

教育

活用
実際の使われ方

ICT
サービス
・

ICT

・情報収集/提供
・コンテンツ消費/視聴

健康・
医療

・健康・医療
・介護分野
での利活用 分野での
利活用
・障害分野

・教育分野
・五輪大会
・交流人口
での利活用 での利活用 の拡大

・教育機関
・コミュニケーション活性化 での利活用

・若者層の
利活用

・広報

・シニア層の
利活用

・ビッグデータ活用

福祉・
人権

雇用・
労働

環境

まち
づくり

・社会
・雇用の創出 ・地域企業／ ・環境分野
中小企業
での利活用 インフラの
・労働支援
での利活用
維持管理

での利活用 ・医療機関
での利活用

・訪日外国人
観光客の
誘致

道路・
交通

防災・
安全

・デマンド交通 ・消防防災
サービス
の情報化

計画・ その他
財政・税
・行政機関等 ・地域活性化
での利活用 への利活用

・高度道路
交通シス
テム（ITS）

・地域課題の
解決にむけ
た利活用
・オンライン
調査の実施

・生産性の
向上

システム

ある具体的な
目的を持って
使われる
技術や
サービスなど

経済・
産業

ｻｰﾋﾞｽ

・ワーク
スタイル

・インフラ
輸出

・テレワーク

・技術貿易

・スマート
グリッド

・防災行政
無線

・電子政府

・電子自治体
・消防防災 ・地域情報化
ネットワーク

・ICT産業

・全国瞬時
警報シス
テム
（J-ALERT）

ある目的のために
利用される仕組み

・インターネットショッピング ・電子マネー ・広告 ・ソーシャルメディア ・SNS ・スマートフォン用アプリケーション ・位置情報ゲーム ・クラウド(SaaS) ・ASPサービス（ASP：Application Service Provider）

ｺﾝﾃﾝﾂ
ICT利活用において扱われる情報

・映像・音声・文字情報

・オープンデータ

・ビッグデータ

・ホームページ

ｿﾌﾄｳｪｱ・ｱﾌﾟﾘケーション基盤

ICT利活用における共通的な仕組み、・ビッグデータ処理 ・映像配信技術 ・仮想現実技術 ・多言語翻訳技術 ・クラウド（PaaS） ・人工知能 ・自動制御
プラットフォーム

ICT
インフラ
ICT利活用の
仕組みに
共通的な機能
を提供する
物理的な基盤

通信インフラ
（ネットワーク基盤）
・固定電話網、携帯電話網
・地上波放送
・インターネット
・衛星放送
・ブロードバンド
・ケーブルテレビ
・Wi-Fi
・電波
・周波数帯域（800/900MHｚ、1.7/1.8/2.1GHｚ）
・無線局
・衛星移動通信

ハードウェア
（OS･ソフトウェアを含む）

・通信機器、無線機器
・移動通信システム
・災害対策用移動通信機器
・IoT、IoT2.0

・携帯電話
・スマートフォン
・ＰＣ
･ウェアラブルデバイス
・クラウド（IaaS）

・3Dプリンタ
・スマートテレビ
・4K、8K
・ロボット
・コネクテッドカー、
オートノマスカー（自動走行車）

・サイバーセキュリティ対策
※ ICTとして称される技術、サービスのうち主なものを記載

（東京都総務局情報通信企画部作成）

○

ICT の全体を、技術・機器、サービスごとに大きく分類すると、①ICT 利活
用の仕組みに共通的な機能を提供する、物理的な基盤を指す「ICT インフラ」
と、②ある具体的な目的をもって使用される技術やサービスなどを指す「ICT
サービス・ICT システム」の 2 つに区分することができる（「資料 1 ICT の全
体像」を参照）。

1.ICT インフラ
○ 「ICT インフラ」とは、ICT サービスを展開するに当たっての基盤にあたる
ものをいい、データの送受信を可能にするための基盤である「通信インフラ
（ネットワーク基盤）」及び様々なサービスを提供するに当たっての基礎部分
にあたる「ハードウェア（OS・ソフトウェアを含む）」とがある。
○ 「通信インフラ（ネットワーク基盤）」が整備されたことによってデータの
送受信が可能となり、都民の生活は大きく変わった。現代社会において、通
信インフラは、電気、ガス、鉄道、道路、上下水道などと並び、生活上欠か
すことのできない社会の基盤となっている。
○ これらの整備は、昭和 60（1985）年の通信自由化以降、原則として民間主
導の下、国において適切な競争政策や投資インセンティブの付与を行うこと
により促進されてきた。
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○

また、「ハードウェア（OS・ソフトウェアを含む）」によって、利用者のニ
ーズに応じて様々なサービスを提供することが可能となっている。
○ これらには、多機能携帯電話である「スマートフォン」、試作・個別生産を
容易にする「3Dプリンタ 3」、介護・接客などの様々な場面でサービスを提供し
ている「ロボット」など、利用者が直接手にとって利用することができるも
のと、各種のソフトウェアを動作させるうえで基本的なソフトとなる「OS:
Operating System（基本ソフト）」やクラウドサービスの一形態である「IaaS 4」
など、利用者が直接目にすることができないサービス基盤とがある。
○ 利用者に広く受け入れられ、実際に使用されることによって機能を体感す
ることができるこれらのハードウェアは、製品の開発に当たって、世界の動
向、消費者の性向などを的確に反映することが必要なことから、民間事業者
の競争のもとで、開発や製品化が進められている。
○

今日、
「モノ」に通信機能を持たせ、データ収集、機器の自動制御などを行
う「IoT 5」、各種のソフトウェアをより身近なところで利用することができる
腕時計型、メガネ型などの「ウェアラブルデバイス 6」などの言葉を目にする
ことが増えてきたが、これらは、ICTインフラを、より一層強固なものにする
ための技術として研究開発が進められているものである。

2.ICT サービス・ICT システム
○ ICT インフラ基盤を活用して、「ソフトウェア・アプリケーション基盤」の
整備、「コンテンツ」の作成・加工・拡散、「サービス」の提供が行われてい
る。
○

ICT 利活用における共通的な仕組みである「ソフトウェア・アプリケーショ
ン基盤」は、コンピュータを構成する回路・装置などの物理的実体（「ハード
ウェア」）を持たないプログラム、プログラムの扱うデータなどの「ソフトウ
ェア」及びアプリケーションを動作させるための基盤となるソフトウェアで
ある「アプリケーション基盤」から構成される。

3

CG データなどから立体物を作り出す機器のこと。
Infrastructure as a Service の略。サーバー、回線などの機材や基盤を、仮想化技術を
利用してインターネット上のサービスとして提供するもの。
5
Internet of Things の略。センサー、家電、車など様々なモノがインターネットで繋が
ること。
6
腕・頭部など、身に着けて持ち歩くことができるコンピュータのこと。
4
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具体的には、拡張現実技術（AR）7、多言語翻訳技術、人工知能（AI）、自動
制御などを指し、サービスの根幹となっている技術そのものがサービスとし
て提供されている。
○ こうしたソフトウェアが中心となっている技術は、適応範囲が広範にわた
り、かつ、目に見えるものではないため、利用者には、現に利用しているサ
ービスがどのような技術を活用して提供されているのかが分かりにくいとい
う特徴がある。

○

○

「ソフトウェア・アプリケーション基盤」を利用する形で提供される情報
の中身・内容は、「コンテンツ」と呼ばれている。
○ 「コンテンツ」とは、映画、音楽、写真、漫画、アニメーションなどの文
字、図形、音声、映像若しくはこれらを組み合わせたもののうち、教養又は
娯楽の範囲に属するもの（「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する
法律」第 2 条から抜粋）をいい、オープンデータ、ホームページなどもこれ
に該当する。
○ コンテンツは、使用に際して著作権等の権利に関する整理が必要となる場
合もあり、取扱いには注意を払う必要がある。
○

これまで述べてきた技術やシステム、データなどの組み合わせによって、
「利用者ニーズに応えるもの」の開発・提供、
「理想とする姿」
「あるべき姿」
の実現、「問題・課題」の解決を目指すものが、「サービス」である。
○ YouTube、Twitter、Facebookなどのソーシャルメディア、スマートフォン
のアプリケーションなど個人を対象としたサービスのほか、全国瞬時警報シ
ステム（J-ALERT：ジェイアラート）や高度道路交通システム（ITS）8なども、
これに該当する。
○

近年、ICT の適応範囲が拡大し、大量かつ多種多様なデータの収集・集積・
分析によって発見した新たな価値をビジネスや住民サービスに応用する取組、
複数のサービスやシステムを一体のものとして新たなサービスやシステムを
作り出す取組などが進められている。
○ 例えば、具体的な製品を提供する製造業などでは、単一のものを大量に生
産して消費者に提供する「多量生産（マスプロダクツ）」から、顧客・利用者

7

現実世界に文字、図、音声などのデジタル情報を重ね合わせる技術。AR は、Augmented
Reality の略称。
8
人と道路と車両とを情報でネットワーク化し、交通事故、渋滞、環境悪化などの道路交通
問題を解決するシステム。ITS は、Intelligent Transport Systems の略。
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の個別ニーズに沿った製品の開発と提供を行う「マスカスタマイゼーション」
への転換が模索されている。
3.個別ニーズに対応する ICT サービス
○ コンピュータ演算能力の向上、通信ネットワークの高速化、膨大かつ多様
なデータの収集と蓄積、ビッグデータ 9の活用、人工知能(AI)の進化、各種機
器・装置の進歩などにより、従来は、特定の分野での利活用に限定されてい
たデータや技術を、分野をまたいで組み合せることが可能となり、利用者の
ニーズに合わせた新たなサービスの創出が可能な時代となった。
○ 今後、こうした技術やデータの連携が進むことにより、新たな価値やサー
ビスの創造、都民の生活の質の一層の向上が図られていくことが期待されて
いる。
○

例えば、環境分野においては、
「エネルギーマネジメント」の考え方のもと、
ICT を活用して電力需給のバランスを調整する「スマートグリッド」の取組が
進められている。
○ これは、電力供給システムと ICT を組み合わせることにより、高効率、高
品質、高信頼度の電力供給システムを実現し、電力消費量と CO2 排出量の削減
を目指すものである。
○ また、農業分野においては、温度、湿度、光、CO2 濃度などの気象情報、作
業実績等のデータを蓄積、分析し、品目に合わせて栽培環境を最適化するこ
とにより、収穫量の増加や高品質化などを目指す取組が進められている。
○ 更に、製造業やサービス業においては、個人のニーズに対応した製品の開
発やサービスの提供が始められている。
○ 例えば、3D データから立体を造形する 3D プリンタの普及に伴い、金型を作
成しない造形が可能になり、製品・部品などの試作や模型の作成、実際の部
品の製作などが、これまでより、短時間かつ低価格で行われるようになって
いる。
○

このように、ICT の進歩により、個別性の高いサービスの提供が可能となっ
ていることから、今後は、
「個人のニーズや具体的な利活用シーンを出発点に
捉えて ICT の利活用を検討していく」という姿勢を持つことが重要である。

9

過去から蓄積されてきた情報、ICT 技術の革新によって新たに生成された情報（SNS に書
き込まれた情報、スマートフォン等の GPS で取得された位置情報等）など、多様で膨大な
データのこと。また、これらのデータから新たな価値を生み出すために必要なデータ処理
の仕組みのこと。
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第2項

東京を取り巻く状況

1.ICT インフラの整備状況
○ ICTインフラのうち、音声やデータの送受信を可能にする通信回線は、主と
して、(1)ブロードバンド 10 （超高速ブロードバンド 11 ）、(2)携帯電話網、
(3)Wi-Fi（公衆無線LAN：Local Area Network）に分けられる。
(1) ブロードバンド、超高速ブロードバンド
○ ブロードバンドとは、従来のアナログ電話回線に比べて、高速で大容量の
通信ができる回線や接続サービスのことをいい、例えば、ADSL 12、CATV 13、
FTTH 14、3G（第 3 世代移動通信） 15以降の携帯電話などの通信サービスがこ
れに該当する。このうち、FTTH、LTE 16（第 3.9 世代移動通信)及び下り 30Mbps
以上の通信サービスを、超高速ブロードバンドという。
○ 平成 27（2015）年 3 月末における、日本のブロードバンド利用可能世帯
率（サービスエリアの世帯カバー率）は、ブロードバンド 99.9%、超高速ブ
ロードバンド 99.0％である（固定系のみ、小数点以下第二位を四捨五入）
。
民間事業者を中心に積極的なネットワーク整備への投資が行われた結果、大
都市圏だけでなく日本全国のほとんどの地域でブロードバンドが利用可能
となっている。
○ 東京におけるそれは、ブロードバンド 100.0％、超高速ブロードバンド
99.96%であり、ブロードバンドは都内全ての世帯で、超高速ブロードバンド
は一部地域を除く全ての世帯で利用可能となっている。伊豆諸島の 5 村 6
島（利島・新島・式根島・神津島・御蔵島・青ヶ島）では、採算面等の理由
10

従来のアナログ電話回線に比べて、高速で大容量の通信ができる回線や接続サービスの
こと。
11
ブロードバンドのうち、回線速度 30Mbps 以上のもの。ブロードバンドには、FTTH 等の
超高速ブロードバンドに加えて、DSL、衛星インターネット、3.5 世代携帯電話等が含まれ
る。
12
Asymmetric Digital Subscriber Line の略。既存の加入者電話回線を使ってデータ通信
を実現する技術。下りと上りの通信速度が異なる。
13
Cable television の略。同軸ケーブルや光ファイバケーブルなどを使ったテレビの有線
放送サービスのこと。
14
Fiber To The Home の略。通信事業者から一般家庭に光ファイバを引き込み、提供する
構想・サービスのこと。
15
3rd Generation の略。平成 13 年（2001）年ごろから普及し、高速なデータ通信を可能に
した通信方式のこと。
16
Long Term Evolution の略。平成 22（2010）年ごろから普及した、ブロードバンド並み
の高速通信が可能な携帯電話の通信方式のこと。
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から民間事業者による情報通信基盤の整備が進まないため、超高速ブロード
バンドの利用環境について本土との格差が存在する。17（利用可能世帯数は、
住民基本台帳等に基づき、事業者情報等から一定の仮定の下に推計。）
○ 平成 27（2015）年 10 月に森記念財団が発表した、「世界の都市総合力ラ
ンキング(GPCI) 2015」では東京の都市力は 4 位となっている（平成 20（2008）
年の調査開始以降 8 年連続）が、ICT インフラ基盤の整備状況については、
総合ランキング第 1 位ロンドン、第 2 位ニューヨーク、第 3 位パリを擁する
イギリス、アメリカ、フランスよりも進んでいる。
国(都市)名
日
東

実

績

本

平成 27（2015）年 3 月末時点、超高速ブロードバンド 99.98％

京

平成 27（2015）年 3 月末時点、超高速ブロードバンド 99.96％

イギリス

平成 27（2015）年 3 月末時点、超高速ブロードバンド 80％超

アメリカ

平成 25（2013）年末時点、超高速ブロードバンド 83％

フランス

平成 27（2015）年 6 月時点、超高速ブロードバンド 49.2％
（2012 年末人口(最新公表数値)を用いて算出）

（東京都総務局情報通信企画部調べ）
(2) 携帯電話網
○ 携帯電話網とは、外出先から電話やインターネットに接続することを可能
とする通信サービスのことであり、広いエリアでの利用が可能である。
○ 平成 25（2013）年 11 月時点における、日本の携帯電話の人口カバー率（携
帯電話サービスエリア内の人口の割合）は 99.97%であり、エリア外人口は、
3.9 万人（3,240 か所）となっている。
○ 平成 27（2015）年 3 月末時点における、東京のそれはほぼ 100％である。
(3) Wi-Fi（公衆無線 LAN）
○ Wi-Fi（公衆無線 LAN）とは、パソコン、スマートフォン等の機器にケー
ブルをつながずに、無線でデータを送受信することを可能にする仕組みをい
い、無線 LAN の規格の１つである。施設内通信網である「LAN」を無線化す
る方式を発展させたものであり、利用エリアは狭い。
○ 平成 27（2015）年における、国内大手通信事業者 3 社の日本国内の利用
可能なアクセスポイント数は約 74 万か所であり、このうち、東京は約 17
17

この格差解消に向け、平成 28（2016）年度に御蔵島及び神津島の 2 島に海底光ファイバ
ーケーブルを整備することとし、残る 4 島についても、平成 29（2017）年度以降の早期か
つ確実な整備を推進していく。
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万か所である。
○ 店舗等の商業施設を中心に整備が一定程度進んでいる一方、公園・庭園な
どの外国人旅行者が訪れる都立施設や歩行空間においては、未だ整備が十分
になされているとはいえない（新宿駅周辺及び国立代々木競技場周辺のアク
セスポイントは下図の赤い点。その他の地域は、「資料 5 重点整備エリア
の Wi-Fi アクセスポイントマップ」を参照）。

○

今後、都立施設などの公共施設や歩行空間での無料 Wi-Fi アクセスポイン
トが増えることにより、公共空間での情報収集が一層容易になることが見込
まれ、Wi-Fi アクセスポイントを用いた、観光振興、まちづくりなどの地域
活性化に向けた様々な取組へ応用されていくことが期待される。

2.ICT インフラの普及状況
○ 利用可能な環境が一定程度整っている ICT インフラについて、(1)携帯電話
普及率、(2)スマートフォン保有状況から、普及状況を概観する。
(1) 携帯電話普及率
○ 平成 27（2015）年 3 月末時点における、日本の携帯電話加入契約数は
152,698 千加入となっており、これを人口数で除した携帯電話普及率は
119.2％である。計算上、全ての国民が 1 台以上の携帯電話を保持している
ことになる。
○ 一方で、全世界の携帯電話契約数は平成 25（2013）年時点で 67 億加入で
あり、平成 31（2019）年時点には 93 億加入に達すると見込まれている（ス
ウェーデンの通信ベンダーEricsson 社調査）。
○ 世界の携帯電話普及率は、平成 12（2000）年の 12.1%から平成 24（2012）
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年には 89.5%にまで増加しており、多くの途上国でも普及率は 75%を超えて
いる。インターネットと同様、先進国以外に途上国でも普及が進んでおり、
地球的規模で急速に携帯電話が浸透している。
(2) スマートフォン保有状況
○ 平成 25（2013）年末に、日本の携帯電話の加入契約数全体に占めるスマ
ートフォンの比率が 62.6％（対前年比 13.1 ポイント増）となり、国民の 2
人に 1 人以上がスマートフォンを保有するようになった。
○

平成 26（2014）年末におけるスマートフォンの保有比率（全世帯）は、
64.7％である。これを世帯主の年齢階層別にみた場合、世帯主の年齢が低い
ほど保有比率が高く、20 歳代 94.5％、30 歳代 92.4％、40 歳代 83.9％、50
歳代 75.1％となっており、今後ともスマートフォンの普及は進むことが見
込まれる。

64.7

全体

94.5

20～29歳

92.4

30～39歳

83.9

40～49歳

75.1

50～59歳

36.7

60歳以上
0

20

40

60

80

100（％）

※当該比率は、世帯全体におけるスマートフォンの保有割合を世帯主の年齢階
層別に示したものである（無回答を除く）。
（出典）平成 26 年通信利用動向調査（世帯編）
○

なお、平成 26（2014）年末における東京における保有比率は、71.1％で
ある。
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○

一方、平成 26（2014）3 月時点における、イギリス、アメリカ、フランス
の保有比率は、それぞれ 80.0%、69.6％、71.6％であり、東京とほぼ同程度
である。

64.7

日本

71.1

東京

80.0

イギリス

アメリカ

69.6

フランス

71.6
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40
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（総務省（2014）
「ICT の進化がもたらす社会へのインパクトに関する調査研究」
及び平成 26 年通信利用動向調査（世帯編）を基に作成）
○

都内のほぼ全域において携帯電話やインターネットへの接続が可能な環
境が実現され、全ての国民が 1 台以上の携帯電話を保有している今日、携帯
電話は、都民の生活を支えるインフラの一つとなっているといえる。

3.国の動向、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた動
き
○ 現在、国では、「世界最高水準のIT 18利活用社会」の実現に向け、世界一安
全なサイバー空間の実現、公衆無線LAN、自動翻訳等による属性に応じた情報
提供等の取組を推し進めることにより、社会全体のIT化を進めている。
○ これらの取組は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会が開催
される 2020 年を一つの契機に位置づけて進められている。

18

IT とは、情報技術（Information Technology）の略であり、コンピュータやネットワー
クなどの情報処理に関する技術を総称する言葉である。情報通信技術（Information and
Communications Technology）の略語である ICT と同義で使用され、国の省庁では、経済産
業省は IT を、総務省は ICT を用いている。

10
10

(1) 国の動向
○ 平成 24（2012）年 12 月、日本経済の再生に向けて、経済財政諮問会議と
の連携の下、政府一体となって必要な経済対策を講じるとともに、成長戦略
を実現することを目的として、内閣に「日本経済再生本部」が設置された。
○ 平成 27（2015）年 6 月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015－未
来への投資・生産性革命－」では、IoT・ビッグデータ・人工知能（AI）時
代の到来を、ビジネスや社会のあり方そのものを根底から揺るがす、「第四
次産業革命」とも呼ぶべき大変革が着実に進みつつある状況、と捉え、「セ
キュリティの確保を大前提としつつ、IT の利活用を徹底的に進めていく」
ことが謳われている。
○ また、内閣総理大臣を本部長とした「内閣官房 IT 総合戦略本部」では、
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の策定とその実施
を推進している。
○ 「世界最先端 IT 国家創造宣言：～第二次安倍内閣の「新たな IT 戦略」～」
（平成 25（2013）年 6 月決定（平成 26（2014）年 6 月改定、平成 27（2015）
年 6 月改定））では、今後 5 年程度の期間に、我が国の国民一人ひとりが IT
の恩恵を実感できる世界最高水準の IT 国家となるために必要となる政府の
取組等をとりまとめている。
○ その中では、IT の利活用によって、(1)革新的な新産業・新サービスの創
出と全産業の成長を促進する社会、(2)健康で安心して快適に生活できる、
世界一安全で災害に強い社会の実現、(3)公共サービスがワンストップで誰
でもどこでもいつでも受けられる社会、の 3 つを実現するための取組が明ら
かにされている。
(2) 東京 2020 大会に向けた動き
○ 昭和 39（1964）年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、
世界で初の衛星放送による国際中継に成功し、平成 10（1998）年の長野オ
リンピック・パラリンピック冬季競技大会では当時急速に普及が進みつつあ
ったインターネットを初めて本格的に活用し、競技結果の即時配信等を実現
させた。
○ このように、オリンピック・パラリンピックは技術革新を遂げるまたとな
い機会であり、その国の技術水準を全世界にむけて発信する絶好の機会とな
っている。
○ 東京 2020 大会も、世界各国への日本の先端 ICT の貴重なショーケースと
すべく各種の取組が進められており、我が国の 2020 年以降の持続的な成長
の実現に向けた非常に重要な機会と位置付けられている。
○ 総務省では、平成 26（2014）年 11 月に東京都を含む関係機関、関係省庁、
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民間企業等を構成員とした「2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関す
る懇談会」
（以下、
「ICT 懇談会」という。）を設置し、東京 2020 大会以降の
我が国の持続的成長も見据えた、社会全体の ICT 化を推進するための産学官
連携した取組を進めている。
○ 内閣府では、東京 2020 大会で活用又は大会に合わせて実用化していくべ
き科学技術イノベーションの取組に関するプロジェクトを形成するため、特
命担当大臣（科学技術政策）の下、各界有識者及び東京都を含む関係機関を
構成員等とした「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた
科学技術イノベーションの取組に関するタスクフォース」
（以下、
「オリパラ
タスクフォース」という。）を開催している。
4.ICT の進歩に対する期待
○ 過去、ICT は、オリンピック・パラリンピックを契機に、大きな進歩を遂げ
てきた。
○ 東京 2020 大会においても、大会の開催を契機として、技術革新が進むこと
が期待できる。
○ 特に、オリパラタスクフォースに位置付けられている、
「多言語音声翻訳シ
ステム（自動翻訳／音声認識）」「大会運営サポート、観光案内や介護アシス
ト（ロボット）」「福祉用具（ウェアラブルデバイス）」「セキュリティ（画像
認識）」や、これらを支える「人工知能（AI）」は、今後数年のうちで大きく
発展することが予想されることから、都としても、動向を注視していくこと
が必要である。
○

これらの ICT は、都においても未だ十分な利活用が進められておらず、今
後、こうした ICT の進歩が、都の施策に大きな影響を与える可能性がある。

○

1964 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では衛星放送による国
際中継が、また、1998 年長野オリンピック・パラリンピック冬季競技大会で
はインターネットを活用した競技結果の即時配信が実現した。オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の開催ごとに ICT を利活用した新たなサービス
が提供され、それがレガシーとなり、現代に生きる人々の生活を支えている。

○

東京 2020 大会においても、開催を契機として生み出される ICT を利活用し
たサービスが、その後の日本のレガシーとなる可能性が十分にある。
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○

また、こうした契機を十分に活かすことで、東京のサービス水準が大きく
向上し、東京を成熟都市へと高めていくことが期待できる。
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第2節

これまでの都の取組（「資料 6

東京都の情報化の歩み」を参照。）

第 1 項 導入初期から普及拡大期
○ これまで都では、昭和 30 年代の汎用コンピュータ設置、「OA 化推進計画」
（第一期：昭和 60 年～62 年。第二期：昭和 63 年～平成 2 年。）を通じて、情
報システムの導入・整備を進めてきた。
第 2 項 ネットワークを活用した情報化へ
○ 平成 3（1991）年の都庁舎新宿移転を契機とし、①行政情報ネットワーク
（OA-LAN）の整備、②メインフレームの共同利用化、③中央コンピュータ室
の設置を図り、データの大量一括処理、中央コンピュータ室でのセキュリテ
ィの確保、主要な大規模システムの稼動を始めた。
○ こうした取組を進める一方で、平成 4（1992）年には IT 予算が過去最大（約
730 億円）に膨れ上がったため、
「OA 化指針」を策定して機器構成や経費見直
しによるシステム統制と経費削減に努め、さらに、平成 9（1997）年に策定し
た「情報化推進計画」において、具体的な経費削減策として、ダウンサイジ
ング、アウトソーシング等の取組を提示し、更なる経費の節減に努めた。
第 3 項 個別最適から全体最適への IT 化へ
○ 平成 13（2001）年 3 月には「電子都庁推進計画」を策定し、電子申請・届
出等の実現、都庁ポータルサイト（都庁総合ホームページ）の整備といった
都民サービスの充実に向けた取組を進めるほか、文書事務・会計事務をはじ
めとする内部庶務事務の電子化、TAIMS（東京都高度情報化推進システム）の
展開によるパソコン一人一台配備、既存 OA システムの改善などの業務改善に
取り組んできた。
○ また、平成 19（2007）年 4 月には、業務改革を踏まえた都庁全体の IT 化に
ついて、総合的な調整を行い、全体最適化を図るための責任者として、副知
事級の「情報統括責任者」を設置するとともに、
「情報統括責任者」のもとに
「IT・業務改革会議」を設置し、都庁の業務及び情報システムの見直しなど
に係る全庁的な検討と IT 政策及び業務改革の方向性を示すための全庁横断的
な推進体制を整備した。
○ 同年 9 月、「行財政改革実行プログラム（平成 18（2006）年 7 月発表）」に
基づいて、IT（情報通信技術）を利活用して業務改革を進める道筋を示すガ
イドラインとして、
「今後の IT 化取組方針」を策定した。本方針では、3 つの
都庁 IT ビジョン（①質の高い行政サービスを実現する IT、②費用対効果の高
い効率的な執行体制を築く IT、③高い情報セキュリティを確保し都民に信頼
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される IT）を掲げ、全庁を挙げて、①業務・情報システムの最適化、②IT 調
達の見直し（標準仕様書の作成、後年度負担を重視した総合評価一般競争入
札の実施）、③情報セキュリティ対策の強化、④IT 人材の育成、⑤IT 部門の
組織改革に取り組むこととした。
○ 平成 22（2010）年 9 月に「今後の IT 化取組方針」を踏まえて策定した「業
務・情報システム最適化計画」では、各局に対し、主要な情報システムにつ
いての総点検を行い、個別に最適化計画を策定することを求め、個別最適化
計画の計画策定時及び運用時にシステムアセスメント制度による評価を実施
している。
○

このように、これまで都では、ICT を行政改革推進と新しい行政経営モデル
構築の重要な手段と位置付け、より質の高い都民サービスの提供や、業務プ
ロセスの抜本的見直しに向けた対応などの、都政の高度化に向けた取組を進
めてきた。
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第3節

「東京都長期ビジョン」と ICT

〇

平成 26（2014）年 12 月、都は、
「『世界一の都市・東京』の実現」を目指し、
「東京都長期ビジョン」を策定した。本ビジョンでは、東京が目指す将来像
を達成するための基本目標や政策目標、その達成に向けた具体的な政策展開、
３か年の実施計画などを明らかにしている。

８つの都市戦略と 25 の政策指針
基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現

課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現

都市戦略１ 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功

都市戦略４

（政策指針１）2020 年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承

安全・安心な都市の実現

（政策指針９）災害への備えにより被害を最小化する高度な防災都市の実現
（政策指針 10）日常に潜む危険や犯罪から都民を守る、安全・安心の確保

（政策指針２）美しく風格があり、誰もが安心して過ごせるバリアフリー環境の構築

都市戦略５

（政策指針３）多言語対応の推進により、全ての外国人が快適かつ安心して滞在できる
都市の実現

福祉先進都市の実現

（政策指針 11）安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまちの実現
（政策指針 12）高齢者が地域で安心して暮らせる社会の実現

（政策指針４）世界に存在感を示すトップアスリートの育成とスポーツ都市東京の実現

（政策指針 13）質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境の実現
（政策指針 14）障害者が地域で安心して暮らせる社会の構築

都市戦略２ 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
（政策指針５）陸・海・空の広域的な交通・物流ネットワークの形成

都市戦略６

世界をリードするグローバル都市の実現

（政策指針 15）日本の成長を支える国際経済都市の創造

（政策指針６）誰もが円滑かつ快適に利用できる総合的な交通体系の構築

（政策指針 16）都心等の機能強化による東京の都市力の更なる向上
（政策指針 17）若者や女性、高齢者など全ての人が活躍できる社会の実現

都市戦略３ 日本人のこころと東京の魅力の発信

（政策指針 18）東京、そして日本を支える人材の育成

（政策指針７）「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を歓迎する都市の実現

（政策指針 19）2020 年大会の成功と東京の発展に寄与する都市外交の推進

（政策指針８）芸術文化都市を創造し、日本文化の魅力を世界に発信

都市戦略７

豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現

（政策指針 20）スマートエネルギー都市の創造
（政策指針 21）水と緑に囲まれ、環境と調和した都市の実現
（政策指針 22）都市インフラの安全性を高め、安心できる社会の確立
（政策指針 23）少子高齢・人口減少社会におけるこれからの都市構造

都市戦略８

多摩・島しょの振興

（政策指針 24）多摩・島しょ地域の発展・成熟したまちづくりに向けた環境整備の推進
（政策指針 25）多摩・島しょの豊かな自然を生かした地域の活性化
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○

「東京都長期ビジョン」では、「『世界一の都市・東京』の実現」に向けた
基本目標の一つとして、「史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現」
を掲げ、大会開催を起爆剤として、新たな技術の活用、都市基盤の充実、一
層の国際化の推進など、成熟都市としての更なる質的発展を成し遂げ、東京
を世界一の都市へと飛躍させることとしている。
〇 また、
「東京都長期ビジョン」に掲げる政策全体に共通する視点の一つとし
て、
「先端技術の積極的な活用」を挙げ、先端技術の積極的活用など、先進性
の高い政策を展開し、東京の更なる発展を後押しするとしている。
○

現在、ICT インフラの整備はほぼ完了し、ICT を用いて、多種多様なデータ
や技術、サービスを組み合わせて、新たな価値や新たなサービスの開発が模
索されるようになっている。
○ この結果、従来までと比較して、より短期間で、より個のニーズに的確に
対応したサービスの提供が行われるようになってきている。
○ このことから、
「東京都長期ビジョン」で「将来の東京の生活像」として示
した「東京で暮らす人や訪れる人が、安心で快適な環境の中で、･･･（略）･･･
質の高い充実した生活を送っている（社会）」「若者や女性、高齢者、障害者
をはじめとする誰もが能力を十分に発揮して･･･（略）･･･活躍し、夢や希望
を持って積極的に取り組んでいる社会」や、
「将来の東京の都市像」として示
した「高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市、安全・安心
な都市、福祉先進都市、世界をリードするグローバル都市」の実現に向け、
ICT の果たすことのできる役割は大きなものがあると考えられる。
○

このため、都では、今後、ICT の導入・利活用を、これまでの組織内でのシ
ステム開発や業務改善のみならず、
「東京に生活する都民、民間事業者、外国
人旅行者等が、東京で活動しやすい環境の実現」、すなわち、「都民生活の質
の向上」を目指した取組に当たっても、積極的に検討していくことが必要で
ある。
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第4節

都の取組

○

都では、これまで、業務改善や都民サービス向上に向けて、積極的にICTの
利活用を進めてきたが、今回、都の情報通信施策の今後の方向性を検討する
に当たって、主に都庁内部で運用している業務システムを除き、
「現在、都に
おいて、どのようにICTの利活用又は利活用に向けた検討がなされているか」
について現状を把握するための調査 19を実施した。
○ 第 1 項では、「東京都長期ビジョン」に沿って実施されている事業を、第 2
項では、
「東京都長期ビジョン」とそれ以外で ICT 利活用又はその検討が行わ
れている事業を整理した。
第 1 項 「東京都長期ビジョン」における取組
○ 「東京都長期ビジョン」の実現を支える ICT 利活用の取組及び利活用に向
けた検討に該当するものを、ビジョンの体系である 8 つの都市戦略、25 の政
策指針に沿って整理すると、以下の表のとおりとなる。
○ 各都市戦略の実現に当たって、ICT は重要な役割を果たしている。
都市戦略

政策指針
1：2020 年大会の成功に向けた万全
な開催準備とレガシーの継承

項目又は事業名（所管局、番号、技術・テーマ）

2：美しく風格があり、誰もが安心
して過ごせるバリアフリー環境
の構築

■情報バリアフリーを推進する取組への補助事業
（福保、11-1、地情）
■ICT 遠隔手話通訳等モデル事業
（福保、11-4、タブ／音声）
■都立公園ガイドサービスの構築
（建設、15-5、タブ／地情）

3：多言語対応の推進により、全て
の外国人が快適かつ安心して滞
在できる都市の実現

■病院における言語サポートツールの導入
（病本、12-1、翻訳）
■デジタルサイネージを活用した観光情報提供事業
（産労、13-1、サイ）
■都営地下鉄車内液晶モニターの導入
（交通、18-1、サイ）
■都営バス車内の次停留所名表示装置の更新
（交通、18-2、サイ）

1：成熟都市・東京
の強みを生かし
た大会の成功

4：世界に存在感を示すトップアス
リートの育成とスポーツ都市東
京の実現

19

調査期間：平成 27(2015)年 6 月から同年 7 月まで及び同年 12 月から平成 28（2016）年 1
月まで
調査対象：原則として、業務システム等を除き「ICT を利活用しているもの」又は「ICT
利活用を検討しているもの」のうち、平成 28（2016）年度予算に計上されてい
るもの
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都市戦略

政策指針

2：高度に発達した
利用者本位の都
市インフラを備
えた都市の実現

5：陸・海・空の広域的な交通・物
流ネットワークの形成

3：日本人のこころ
と東京の魅力の
発信

6：誰もが円滑かつ快適に利用でき
る総合的な交通体系の構築

7：「おもてなしの心」で世界中か
ら訪れる人々を歓迎する都市の
実現

8：芸術文化都市を創造し、日本文
化の魅力を世界に発信

4：安全・安心な都
市の実現

5：福祉先進都市の
実現

9：災害への備えにより被害を最小
化する高度な防災都市の実現

10：日常に潜む危険や犯罪から都
民生活を守る、安全・安心の確
保
11：安心して産み育てられ、子供
たちが健やかに成長できるまち
の実現
12：高齢者が地域で安心して暮ら
せる社会の実現
13：質の高い医療が受けられ、生
涯にわたり健康に暮らせる環境
の実現

項目又は事業名（所管局、番号、技術・テーマ）
■ITS を活用した交通渋滞対策（ハイパースムーズ作
戦）
（青治、2-1、BD／他（ITS）
）
■都営交通における無料 Wi-Fi サービスの提供
（交通、18-3、Wi）
■都庁舎内における無料 Wi-Fi 利用環境の整備
（財務、5-1、Wi）
■都立文化施設における無料 Wi-Fi 利用環境の整備
（生文、7-2、Wi）
■自然公園における無料 Wi-Fi 利用環境の整備
（環境、10-1、Wi）
■デジタルサイネージを活用した観光情報提供事業
（産労、13-1、サイ）
■外国人旅行者に対する Wi-Fi 利用環境整備事業
（産労、13-2、Wi）
■都立公園、都立庭園、都立動物園における無料
Wi-Fi 利用環境の整備
（建設、15-7、Wi）
■島しょの船客待合所及び空港ターミナルにおける
無料 Wi-Fi 利用環境の整備
（港湾、16-1、Wi）
■臨海部での MICE・国際観光拠点化の推進
（港湾、16-2、Wi／サイ／タブ／地情）
■都立文化施設における多言語対応の推進
（生文、7-1、サイ／タブ）
■都立文化施設における無料 Wi-Fi 利用環境の整備
（生文、7-2、Wi）
■防災上位置付けのある都立公園の機能強化
（建設、15-6、サイ）
■レスキュー・ナビゲーション
（建設、15-4／15-8／15-9、地情）
■消防関連施設におけるデジタルサイネージ等によ
る政策広報の展開
（東消、17-1、サイ）
■防火対象物の安全・安心情報普及促進活動の充実
強化（地図検索システム）
（東消、17-2、地情）
■東京アメッシュ
（下水、20-2、地情）
■危険ドラッグ販売等の監視
（福保、11-3、BD）

■ロボット介護機器等の効果的な導入方法等の検証
（福保、11-5、ロボ）
■在宅療養環境の整備
（福保、11-2、DB）
■診療データバンクの構築
（病本、12-2、DB／BD）

14：障害者が地域で安心して暮ら
せる社会の構築
6：世界をリードす
るグローバル都
市の実現

15：日本の成長を支える国際経済
都市の創造
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■診療データバンクの構築
（病本、12-2、DB／BD）
■東京農業イノベーションプロジェクト（統合環境
制御生産システム）
（産労、13-3、他（IoT）
）

都市戦略
6：世界をリードす
るグローバル都
市の実現
（つづき）

政策指針
16：都心等の機能強化による東京
の都市力の更なる向上

項目又は事業名（所管局、番号、技術・テーマ）

17：若者や女性、高齢者など全て
の人が活躍できる社会の実現
18：東京、そして日本を支える人
材の育成
19：2020 年大会の成功と東京の発
展に寄与する都市外交の推進
20：スマートエネルギー都市の創
造

7：豊かな環境や充
実したインフラ
を次世代に引き
継ぐ都市の実現

21：水と緑に囲まれ、環境と調和
した都市の実現
22：都市インフラの安全性を高め、 ■ICT を活用した施設点検
安心できる社会の確立
（建設、15-3、タブ／他（IC タグ）
）
23：少子高齢・人口減少社会にお
けるこれからの都市構造
24：多摩・島しょ地域の発展・成
熟したまちづくりに向けた環境
整備の推進

8：多摩・島しょの
振興

25：多摩・島しょの豊かな自然を
生かした地域の活性化

■超高速ブロードバンドの整備
（総務、3-3、他（超高速ブロードバンド）
）
■東京農業イノベーションプロジェクト（統合環境
制御生産システム）
（産労、13-3、他（IoT）
）

［凡例］
【局名】青治：青少年・治安対策本部、総務：総務局、財務：財務局、生文：生活文化局、環境：環境
局、福保：福祉保健局、病本：病院経営本部、産労：産業労働局、建設：建設局、港湾：港湾
局、東消：東京消防庁、交通：交通局、下水：下水道局
【技術・テーマ】Wi：Wi-Fi、サイ：デジタルサイネージ、タブ：タブレット端末、地情：地理空間情
報、翻訳：自動翻訳、ロボ：人工知能（AI）／ロボット、音声：音声認識、DB：デー
タベース、BD：ビッグデータ、他：その他（）内に具体的内容
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第 2 項 都における ICT 利活用又は検討状況
○ 「東京都長期ビジョン」を含め、都庁における ICT 利活用又は利活用に向
けた検討状況は、下表のとおりである（全 58 事業）。
項番

局

部・課

番号

事業名

1

政策企画局

調整部政策課

1-1

都庁舎デジタルサイネージの設置・運用

2

青少年・治安対策本部

総合対策部交通安全課

2-1

ITS を活用した交通渋滞対策（ハイパースムーズ作
戦）

3

総務局

－

2-2

オープンデータの推進※

復興支援対策部被災地支

3-1

被災地支援事業に係る広報

情報通信企画部企画課

3-2

オープンデータの推進※

情報通信企画部企画課

3-3

超高速ブロードバンドの整備

総合防災部防災管理課

3-4

一時滞在施設として指定した都立施設への Wi-Fi

援課

整備
4

東京都職員共済組合

事業部健康増進課

4-1

健康情報提供サービスによる健康づくり支援

5

財務局

建築保全部庁舎整備課

5-1

都庁舎内における無料 Wi-Fi 利用環境の整備

建築保全部庁舎管理課

5-2

都庁案内における多言語対応

建築保全部庁舎整備課

5-3

都庁舎デジタルサイネージの設置・運用（再掲）

－

5-4

オープンデータの推進※

6

主税局

－

6-1

都税事務所事業広報

7

生活文化局

文化振興部企画調整課

7-1

都立文化施設における多言語対応の推進

文化振興部企画調整課

7-2

都立文化施設における無料 Wi-Fi 利用環境の整備

総合調整部調整課

8-1

多言語音声翻訳アプリのスポーツ国際交流イベン

8

オリンピック・パラリ
ンピック準備局

9

都市整備局

ト等における活用・実証の協力
都市づくり政策部都市計

9-1

都市計画地理情報システム

画課
10

環境局

自然環境部緑環境課

10-1

自然公園における無料 Wi-Fi 利用環境の整備

11

福祉保健局

生活福祉部地域福祉推進

11-1

情報バリアフリーを推進する取組への補助事業

医療政策部医療政策課

11-2

在宅療養環境の整備

健康安全部薬務課

11-3

危険ドラッグ販売等の監視

障害者施策推進部計画課

11-4

ICT 遠隔手話通訳等モデル事業

高齢社会対策部計画課

11-5

ロボット介護機器等の効果的な導入方法等の検証

－

11-6

局事業広報

課
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項番
12

局

部・課

番号

事業名

病院経営本部

サービス推進部事業支援

12-1

病院における言語サポートツールの導入

12-2

診療データバンクの構築

観光部受入環境課

13-1

デジタルサイネージを活用した観光情報提供事業

観光部受入環境課

13-2

外国人旅行者に対する Wi-Fi 利用環境整備事業

農業振興事務所振興課

13-3

東京農業イノベーションプロジェクト（統合環境制

課
サービス推進部事業支援
課
13

産業労働局

御生産システム）
14

中央卸売市場

中央卸売市場事業部業務

14-1

オープンデータの推進※

総務部技術管理課

15-1

統合型地理空間情報システム（GIS）の導入

道路管理部路政課

15-2

道路台帳の電子化

道路管理部保全課

15-3

ICT を活用した施設点検

道路管理部保全課

15-4

レスキュー・ナビゲーション

公園緑地部計画課

15-5

都立公園ガイドサービスの構築

公園緑地部計画課

15-6

防災上位置付けのある都立公園の機能強化

公園緑地部公園課

15-7

都立公園、都立庭園、都立動物園における無料

課
15

建設局

Wi-Fi 利用環境の整備

16

港湾局

公園緑地部公園建設課

15-8

レスキュー・ナビゲーション

河川部防災課

15-9

レスキュー・ナビゲーション

離島港湾部管理課

16-1

島しょの船客待合所及び空港ターミナルにおける
無料 Wi-Fi 利用環境の整備

17

東京消防庁

臨海開発部誘致促進課

16-2

臨海部での MICE・国際観光拠点化の推進

港湾整備部技術管理課

16-3

重機類の情報把握（災害時対応）

企画調整部広報課

17-1

消防関連施設におけるデジタルサイネージ等によ
る政策広報の展開

予防部査察課

17-2

防火対象物の安全・安心情報普及促進活動の充実強
化（地図検索システム）

予防部査察課

17-3

予防部（予防課、
危険物課、 17-4
査察課、調査課、防火管理
課）

22
22

火災予防体制の推進（火災予防支援端末装置）
火災予防業務のＩＣＴ化

項番

18

19

20

21

局

部・課

番号

事業名

東京消防庁（つづき）

－

17-5

オープンデータの推進※

交通局

－

18-1

都営地下鉄車内液晶モニターの導入

－

18-2

都営バス車内の次停留所名表示装置の更新

－

18-3

都営交通における無料 Wi-Fi サービスの提供

－

18-4

オープンデータの推進※

－

19-1

浄水場における毒物検知

－

19-2

局事業広報

－

19-3

浄水場・給水所等の設備点検・保守

－

19-4

オープンデータの推進※

総務部総務課

20-1

タブレット端末を活用した業務効率化推進

施設管理部施設管理課

20-2

東京アメッシュ

任用公平部総務課

21-1

職員採用に向けた PR 活動

水道局

下水道局

人事委員会事務局

※CSV 形式のデータを公開している局を記載。なお、オープンデータの推進に係る取組は、総務局が主
管となり都ホームページなどの公開情報をとりまとめている。
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第 3 項 行政分野別の技術マップ
○ また、導入・利活用をしている（又は、導入・利活用を検討している）技
術を、13 の行政分野に沿って整理すると、以下の表のとおりとなる。
ICTインフラ
通信インフラ

ハードウェア

項番 分野
Wi-Fi

その他

デジタル
サイネージ

タブレット
端末（スマート
フォン含む）

7-1

7-1
8-1
15-5

1

教育

2

文化・スポーツ

3

暮らしと住まい

4

福祉・人権

11-6

11-4

5

健康・医療

11-6

4-1

6

雇用・労働

3-1
21-1

21-1

13-3（IoT）

1-1
5-3
13-1
16-2

5-2
8-1
16-2

7-2
15-7

7

経済・産業

5-1
10-1
13-2
16-1
16-2

8

環境

10-1

9

まちづくり

16-1
16-2

19-1(センシング)

16-2
19-2

16-2
19-3
20-1

10

道路・交通

18-3

15-3（ICタグ）

18-1
18-2

15-3

1-1
3-1
5-3
13-1
15-6
17-1

17-3

11

防災・安全

12

計画・財政・税

13

ボランティア

14

その他

3-4
13-2

6-1

3-3
（超高速ブロードバンド）
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ウェアラブル
端末

ICTサービス・ICTシステム
ソフトウェア・アプリケーション基盤
地理空間
自動翻訳 画像認識
情報

15-1
15-5

コンテンツ
人工知能（AI）/ 拡張現実
ロボット
（AR）

音声認識

11-5

11-4

データベース

オープン
データ

ビッグ
データ

その他

4-1
12-2

4-1
（ソーシャルメディア機能）

8-1

11-1
12-1

11-2
12-2

16-2

8-1
16-2

14-1

9-1
15-1
15-2
16-2

16-2

19-4

15-1

2-2
18-4

2-1

2-1（ITS）

15-2
15-4
15-8
15-9
16-3
17-2
20-2

17-5

11-3

17-4
（建築物の図面などの電子
化、電子申請）

5-4

3-2
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第 4 項 主要 ICT の利活用状況
1.主要 ICT の利活用状況
(1) Wi-Fi
導入・利活用取組事例

１

一時滞在施設として指定した都立施設へのWi-fi整備 ・・・ 総務局
一時滞在施設として指定している都立施設への災害時利用を想定したWi-Fi整備事業。

２

外国人旅行者に対するWi-Fi利用環境整備事業 ・・・ 産業労働局
旅行者等の利便性向上を目的に、都立施設等で共通利用できる無料Wi-Fiサービスの提供を行う。
・ 都立施設等で提供される無料Wi-Fiサービスを利用する際に、一度の利用登録でどの施設でも利用が可能
となる共通のしくみを構築するとともに、旅行者に対して観光情報や災害情報等を提供。
（ FREE Wi-Fi＆TOKYO ）
・ 外国人旅行者が多く訪れる都立施設にWi-Fiアンテナを設置
・ 観光案内インフラ重点整備エリア（外国人旅行者が多く訪れる１０地域等）での歩行空間にWi-Fiアンテナを
設置（７００基程度）

３

都庁舎内における無料Wi-Fi利用環境の整備 ・・・ 財務局
都庁舎内（庁舎1・2階、食堂、展望室等の外国人観光客の動線を中心）に無料Wi-Fi接続環境を整備。
（「FREE Wi-Fi＆TOKYO」の枠組み）

４

都立文化施設における無料Wi-Fi利用環境の整備 ・・・ 生活文化局
利用者の利便性向上に向け、都立文化施設の無料Wi-Fi利用環境を整備。
（「FREE Wi-Fi＆TOKYO」の枠組み）

５

自然公園における無料Wi-Fi利用環境の整備 ・・・ 環境局
高尾ビジターセンター・御岳ビジターセンターにおいて無料Wi-Fiを整備。
（「FREE Wi-Fi＆TOKYO」の枠組み）

６

都立公園、都立庭園、都立動物園における無料Wi-Fi利用環境の整備 ・・・ 建設局
葛西臨海公園、浜離宮恩賜庭園、恩賜上野動物園等２１施設において無料Wi-Fiを整備。
（「FREE Wi-Fi＆TOKYO」の枠組み）

７

島しょの船客待合所及び空港ターミナルにおける無料Wi-Fi利用環境の整備 ・・・ 港湾局
船客待合所及び空港ターミナルビル利用者の利便性向上に向け、島内の船客待合所及び
空港ターミナルビル５カ所に無料Wi-Fi環境を整備。
（「FREE Wi-Fi＆TOKYO」の枠組み）
その他、小笠原村の船客待合所等３カ所に無料Wi-Fi環境を整備。

８

臨海部でのMICE・国際観光拠点化の推進 ・・・ 港湾局
臨海副都心のMICE・国際観光拠点化の推進にむけたまちのブランド力向上を図るため、外国人来訪者を
対象とした公共スペースにおけるキャリアフリーの無料Wi-Fi環境整備。（駅前広場、公園等24スポット）

９ 都営交通における無料Wi-Fiサービスの提供 ・・・ 交通局
（１） 都営バスの全車両で無料Wi-Fiサービスを提供中。
（２） 都営地下鉄駅35駅で無料Wi-Fiサービスを提供中。
（３） 都営地下鉄の車両で訪日外国人向けの無料Wi-Fiサービスを提供していく。
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ロードマップ
2015 2016
年度

年度

１

都立施設の一時滞在施設へ
のWi-Fi整備

２

外国人旅行者に対する
Wi-Fi利用環境整備事業

３

都庁舎内における
無料Wi-Fi利用環境の整備

４

都立文化施設における
無料Wi-Fi利用環境の整備

５

自然公園における
無料Wi-Fi利用環境の整備

整備 運用

６

都立公園、都立庭園、都立
動物園における無料Wi-Fi
利用環境の整備

整備 運用

整備

年度

運用

整備 運用

整備

運用

整備

小笠原村の客船待合所等に
おける無料Wi-Fi環境の整備

回線
使用料等
３カ所

臨海部でのMICE・国際観光
拠点化の推進

補助金公募

９ 都営バス車両における無料
Ｗｉ-Ｆｉサービスの提供

2024

年度

導入済

７ 島しょの船客待合所及び
空港ターミナルにおける
無料Wi-Fi利用環境の整備

８

2020

運用

回線使用料等３カ所

サービス提供中

都営地下鉄駅における無料
Ｗ-Ｆｉサービスの提供

サービス提供中

都営地下鉄車両における無料
Ｗ-Ｆｉサービスの提供

事業者選定

機器設置

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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(2) タブレット端末（スマートフォン含む）

導入・利活用取組事例
１

健康情報提供サービスによる健康づくり支援 ・・・ 東京都職員共済組合
共済組合の組合員及び被扶養者に対して、個人別の健康情報を提供するとともに、インセンティブポイント
プログラムの実施により自らが健康づくりへの取組を行うことを支援。

２

都庁案内における多言語対応・・・ 財務局
都庁案内において、タブレット端末を利用した音声及び文字情報による翻訳機能を活用した多言語対応を
実施（中・韓を含む10か国語以上に対応）。

３

４

５

６

都立文化施設における多言語対応の推進 ・・・ 生活文化局
一部の都立文化施設で、スマートフォンのアプリケーションを活用し、多言語にて施設等の情報
を提供中。
翻訳アプリ（多言語音声翻訳システム）のスポーツ国際交流イベントにおける活用・実証の協力
・・・ オリンピック・パラリンピック準備局
2020年大会において、多言語音声翻訳システムにより、ボランティアによる外国人（選手・観戦者、旅行者）の
案内を実現。
ICT遠隔手話通訳等モデル事業・・・ 福祉保健局
聴覚障害者の社会参加を促進するため都立施設にＩＣＴを活用した遠隔手話通訳等を導入し、
都内普及のためのモデル事業を実施。
都立公園ガイドサービスの構築・・・ 建設局
庭園や動物園等における、場所に応じたガイドスポット情報やイベント等情報の提供。

７

ICTを活用した施設点検 ・・・ 建設局
道路施設に設置したICタグをタブレット端末により読込み呼び出した当該地点の点検情報に基づいた
施設点検を行うシステムを一部地域において導入。

８

臨海部でのMICE・国際観光拠点化の推進 ・・・ 港湾局
臨海副都心のMICE・国際観光拠点化の推進にむけたまちのブランド力向上を図るため、
外国人来訪者の受入環境を整備。

９

火災予防体制の推進（火災予防支援端末装置） ・・・ 東京消防庁
防火対象物の情報収集、関係者への指導、違反処理時の連絡などに活用。

１０ 浄水場・給水所等の設備点検・保守 ・・・水道局
一部の給水所の設備点検等でタブレットを活用。
１１ タブレット端末を活用した業務効率化推進 ・・・下水道局
タブレット端末の普及及び無線ＬＡＮの導入により、電子会議を推進させ、音声認識による議事録作成等の
支援を図る。あわせて下水道事業に貢献する活用方法を検討。
１２ 職員採用に向けたPR活動 ・・・人事委員会事務局
遠隔地の学生と都庁内にいる職員とのコミュニケーションを容易に図ることを目的に、
web会議やwebセミナーの実施を検討。
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ロードマップ
2015 2016
年度

１

健康情報提供サービスによる
健康づくり支援

年度

都庁案内における多言語対応

導入済み

３

都立文化施設における
多言語対応の推進

一部で利活用中

翻訳アプリ（多言語音声翻訳シ
ステム）のスポーツ国際交流イベ
ントにおける活用・実証の協力

５

ICT遠隔手話通訳等モデル事業

６

都立公園ガイドサービスの構築

７

ICTを活用した施設点検

８

臨海部でのMICE・国際観光
拠点化の推進

９

火災予防体制の推進
（火災予防支援端末装置）

１０ 浄水場・給水所等の設備
点検・保守
１１ タブレット端末を活用した
業務効率化推進

１２ 職員採用に向けたPR活動

2024

年度

年度

利活用中

２

４

2020

総務省・情報通信研究機構
（NICT）の実証実験への協力

モデル事業
の実施

２０１８年度以降は検討中

アプリ
ケーションの
開発等

運用

改善点の検証及びシステム改良
補助金
公募

運用開始

２０１７年度以降は検討中

一部導入済み

試行導入

２０１７年度以降は検討中

検討中

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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(3) デジタルサイネージ（設置）
導入・利活用取組事例

１

都庁舎デジタルサイネージの設置・運用 ・・・ 政策企画局・財務局
都庁を訪れた外国人旅行者を含む来庁者に対し、情報発信するためのデジタルサイネージ機器を設置・運用。

２

都立文化施設における多言語対応の推進 ・・・ 生活文化局
一部の都立文化施設に多言語対応の展示解説タッチパネルを設置済み。

３

デジタルサイネージを活用した観光情報提供事業 ・・・産業労働局
観光案内インフラ重点整備エリア（外国人旅行者が多く訪れる10地域等）での歩行空間に設置（約１００基）。

４

防災上位置付けのある都立公園の機能強化 ・・・ 建設局
発災時に避難者等が必要とする災害情報を提供するため等に設置（61公園）。

５

臨海部でのMICE・国際観光拠点化の推進・・・ 港湾局
外国人旅行者が快適かつ安心して滞在し、円滑に目的地に移動できるよう、多言語対応の一環として設置。

６

消防関連施設におけるデジタルサイネージ等による政策広報の展開 ・・・ 東京消防庁
本部庁舎及び消防署（本署・分署・出張所）に屋外型デジタルサイネージを設置。

７

都営地下鉄車内液晶モニターの導入 ・・・ 交通局
新造車両を中心に、都営地下鉄車内に多言語対応の液晶モニターを順次導入。

８

都営バス車内の次停留所名表示装置の更新 ・・・ 交通局
多言語表示等が可能な液晶式モニターを全車両に設置。
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ロードマップ
2015 2016
年度

年度

１

都庁舎デジタルサイネージの
設置・運用

設置
準備

２

都立文化施設における
多言語対応の推進

一部設置済

３

デジタルサイネージを活用した
観光情報提供事業

４

防災上位置付けのある
都立公園の機能強化

仕様・運用
方法検討

５

臨海部でのMICE・国際観光
拠点化の推進

補助金公募

６

消防関連施設におけるデジタル
サイネージ等による政策広報の展
開

７

都営地下鉄車内液晶モニターの
導入

８

都営バス車内の次停留所名
表示装置の更新

2020

2024

年度

年度

運用

整備

設置

運用

防災公園として位置付けのある６１公園の整備

運用

順次導入拡大

順次設置

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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(4) デジタルサイネージ（利用）
導入・利活用取組事例

１

被災地支援事業に係る広報 ・・・ 総務局
デジタルサイネージを活用した被災自治体採用活動の広報支援を実施。

２

都税事務所事業広報 ・・・ 主税局
デジタルサイネージを活用した、都税に関するお知らせの広報活動を実施。

３

局事業広報・・・福祉保健局
車両内ビジョン、街頭ビジョン等のデジタルサイネージを活用して、福祉・保健・医療施策に関する様々な
広報活動を実施。

４

局事業広報 ・・・水道局
映像を活用した広報活動の実施。車両内ビジョンや街頭ビジョン等のデジタルサイネージを活用。

５

職員採用に向けたPR活動・・・ 人事委員会事務局
デジタルサイネージを活用した採用PRの実施を検討。

ロードマップ
2015 2016
年度

年度

１

被災地支援事業に係る広報

検討中

２

都税事務所事業広報

利活用中

３

局事業広報

利活用中

４

局事業広報

利活用中

５

職員採用に向けたPR活動

検討中

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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2020

2024

年度

年度

(5) オープンデータ
導入・利活用取組事例

１

オープンデータの推進 ・・・ 総務局ほか
・都ホームページなどの公開情報については、二次利用可能なオープンデータとして公開するなど、
行政の透明性・信頼性の向上につながる「量」の拡充を推進。
・機械判読に適したデータの形式整備や標準化
・簡易にデータへアクセスできる仕組み（カタログサイトなどの基盤）の整備
・区市町村とのデータ連携を検討
・都民や利用者への周知と利活用促進策（データ利活用イベントなど）を実施

ロードマップ
2015 2016
年度

１

オープンデータの推進

年度

全庁へ データ拡充
試行拡大 形式整備
カタログサイト 区市町村
整備 データ連携
データ利活用
イベント

2024

年度

年度

オープンデータの全庁的取組を常軌化
（データ利活用による課題解決や長期ビジョン実現、
各局施策に組込まれたオープンデータ化など）

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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2020

(6) ビッグデータ
導入・利活用取組事例

１

２

ITSを活用した交通渋滞対策（ハイパースムーズ作戦） ・・・ 青少年・治安対策本部
プローブ情報の活用など先進的なITS技術による渋滞解消の実現、新たな応用方法の検討。
健康情報提供サービスによる健康づくり支援 ・・・ 東京都職員共済組合
共済組合の組合員及び被扶養者に対して、個人別の健康情報を提供するとともに、インセンティブ
ポイントプログラムの実施により自らが健康づくりへの取組を行うことを支援。
また、利用者のビッグデータ分析からも健康情報を提供。

３ 危険ドラッグ販売等の監視 ・・・ 福祉保健局
インターネット上の危険ドラッグに関する情報を解析し、製品情報や店舗情報等を把握することにより、
危険ドラッグ販売・流通を監視。
４

診療データバンクの構築 ・・・ 病院経営本部
臨床現場における研究等を推進するため、都立・公社病院が保有する診療データの活用を検討。

ロードマップ
2015 2016
年度

年度

プローブ情報
の渋滞対策等
への活用

１

ITSを活用した交通渋滞対策
（ハイパースムーズ作戦）

２

健康情報提供サービスによる
健康づくり支援

利活用中

３

危険ドラッグ販売等の監視

利活用中

４

診療データバンクの構築

検討中

2020

2024

年度

年度

2016年度以降は検討中

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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(7) 自動翻訳（多言語対応）
導入・利活用取組事例

１

多言語音声翻訳アプリのスポーツ国際交流イベント等における活用・実証の協力
・・・ オリンピック・パラリンピック準備局
東京2020オリンピック・パラリンピックにおいて、多言語音声翻訳アプリ等の多言語音声翻訳システムにより、
ボランティアによる外国人（選手・観戦者、旅行者）の案内を実現。

２

病院における言語サポートツールの導入 ・・・ 病院経営本部
多言語音声翻訳システムにより、都立病院において外国人が安心して適切な医療を受けられる環境の
整備を目指す。

３

臨海部でのMICE・国際観光拠点化の推進 ・・・ 港湾局
臨海副都心のMICE・国際観光拠点化の推進にむけたまちのブランド力向上を図るため、外国人来訪者の
受入環境を整備。

ロードマップ
2015 2016
年度

１

多言語音声翻訳アプリのスポー
ツ国際交流イベント等における活
用・実証の協力

２

病院における言語サポートツー
ルの導入

３

臨海部でのMICE・国際観光
拠点化の推進

年度

2020

2024

年度

年度

総務省・情報通信研究機構
（NICT）の実証実験への協力

効果検証・導入

補助金
公募

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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(8) 地理空間情報
導入・利活用取組事例

１

都市計画地理情報システム ・・・ 都市整備局
平成３年度 都市計画地図情報システム（現 都市計画地理情報システム）が稼働。
（都市整備局内及び関係局との間でシステムの共同利用を行っている。）

２

情報バリアフリーを推進する取組への補助事業 ・・・ 福祉保健局
地域のバリアフリーマップの作成、ICTを活用した歩行者の移動支援等による情報バリアフリーの充実。

３

レスキュー・ナビゲーション ・・・ 建設局
①道路施設の効率的な維持管理の実現や災害対応力の向上、②河川、土砂災害防止施設の被災、
水防活動および水質事故等への対応力の向上、 ③公園等施設の災害時の事故報告及び日常的な
維持管理での活用の迅速化。

４

都立公園ガイドサービスの構築 ・・・ 建設局
庭園や動物園等における場所に応じたガイドスポット情報やイベント情報の提供。

５

統合型地理空間情報システム（GIS）の導入 ・・・ 建設局
局内の既存・新規のGISを統合GIS上に統合することで、都管理の樹木検査情報、竣工図書情報や地盤柱状図
など様々な情報の統合的、一元的な管理を実現するとともに、日常業務における地図情報の利活用を図る。

６

道路台帳の電子化 ・・・ 建設局
道路台帳のデジタル化による、アルミケント紙製造業者の減少、原図の劣化や保存空間の確保、地震時の
荷崩れ等様々な問題への対応や、都民の閲覧、複写の申請に対する迅速な対応の実現。

７

臨海部でのMICE・国際観光拠点化の推進 ・・・ 港湾局
臨海副都心のMICE・国際観光拠点化の推進にむけたまちのブランド力向上を図るため、外国人来訪者の
受入環境を整備。

８

重機類の情報把握（災害時対応） ・・・ 港湾局
公共工事で使用されている重機類の情報（位置、種類、規格など）の把握による、災害時における
応急復旧業務に必要な重機類の迅速かつ計画的な調達の実現。

９

防火対象物の安全・安心情報普及促進活動の充実強化（地図検索システム） ・・・ 東京消防庁
違反対象物及び優良防火対象物の位置の簡易検索、地図上への表示。

１０ 東京アメッシュ ・・・ 下水道局
都内とその周辺地域で降っている雨を、気象レーダーと地上雨量計で観測し、地図上に降雨状況を
リアルタイムに表示するシステム。近隣の都市と協力し、降雨の状況をきめ細かく、広い範囲で監視しており、
ポンプ所や水再生センターなど下水道施設の維持管理に利用。また、浸水への備えとして都民に活用される
ようホームページで公開。
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ロードマップ
2015 2016
年度

１

都市計画地理情報システム

２

情報バリアフリーを推進する
取組への補助事業

３

レスキュー・ナビゲーション

年度

都立公園ガイドサービスの構築

５

統合型地理空間情報システム
（GIS）の導入

６

７

８

９

重機類の情報把握
（災害時対応）

防火対象物の安全・安心情報
普及促進活動の充実強化
（地図検索システム）

１０ 東京アメッシュ

年度

順次補助金交付

位置情報特定機能の補完、日常管理への活用（道路施設の維持管理）
運用（河川・公園）

アプリ
ケーションの
開発等

運用

導
入

既存システム統合や業務利用の展開

道路台帳の電子化

臨海部でのMICE・国際観光
拠点化の推進

2024

年度

利活用中

試行

４

2020

道路台帳の電子化（CAD化）
補助金
公募
重機類
情報把握 重機類情報把握
（臨海部）（臨海部） 本格稼働
試行 重機類情報把握
（範囲拡大） 調整

地図検索シス
テムの活用

重機類情報把握（範囲拡大（臨海部含む））
本格稼働

2017年度以降は検討中

利活用中

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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(9) 設備点検
導入・利活用取組事例

１

２

ICTを活用した施設点検 ・・・ 建設局
道路施設の維持管理について、利用者にとって安全・安心な道路を永続的に提供していくため、
情報通信技術を活用した高度な道路管理体制を構築。
現在、道路施設に設置したICタグをタブレット端末により読込み呼び出した当該地点の点検情報に基づいた
施設点検を行うシステムを一部地域において導入。
浄水場・給水所等の設備点検・保守 ・・・水道局
一部の給水所の設備点検等でタブレットを活用。

ロードマップ
2015 2016
年度

１

２

年度

ICTを活用した施設点検

浄水場・給水所等の
設備点検・保守

2020

2024

年度

年度

改善点の検証及びシステム改良

一部導入済み

※ 2017 年度以降については、現時点の予定。
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2.都における利活用の可能性
○ 現在、都において、
「ICT インフラ」では、Wi-Fi、デジタルサイネージ及び
タブレット端末の導入・利活用の取組が、他の ICT のそれと比較して進んで
いる。
○ これは、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、
外国人受け入れ環境の整備に向けた、Wi-Fi 環境整備や多言語対応を急速に進
めているためである。
○

また、「ICT サービス・ICT システム」では、地理空間情報についての利活
用が多い。
○ これは、地理空間情報が、これまでも都政における事業遂行のために使用
されてきた経緯があるためである。
○

一方で、導入・利活用の進んでいない ICT としては、
「ICT インフラ」では、
ウェアラブルデバイスが挙げられる。
○ 現在、ウェアラブルデバイスは、民間での利活用が検討されている段階で
あり、今後、民間での利活用事例の集積が進む中で、適応範囲や利活用の可
能性が明らかになってくることが予想される。
○ ウェアラブルデバイスは、ヘルスケア分野、産業分野など、多くの分野で
の利活用が期待できるものであり、今後とも、技術動向と民間での利活用動
向を注視していくことが必要である。
○ また、「ICT サービス・システム」では、画像認識、人工知能（AI）及び拡
張現実（AR）の導入・利活用が少ない。
○ これは、画像認識や人工知能（AI）などのソフトウェアが中核となってい
る ICT は、要素技術そのものがサービスとして提供されており、現に利用し
ているサービスがどのような技術を活用しているかが分かりにくいためであ
ると考えられる。
○ ソフトウェアが中核となっている ICT は目に見えるものではないため、ICT
と行政サービスの提供とを結びつけることが難しいが、これらの ICT は、各
種施策を考えるうえでの基礎データの収集・分析、経営判断に資するデータ
の抽出のほか、観光事業への展開、施設の点検・監視業務への応用など、適
応範囲が大変広範に渡るものであり、今後、サービスの開発・普及の動向を
注視していくことが必要である。
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第2章

ICT 導入・利活用検討における今後の方向性

第１節

検討の視点

○

個別具体的、多種多様なニーズへの対応を可能とする ICT サービスは、都
民生活の質の向上や様々な行政課題の解決に向けて有効な手段の一つとして
の役割が期待されるようになってきた。

〇

また、インターネット、携帯電話（スマートフォンを含む。）などのように、
今や、都民のライフスタイルの一部として生活に溶け込んでいるものもあり、
ICT は、今後の都市づくりを考えるうえで重要な要素の一つとなっているとい
える。

○

しかしながら、行政課題を解決するための手段は様々あり、いついかなる
場合にも、ICT の利活用をもって行政課題の解決を図ることが最適な手段であ
るとは限らない。

〇

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて一層の技
術革新が進むことが予想されるが、一方で、ICT は、導入・運用に要する経費
が大きく、早期に陳腐化してしまう恐れがあることに留意が必要である。
〇 また、ICT は情報通信ネットワークの利用が前提となることから、セキュリ
ティ対策を十分に講じることが必要不可欠である。
〇 そこで、ICT が政策実現のツールとして最も望ましいものであるか否かを総
合的に判断し、導入の適否を決めていくことが重要である。
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第2節

検討の留意点

○

ICT は、導入及び運用に当たって一定程度の経費が必要となるものであり、
特に、導入時に、膨大な経費が必要となる場合がある。
○ このため、都が、ICT サービスを利活用するに当たっては、利用者のニーズ
（課題、潜在的な欲求）を把握することはもとより、最新の技術動向（技術
水準、適応範囲）、市場動向（技術の市場価値）などを把握した上で、導入す
る時期やサービス水準が、設定した行政課題の解決などに対して有効である
か否かを十分に検討することが必要である。
○ 特に、ICT の適応範囲が拡大していることから、提供しようとするサービス
水準と都民ニーズとのギャップの発生、技術やデータの重複、業務の効率化
を妨げるものを極力排除し、設定した行政課題などに対して適切であること
が必要である。
〇 さらに、ICT は情報通信ネットワークの利用が前提であることから、安全に
利活用をしていくためには、万全のセキュリティ対策を講じていくことが必
要不可欠である。
〇

○

こうしたことを踏まえ、都では、ICT 導入・利活用の推進に当たっては、
「『有
効』かつ『適切』、さらに『安全』の視点」を持って検討を行うこととする。
具体的に留意すべき点は、以下のとおりである。

≪ICT の有効かつ適切、さらに安全な利活用の推進に向けて留意すべき点≫
① 提供すべき行政サービス、または解決すべき行政課題に対して有効である
こと
（適合性、永続性、信頼性、汎用性）
② 提供すべき行政サービス、または解決すべき行政課題に対して適切である
こと
（合目的性、効率性、計画性）
③ 安全性が十分担保されていること
（安全性）

①

提供すべき行政サービス、または解決すべき行政課題に対して有効である
こと
○ ICT を導入する場合、その ICT が提供すべき行政サービスや解決すべき行
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政課題に対して「確実に効果が得られること」が必要である。
○ このことの検討・判断に当たって必要となる視点は、以下のとおりである。
a.適合性－導入しようとする ICT が、都民ニーズに基づいて設定した行政サー
ビスの提供や行政課題の解決を確実に実現すると期待されるもの
であること
・ ICT の進歩によって、多種多様なデータや技術、サービスの組み合わせ
により、個別性の高いサービスを生み出すことが可能になってきた。
・ このため、技術を導入する際には、導入する技術が、提供すべき行政サ
ービスや行政課題の解決に確実に適合するものであるか否かに関する検
討を行っていくことが必要である。
・ 既に商品化されている技術、サービスを単体として利用して行政サービ
スの提供や行政課題の解決を図っていくか、あるいは、技術、サービスを
組み合わせて新しいサービスを作り上げて行政サービスの提供や行政課
題の解決を図っていくか、目指すべき姿と具体的な効果を考慮に入れなが
ら、検討を進める必要がある。
b.永続性－導入しようとする技術が、市場のニーズに合致し、技術を構成する
機器を含め、一定の期間、安定的に市場に供給され続け、効力を持
ち続けるものであること
・ 変化の激しい ICT の分野においては、ある時期に有効だったものが短期
間のうちに陳腐化して無効となってしまうことや、他の技術に取って代わ
られることが珍しくない。
・ このため、技術を導入する際には、導入する技術が、一定期間、安定的
に提供され続け、行政サービス提供の手段として活用されていくものであ
るか否かに関する検討を行っていくことが必要である。
・ その際、市場における発展性のみならず、都民や東京で事業を展開する
民間事業者に受け入れられるか否かについても留意する必要がある。
c.信頼性－導入しようとする技術が、研究開発、実証段階を経て実装化された
もの、又は、既に実装化された技術の組み合わせによるものであり、
運用に当たって信頼がおけるものであること
・ ICT の進歩のスピードは速く、日々、開発された技術、サービスが実社
会に提供されている。
・ このため、都が、ICT を導入する場合には、将来の都民生活を視野に入
れたインフラの整備を目指すべきであり、最新技術の導入には、特に、慎
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重な検討が必要である。
d.汎用性－導入しようとする技術が、特定の対象や個別の利活用シーンのみに
限定されて提供されるものでなく、可能な限り、広範に利用される
ものであること
・ 例えば、観光振興に向けて IC カードを活用して旅行客の回遊性を高め
る事業を検討する場合、その IC カードは外国旅行者のみならず国内旅行
者が使用することも可能であり、更に、クレジット機能を活用すれば、コ
ンビニエンスストア、自動販売機、公共交通機関等での決済も可能となる。
・ このように、ある一つの技術を、様々なシーンで利活用していくことが
可能な場合があるため、ICT 導入検討の初期の段階では、技術の適応範囲
を可能な限り広く捉えていくことが重要である。
②

提供すべき行政サービス、または解決すべき行政課題に対して適切である
こと
○ ICT を導入する場合、その ICT が提供すべき行政サービスや解決すべき行
政課題に対して「適合していること」が必要である。
○ このことの検討・判断に当たって必要となる視点は、以下のとおりである。

a.合目的性－導入しようとする技術の仕様が、「ICT 導入ありき」ではなく、
都が達成しようとする政策目標と合致していること
・ ICT の最新技術は、検討する者に、あらゆることを実現してくれるかの
ような夢を抱かせることもある。
・ しかしながら、ICT の導入及び運用には一定程度の費用を要することか
ら、導入が望ましいと考えられる仕様の全てを備えることは必ずしも現実
的とはいえない場合がある。
・ このため、技術を導入する際には、都民のニーズと、行政がなすべきこ
と、他の施策との優先順位などに関する検討を十分に行っていくことが必
要である。
b.効率性－ⅰ 導入しようとする技術が、他の手段と比較して、一層効果が認
められるものであること
ⅱ 導入しようとする技術が、他の行政分野においても活用可能で
あるか
・ ICT が行政サービスの提供や行政課題の解決に資することが明らかな場
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合であっても、他の代替手段について検討を行うことが重要である。
・ 例えば、件数が少なく、手作業で行ったとしてもあまり多くの時間を要
しない事務処理についてまでシステムを導入することは、費用対効果の面
から非効率的であり、経済性を十分考慮していないといわざるを得ない。
・ 実現すべき姿に対して最も効率的な手段は何か、という視点を持って検
討を行っていくことが重要である。
・ また、例えば、Wi-Fi のポータルサイトは、観光客対象にその地域の史
跡・旧跡、特産品の紹介のほか、防災関連サイトや多言語で提供されたサ
イトへ誘導することも可能であるように、ある目的をもって導入を検討し
た ICT が、他の行政分野においても活用可能な場合もある。
・ こうした技術を、行政分野ごとに導入していくことは非効率的であるこ
とから、ICT を都庁全体で効率的に利活用していくため、技術の導入に当
たっては、他の行政分野での利活用が可能か否かの検討を行うことも重要
である。
・ なお、これは、他の行政分野での活用（共同利用）を図ることによって、
都政の高度化を目指すものであり、他の行政分野での活用が見込まれない
技術の導入を否定するものではないことに留意する。
c.計画性－導入しようとする技術の整備が、当該技術のライフサイクル等を踏
まえた計画的なものであること
・ ICT の進歩のスピードが速いことから、導入にあたっては、「いつまで
に」
「どの対象（地域）
」に対して提供を完了する（整備を終えるか）を検
討していくことが必要である。
③ 安全性が十分に担保されていること
○ ICT を導入する場合、通信ネットワークを用いることが前提となる場合が
多いことから、セキュリティに対する万全の備えをしておくことが必要不可
欠である。
○ このことの検討・判断に当たって必要となる視点は、以下のとおりである。
a.安全性－十分なセキュリティ対策が講じられており、安全で安定的に利活用
を行うことが可能なものであること
・ インターネットの普及に伴い、様々なコンピュータウイルスによる攻撃
やソフトの脆弱性を狙った攻撃が増大している。
・ このため、インターネットを活用した技術を導入する際には、個人情報
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の漏えい、システムの誤動作が発生しないよう、必要なセキュリティ対策
が取られていることが不可欠である。
・ また、事故等が発生した場合の措置等について、予め、定められている
ことが必要である。

○

ICT の利活用を検討する際には、これまで述べてきた「留意すべきポイント」
に沿って個別具体的な検討を行うことが必要である。

○

ICT の進歩は著しく、多言語翻訳、拡張現実（AR）、人工知能（AI）など、
これまで SF の世界のものと考えられてきた技術が次々と実用化されており、
ICT の可能性は大きく拡がっている。

○

しかし、ICT はその可能性が拡がっているとはいえ、行政サービスを提供す
る上で様々ある手段の一つであり、他の手段によって解決を図る方が費用面
（効率性）、安全面（安全性）などの観点から有効な場合もある。
○ そのため、ICT の利活用は、上に述べた「留意すべき点」のうちのいくつを
達成したら導入を決める、というようなものではない。
○ ICT は、ICT の利活用自体を目的とすることなく、「あるべき姿」の実現に
向けて、
「技術で解決を図るのか、人の手で解決を図るのか、あるいは、技術
と人の手を組みあわせて解決を図るのか」
「都民サービスを提供する上での基
盤として整備すべきものは何か」
「技術を利活用する場合、最も、安定的、か
つ、安全に、サービス提供を行っていくことのできる技術は何か」など、様々
な観点から検討を行い、その検討結果を総合的に勘案し、導入の適否が決定
されていくべきである。
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第 3 節 都が果たすべき役割
○ ICT の進歩は、国、民間事業者、大学・研究機関、地方自治体等の様々な機
関が参画し、それぞれに役割を果たしながら進められてきた。
○ 例えば、
「ICTインフラ」に位置付けられるスーパーコンピュータ 20の開発に
おいては、研究機関が開発主体を担い、その後、研究機関と民間事業者が共
同で、研究・開発を進めてきた（「資料 7 国、地方自治体、民間事業者、大
学・研究機関の役割分担事例」参照）。
○

一つの技術が実社会において実用化され、普及していく過程には、
「研究開
発」「実証実験」「社会実装」の 3 段階がある。
○ 技術の開発は、常に、世界水準を視野に入れて進めること、実際に利用す
る消費者の消費動向を考慮に入れながら進めることが必要であるため、国や
民間事業者、大学・研究機関が研究・開発を行い、開発された技術を民間事
業者が自由競争のもとで切磋琢磨し、製品化することを通じて、技術水準、
提供されるサービスの質の向上が図られてきた歴史がある。
○ このため、日本の技術水準の向上や消費者にとってよりよいサービス提供
を目指した ICT インフラ整備は、引き続き、国、研究機関、民間事業者主導
のもとで進められていくものと考える。
○

一方で、都は、従来から、よりよい行政サービスの提供主体として ICT の
利活用を進めてきた。
○ また、都が自ら主体的に「研究開発」を行うことはないが、よりよい行政
サービスの提供をめざし、技術の発展に寄与してきた歴史がある。
〇 例えば、中小企業の活動を支援するための技術の研究・開発への支援、外
国人旅行者の快適な滞在環境の実現に向けて多言語翻訳技術の精度を高める
ための実証実験などがこれに該当する。

〇

もとより、広く世の中に普及する製品・サービスは、民間事業者が行う研
究開発によって生み出された技術が、消費者や利用者のニーズを反映させな
がら改良を加えられ、消費者や利用者に提供された結果として普及したもの
であり、行政が枠をはめて示すようなものではない。
〇 しかしながら、今後の都市づくりの基盤となる可能性を有する技術・サー
ビスについて、都が一定の考え方を明らかにすることは、同様の取組を進め
る他自治体や他団体の参考となることが期待され、その結果として、より住

20

科学技術計算を処理することを目的とする大規模コンピュータ。
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民ニーズにかなった技術・サービスの普及へとつながることが期待できる。
〇 そこで、都は、更なる情報通信環境の向上に向け、都が整備する ICT につ
いて、標準的な仕様・仕組み・運用ルールなどを、それぞれの技術ごとに「東
京都版 ICT 導入・利活用モデル」を構築し、提示していく。

○

また、ICT がよりよい行政サービス提供の手段と一つして利活用されるため
には、その技術が都民の求める水準と合致することが必要であり、このため
には、「実証実験」の実施、その結果の「研究開発」への還元と技術の改良、
実用化、という過程を経ることが必要となる。
〇 このように、都民生活の質の向上に資する製品・サービス提供は、
「実証実
験」を通じて、実社会のニーズに沿った技術として磨き上げられていくこと
によって実現される。
○ そこで、都は、ICT サービスが都民生活の質の向上に資するようになるため、
「実証実験」の場の提供などにおいて、一定の役割を果たしていく。

○

都は、これまでも、様々な施策を展開する際に、広域自治体としての役割
を担いながら都民サービスの提供に努めている。
○ ICT に関する施策においても、多言語対応やオープンデータの推進のように、
広域的な事業展開が都民の利便性の向上に資すると考えられる場合が多数あ
るため、他の施策と同様に、他道府県、区市町村等と連携し、広域的な役割
を果たしていく。

第 4 節 推進体制
○ 都は、これまで、都の情報統括責任者である副知事を座長とした「IT・業
務改革会議」において、業務改革を踏まえた都庁全体の IT 化について、総合
的な調整を行い、全体最適化を図る取組を進めてきた。
○ ICT の適応範囲が拡大していることを踏まえ、それを有効かつ適切に利活用
していくためには、都庁各局が提供する行政サービスや各局が抱える行政課
題への ICT の利活用について、総合的な調整を行う「情報部門と業務部門の
橋渡し的役割」を果たしていく全庁横断的組織の整備が必要である。
○ そこで、従来の「IT・業務改革会議」を「都民生活・都政の高度化に向け
た ICT 利活用促進委員会」
（略称「ICT 利活用促進委員会」）へ改組し、業務改
善と、より質の高い行政サービスの提供や行政課題の解決を目指した、全庁

47
47

横断的な推進体制と位置付ける。
○

この会議では、複数局にまたがって利活用がなされている ICT について、
個別に、都における標準仕様・仕組み・運用ルールなどを定めた「ICT 導入・
利活用モデル」の構築、ICT の社会実装に向けた「整備計画」の検討、ICT に
関連する取組の進行管理、技術動向についての情報交換などを行っていくこ
ととする。
○ また、それぞれの技術ごとに、目指すべき姿、技術動向、社会実装に向け
た課題の整理と解決策の検討、導入・利活用モデルと整備スケジュールの検
討などを行うため、「ICT 利活用促進委員会」の下に、所管部署の担当者を構
成員とした検討部会を設置し、取組を進めることとする。
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第3章

「東京都版 ICT 導入・利活用モデル」の構築

○

ICT の進歩に伴い、一つの技術・機器が、ある特定の行政分野での利活用に
とどまらず、他の行政分野にも応用していくことが可能となってきた。
○ しかしながら、ソフトウェアが中核となっている技術のように、目で見る
ことができず、要素技術そのものがサービスとして提供されているような技
術は、利用者から見て技術を捉えにくく、現に利用しているサービスがどの
ような技術から構成されているのかが分かりにくいことが多い。
○ そのため、施策を立案する者は、直面する行政課題から実現すべき姿を思
い描くことはできても、その解決の手段として ICT を想起することが難しい
場合がある。
○ そこで、課題解決に向けて、ICT を、有効かつ適切、さらに安全に利活用し
ていくため、ICT 導入・利活用に関する検討プロセスを汎用的なモデルとして
示したうえで、実装を着実に進めるため、それぞれの技術ごとに、標準的な
仕様・仕組み・運用ルールなどを定めた「東京都版 ICT 導入・利活用モデル」
を構築する。

第1節

ICT 利活用に関する検討プロセス

第 1 項 ICT 導入・利活用に関する検討プロセス
○ ICT の進歩は著しく、いつ、どのような形で行政課題の解決に資することが
期待されるサービスが生まれてくるか分からない一方で、進歩が著しいため
に、商品化されたサービスが次のサービスに入れ替わるまでの期間が短くな
ってきている。
○ このため、ICT の導入・利活用を考える者は、常に、ICT の最新技術動向の
把握と応用可能性の模索・検討を行っていくことが必要である。
○

そこで、都において、ICT を速やかに具体的な施策に応用していくことを目
指し、予め、ICT 導入・利活用に関する検討プロセスを定める。
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≪「ICT 導入・利活用モデル」≫
① 現状の把握（住民ニーズ、ICT 技術動向）
② 目指すべき姿
③ 課題の抽出
④ 実現に向けた方策（解決策）の検討（ICT 導入・利活用の是非の検討）
（※ ICT 以外の手段を選択した場合には、④以下はなし。）
⑤ 他の行政分野への展開可能性の検討
⑥ 仕様の検討
⑦ 導入スケジュールの検討
⑧ 導入
⑨ 評価

第 2 項 実証実験実施に関する検討プロセス
○ 技術は、
「研究開発」にとどまることなく、実用化されてこそ意義があるが、
その技術が「実用に耐えうるものか」
「社会的に受容されるものか」といった
点は、「研究開発」のみで全てを明らかにすることはできず、これらは、「実
証実験」を行うことによって明らかになっていく。
○ また、
「実証実験」を通して得られた知見が「研究開発」に還元されること
によって、更なる技術の向上が期待される。
○

都が「実証実験」に参加する場合、自ら実証実験を企画して実施する場合、
イベント等の場所の提供を通じて実証実験に参加する場合、規制の緩和など
を通じて実証実験に参加する場合など、様々なケースが考えられる。
○ しかしながら、実証実験に参加することによって、都の将来の調達仕様に
影響を及ぼすことや、結果として一つの事業者に有利に働いてしまう可能性
生じてしまう場合があるため、以下の点に留意する必要がある。
・ 実証実験を通じて検証すべき事項の妥当性
信頼性）安定的に稼働するものか
汎用性）技術の適応範囲はどれくらいか
安全性）十分なセキュリティ対策はとられているか
・ 行政課題への適合性、税金の投入に対する妥当性
適合性）行政課題の解決に資するものか
永続性）市場で受け入れられるか
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○

こうしたことに配慮しつつ、実証実験の場の提供を円滑なものとしていく
ため、予め、実証実験の実施に関するプロセスを定める。

≪「実証実験実施モデル」≫
1.他団体と共同して実証実験を実施する場合
① 課題の整理と解決策（実現すべき姿）の検討
② 実証実験の内容の検討
③ 実証実験の実施
－１ 実施
－２ 結果とりまとめ
－３ 主催団体への報告（参画団体からの報告）
－４ 検証
④ 施策への反映
2.自らが実証実験を実施する場合
① 課題の整理と解決策（実現すべき姿）の検討
② ICT の技術動向の把握
③ 実証実験で検証すべき事項の整理
④ 実証実験の実施
－１ 参加団体募集要項の作成
－２ 参加団体募集
－３ 審査・選定
－４ 実施
－５ 検証
⑤ 実証結果の公表
⑥ 施策への反映
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第2節

「東京都版 ICT 導入・利活用モデル」の構築

○

現在、導入を進めている、あるいは、進めようとしている ICT について、
それぞれの技術ごとに、標準的な仕様・仕組み・運用ルールなどを定めた「東
京都版 ICT 導入・利活用モデル」を構築し、具体的な取組を進めていく。

〇

以下に述べる 4 つの事例（「デジタルサイネージ」「無料 Wi-Fi」「オープン
データ」「多言語音声翻訳システム」）は、その普及状況から都民の生活の一
部に溶け込みつつあるといえるスマートフォンやタブレット端末との連携や
それらの活用を前提として、都民が、「いつでも」「どこでも」「必要な情報」
「必要なサービス」を受け取ることが可能になる仕組みの構築を目指すもの
である。
〇 こうした都市づくりの基盤の一部として広く利活用されることが期待され
る技術・サービスについて、先行して東京都版の「モデル」を定めてこれに
基づいた整備を進めることを通じて、東京の情報通信環境の更なる向上を図
り、都民生活の質の向上を目指していくこととする。
○

今後、都では、本とりまとめで提示した「東京都版 ICT 導入・利活用モデ
ル」に基づき、実装に向けたアクションプランである「整備計画」を策定・
実施することにより、これらについて着実な整備を進めていく。

○

また、今後、導入を進める新たな技術について、複数部局における導入が
想定され、東京都版共通仕様を定めることが望ましい ICT システム・ICT サー
ビスについては、テーマごとに技術的な検討を行い、
「東京都版 ICT 導入・利
活用モデル」を構築することにより、都庁全体で整合のとれた取組を進めて
いく。

52
52

【事例 1】デジタルサイネージのコンテンツ共通配信
1.デジタルサイネージとは
○ デジタルサイネージとは、公共空間等に設置したディスプレイなどの表示
機器を用いて、広告、行政情報などを表示する電子看板のこと。ショッピン
グモールや飲食店などの商業施設、空港や駅構内、美術館、公園などの公共
施設、電車やバスなどの交通輸送設備、などにおいて、案内、行政情報の発
信、広告表示などに利活用されている。
○ デジタルサイネージは、
「リアルタイムな情報発信」
「双方向型の情報提供」
「離れた場所への一斉配信」が可能な媒体であり、平時には、広告や案内表
示、コミュニケーションツールとして活用されるほか、災害時には、震災情
報、避難場所情報、列車運行情報などの提供に活用されるなど、様々な場面
での活用がなされている。
○ このように、現在では、デジタルサイネージは、
「電子看板」という言葉か
らイメージされる「大画面の広告」といった用途にとどまらず、緊急・防災・
防犯情報や気象情報、交通情報、各種イベント情報の提供など、公共空間等
において都民が入手したいと思う情報を提供する端末として、重要な役割を
果たしている。

（都庁第一本庁舎 2 階エントランス（案内コーナー横））
2.現状
○ 現在、都では、都庁舎、美術館・博物館、競技施設、駅前広場、歩行空間、
電車などにおいて、各部局がそれぞれに、デジタルサイネージを設置し、運
用を行っている。
○ デジタルサイネージに放映する情報（配信情報）は、画像、動画などのコ
ンテンツ（放映素材）の作成、提供を行う「コンテンツ提供者」から、デジ
タルサイネージを設置・管理する「設置・管理者」、配信サーバーやデジタル
サイネージ端末を運用している「運用者」へと受け渡しが行われた後に、デ
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ジタルサイネージ端末で放映される。
○ 都が設置・管理しているデジタルサイネージは、各部局がそれぞれに設定
した事業目的に沿って設置を行っており、仕様やベンダー（デジタルサイネ
ージ運用受託者）が異なっている場合も多い。
○ 例えば、公営企業が設置しているデジタルサイネージでは、顧客の利便性
向上、広告による収益確保を目指して設置を行っており、知事部局が設置す
るそれとは設置の目的や対象者が異なっている。
○

また、デジタルサイネージを設置していない部局が、各種イベントや行政
情報の告知など、都の事業に関する情報についてデジタルサイネージでの放
映（配信）を希望する場合には、設置・管理者と個別に、放映の可否、コン
テンツの受け渡しなどの調整を行っている。

3.課題
○ 都の各部局が、災害情報、競技結果などの情報を、都が設置するデジタル
サイネージに配信したいと考えた場合であっても、データ送受信及びデータ
変換の仕組みが、各部局、ベンダーごとに異なっていることから、同一情報
を配信する場合には、各部局、ベンダーと、個別に、配信に向けた調整、コ
ンテンツ（放映素材）データの加工、受け渡しを行う必要がある。
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4.目指すべき姿（アウトプットイメージ）
○ 災害情報（非常時の情報提供：被災状況、避難所開設情報、交通情報、列
車運行情報など）、都の事業に関する情報（通常時の情報提供：各種イベント
情報、選挙、行政情報の告知など）などを、都が設置するデジタルサイネー
ジに、一斉に配信するため、配信情報の管理の一元化に向けた仕組みを構築
する。
○ このとき、
「平常時」あるいは「災害時」など、用途を限定してデジタルサ
イネージを整備するのではなく、都が設置・運用するデジタルサイネージに
ついて、一斉配信を可能とする「標準仕様」を作成し、これに沿ったデジタ
ルサイネージの整備を促進する。
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○ 標準仕様の採用によって実現するサービスは、下のとおりである。
・ 多種多様なコンテンツの中から、デジタルサイネージ設置・管理者の判断
に基づき、設置目的・設置場所に応じた最適なものが取得・選択され、放映
される環境を整備し、デジタルサイネージが情報の提供に利活用されている。
・ 都の提供するコンテンツが、異なるベンダーが保有するそれぞれの配信サ
ーバーに配信され、それに紐づけられたデジタルサイネージ端末で放映され
ている。
・ 都の提供するコンテンツが、デジタルサイネージ設置・管理者（各部局担
当者）に直接受け渡され、それが、各部局が設置するデジタルサイネージ端
末で放映されている。
・ 都が、一度、コンテンツを作成、登録すれば、部局、ベンダーの違いにか
かわらず、すべてのデジタルサイネージ端末へ配信、放映することが可能と
なる。
5.実現に向けた方策
○ 都が設置するデジタルサイネージに、コンテンツの一斉配信を可能にする
ため、コンテンツの登録、保管、各デジタルサイネージ端末に一斉配信する
仕組み（「一斉配信の仕組み」）を検討する。
○ 一斉配信の仕組みの構築に当たっての検討項目は、以下の通りである。
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(1) 一斉配信を可能とするデジタルサイネージの仕様（下図
）の作成
(2) 庁内運用ルール①「コンテンツ属性情報のルール化」
（下図
）の策定
(3) 庁内運用ルール②「コンテンツの配信・取得のルール化」
（下図
）の
策定
○ なお、仕様の作成、庁内運用ルールの策定に当たっては、一斉配信の仕組
みとデジタルサイネージ端末の相互接続性の事前検証を行う。

(1)

一斉配信を可能とするデジタルサイネージの仕様「東京都版共通仕様」
（以
下、「共通仕様」という。）
○ 一斉配信を可能にするため、都が提供するコンテンツの受信及び放映を行
う場合のデジタルサイネージ端末の仕様（上図
）を「共通仕様」として
整理する。
○ 「共通仕様」作成に当たっての基本的な考え方は、以下のとおりである。
・ 新規に設置するデジタルサイネージ端末に関しては、「共通仕様」に沿
った調達を実施することを基本とする。
・ 既存のデジタルサイネージ端末に関しては、「共通仕様」に適合し、一
斉配信に対応するために追加のシステム改修を行うことを基本とする。
・ また、既存のデジタルサイネージ端末に関して、一斉配信に対応できる
ように、運用ルールを策定していく。
・ 総務省の「ICT懇談会」で検討している「デジタルサイネージシステム
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国内標準仕様 21」との整合を図る。
○ 一斉配信の仕組みに関する要件、仕様の検討項目（案）は以下のとおりで
ある。これらを検討、整理、定義づけることにより、都が保有するデジタル
サイネージへの一斉配信を可能とする仕組みを実現する。
・ 共通コンテンツの取得・登録
・ コンテンツ提供者（各部局担当者）による情報（コンテンツ）登録
・ システムの自動連携による情報（コンテンツ）の取得・登録
・ 登録コンテンツの事前確認・修正・取り消し
・ デジタルサイネージへの一斉配信・同報（Push 型での提供）
・ 個々のデジタルサイネージ端末への配信
・ ベンダーの配信システムとの連携
・ 提供側での配信先の指定
・ 受信側での情報（コンテンツ）の選択、選別
・ 情報（コンテンツ）要求への対応（Pull 型での提供）
・ 設置・管理者（各部局担当者）による情報（コンテンツ）収集
・ システム・端末の自動情報（コンテンツ）収集
・ 要求側での情報（コンテンツ）の指定
・ デジタルサイネージの制御
・ 通常時 / 非常時の切替
・ 割り込み
・ 画面レイアウトの変更
・ セキュリティ / 安全対策 / 信頼性
・ アクセスできるユーザー、端末の制限
・ インシデント発生時の影響極小化、災害対策、配信不能時の運用
など
(2) 庁内運用ルール①「コンテンツ属性情報のルール化」
○ コンテンツ提供者からのデータ配信、デジタルサイネージ設置・管理者か
らのデータ取得を可能とするため、「コンテンツ属性情報」に関する庁内運
用ルールを策定する。
○ 検討項目（案）は、以下の通りである。
・ 「都の（公式）共通コンテンツ」の認定・判定
・ 情報（コンテンツ）の内容、発信者（組織）

21

「ICT 懇談会」
（総務省）では、平成 32（2020）年に向けたデジタルサイネージが実装す
るべき機能として、災害情報等の一斉配信、個人属性に応じた情報提供、多言語による情
報提供機能等を挙げ、デジタルサイネージがこうした機能を具備することにより、日本中
どこにいて同じような環境が実現することを目指し、標準仕様の検討を実施している。
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・ 情報（コンテンツ）の種別、区分
など
(3) 庁内運用ルール②「コンテンツの配信・取得のルール化」
○ 都が提供するコンテンツを、デジタルサイネージの設置目的・設置場所に
応じて、適時適切に放映するため、「コンテンツの配信・取得」に関する庁
内運用ルールを策定する。
○ 検討項目（案）は、以下の通りである。
・ 情報（コンテンツ）の配信（Push）/ 取得（Pull）
・ 情報（コンテンツ）配信の諾否
・ 情報（コンテンツ）の公開範囲設定
・ 情報（コンテンツ）の標準フォーマット、提供フォーマット
・ デジタルサイネージの制御
・ 制御の諾否、許可条件、拒否手順
など
≪一斉配信の仕組みに対応するための仕様（東京都版共通仕様）案≫
【都の作成、登録するコンテンツを取得する機能】
・ ネットワーク経由で、コンテンツの登録先（xxx.xxx.xxx.xxx）にアクセ
スできること。
・ コンテンツの登録先へ、自動的にアクセスすること。アクセスの時間間隔
を 3 分以上 120 分以下の分単位の値で任意に設定できること。
・ コンテンツとともに、それに対応する属性情報（コンテンツの分類、公開
期間等に関する情報）を受信できること。
・ HTTP（HTTPS）の通信プロトコルで、コンテンツや属性情報を受信できる
こと。
【都の作成、登録するコンテンツの割り込み配信に対応する機能】
・ 起動時に、ネットワーク経由で、コンテンツの登録先（xxx.xxx.xxx.xxx）
に WebSocket のプロトコルで自動的に接続すること。
・ WebSocket のプロトコルで接続したセッションの状況を監視し、切断を検
知した場合にはエラーを出力するとともに、自動的に復旧すること。
・ 緊急時等に、コンテンツの登録先から配信されるコンテンツを、それに対
応する属性情報とともに自動的に受信すること。
【都の作成したコンテンツを表示する機能】
・ 都の作成したコンテンツを、各サイネージ端末上に表示できること。
Ａ．都の作成するコンテンツの仕様は以下のとおり。
・ ファイル形式：
[ブラウザコンテンツ]HTML5
[動画]MPEG、WindowsMedia ファイル
[静止画]JPEG
[テキスト]XML
・ ファイルサイズ：50MB 以下
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Ｂ．指定された期間のみコンテンツを表示できること。
・ コンテンツの属性情報で指定された公開開始希望日時、公開終了日時
に従ってコンテンツを表示することができる。
・ コンテンツの属性情報によって指定された公開開始希望日時、公開終
了日時を変更することができる。
Ｃ．コンテンツの分類、緊急度などの属性情報に応じて、表示するコンテン
ツを自動的に選別できること。
Ｄ．非常時には、平常時と異なるコンテンツを、異なる方法で表示できるこ
と。
・ 非常時において表示するコンテンツ、表示方法等を、非常時の運用と
して定義することができる。
・ 以下の２通りの方法で、平常時の運用から非常時の運用への切替、及
び、非常時の運用から平常時の運用への復帰を行うことができる。
ａ．ネットワーク経由でのメッセージの受信
ｂ．サイネージ端末の手動操作
【ネットワークの切断時にもコンテンツを表示する機能】
・ ネットワークが切断されてコンテンツが受信できないときに、すでに受信、
蓄積したコンテンツを表示できること。
・ ネットワークが切断されてコンテンツが受信できず、かつ、非常時の運用
に切り替わった場合に表示させるコンテンツを、事前に登録できること。
※

今後詳細検討及び設計を行い、実際の共通仕様を確定していく。（コンテ
ンツの登録先の IP アドレス（xxx.xxx.xxx.xxx）を含む）

6.

スケジュール案
H28 年度

一斉配信の仕組み
の構築

H29 年度

東京都版共通仕様・
運用ルールの策定

H30 年度以降

仕組みの
構築

▲相互接続検証

運用開始

デジタルサイネー
ジ端末側の対応

対応検討・実施
都のサイネージ以外
への展開

対象の拡大

※ 平成 29（2017）年度以降については、現時点の予定。
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【事例 2】Wi-Fi 認証手続きの簡素化
1.Wi-Fi とは
○ Wi-Fi とは、LAN ケーブルを使用せず、インターネットへの接続が可能な無
線規格の一つであり、「Wi-Fi アライアンス」（米国の業界団体）により無線
LAN による相互接続が認められた製品間であれば異なるメーカーでも相互接
続が可能となる。

出典：2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇談会 幹事会（第 2 回）配付資料（平成 27（2015）
年 2 月 5 日）

○ 無料 Wi-Fi スポットは、サービス提供者によって利用登録手続きが異なっ
ているため、無料 Wi-Fi に接続したいと思う者（利用希望者）は、サービス
提供者ごと、エリアごとに、利用登録手続きを行う必要がある。
〇 サービス提供者は、Wi-Fi アクセスポイントを利用して不正行為を行った者
の特定やこうした行為を抑止することなどを目的に、利用者認証を実施して
いる。
○ このため、利用希望者は、サービス提供者、エリアが異なると、その都度、
利用登録手続きを行わなければならず、利用開始に当たっての負担となって
いる。
〇

この負担を軽減する仕組みとして、Wi-Fi 認証連携がある。
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○

Wi-Fi 認証連携とは、サービス提供者（通信事業者）の垣根を越えて、一度
の登録で様々な無料 Wi-Fi スポットの利用を可能にする仕組みをいい、これ
が実現することにより、利用希望者は認証連携で紐づけられた無料 Wi-Fi ス
ポットについて複数回の利用登録手続きが不要となり、利用者の負担軽減と
利便性の向上が図られる。

出典：2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇談会幹事会（第 4 回）
（平成 27（2015）年 4 月 24
日）

2.現状
○ 日本政府観光局（JNTO)によれば、平成 27(2015)年 1 月から同年 10 月まで
の訪日外国人旅行者（累計）は、1,600 万人を超え、前年同月累計と比較して
48.2％の伸びを示しており、
「2020 年に 2,000 万人」という目標の前倒しでの
達成も見込まれている。
○

このため、政府では、訪日外国人旅行者が快適・円滑に滞在・周遊を楽し
むための環境整備に向けた取組を進めており、総務省及び観光庁では、公共
交通、宿泊・飲食・商業施設、自治体、通信事業者等を構成員とした「無料
公衆無線 LAN 整備促進協議会」を設置（平成 26（2014）年 8 月 29 日）し、無
料 Wi-Fi 環境の更なる整備促進、利用できる場所の周知・広報、利用手続き
の簡素化等の検討を行っている。
〇 平成 28（2016）年 2 月には、この取組の一環として、通信事業者の垣根を
超えての接続を可能にするための共通の技術仕様の策定 22 や社会合意の形成
を目指した実証実験が開始されるなど、利用者が一度の利用登録手続きで利
用が可能となる仕組みの構築を目指す取組が進められている。

22

本実証実験では、認証サーバーと Wi-Fi 接続アプリケーション間のやりとりの手順や形
式を規定した Web API 方式に基づく技術仕様の策定にむけた実地検証を行うこととしてい
る。
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○

都においても、訪都外国人旅行者の無料 Wi-Fi 利用環境に対する満足度（「満
足」
「ほぼ満足」の回答割合）が 76.7％（「都内における外国人旅行者の Wi-Fi
等通信サービス利用状況調査」（平成 26（2014）年 8 月 東京都））となって
おり、国と同様に、東京を訪れる外国人旅行者の利便性の向上に向けた、無
料 Wi-Fi 接続環境の整備を促進していく必要がある。

○

現在、都では、「FREE Wi-Fi ＆ TOKYO」（SSID：FREE_Wi-Fi_and_TOKYO）、
都営地下鉄駅構内の無料 Wi-Fi（SSID:Toei_Subway_Free_Wi-Fi）、都営バスの
無 料 Wi-Fi （ SSID:Toei_Bus_Free_Wi-Fi ）、「 東 京 お 台 場 FreeWi-Fi 」
（SSID:FreeWiFi_ODAIBA）など、都が事業主体として設置するもの、民間事
業者が事業主体として設置しているもの、補助事業として民間事業者の設置
を促すもの、などを通じて、Wi-Fi 環境の整備を進めている。
〇 平成 27（2015）年 12 月に、都立施設において共通の手続きで利用できる無
料 Wi-Fi サービス「FREE Wi-Fi & TOKYO」を開始したが、これは、都庁の複
数の事業主体（部局）での提供を視野に入れて開始した無料 Wi-Fi サービス
であり、この結果、異なる事業主体（部局）であっても「FREE Wi-Fi & TOKYO」
の SSID を利用することが可能となり、都が設置する無料 Wi-Fi の利用登録手
続きの共通化が図られることとなった。
○ また、既にサービスを提供している都営地下鉄、都営バス等と連携するこ
とで、一度の利用登録手続きで、それぞれのサービスの利用が可能となり、
更なる利便性の向上を図っている。
○ しかしながら、既にサービスを提供している事業主体（部局）の一部には、
サービス提供者（通信事業者）が異なることなどの理由から「FREE Wi-Fi &
TOKYO」とは異なる認証方式となっているものもある。
○ このため、外国人旅行者等が、事業主体（部局）が異なる一部の無料 Wi-Fi
に接続する場合には、別途、利用手続きを行うことが必要となっている。

資料：「無料公衆無線 LAN 整備促進協議会 第 2 回幹事会」（平成 27（2015）年 2 月 16 日開催）席上
配付資料
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3.課題
○ 全国的にみて、無料公衆無線 LAN が空港、駅、コンビニエンスストア等で
整備されつつあるが、利用に際しては、サービス提供者が異なるエリアごと
に、新規に利用登録手続きを行う必要があることが、外国人旅行者等の負担
となっている。
○

都においても、事業主体（部局）がそれぞれ提供しているサービスの認証
方式を共通化する取組を進めているところであるが、一部のサービスでは共
通化がなされていない。

4.目指すべき姿（アウトプットイメージ）
○ 外国人旅行者等が、サービス提供者が異なるエリアごとに、無料 Wi-Fi の
利用開始手続きを行わなければならないという負担を軽減するため、認証連
携による手続きの更なる簡素化を実現する。
・

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、今後、
東京を訪れる外国人旅行者の数は、ますます増加していくことが予想される。
・ 現在、国では、外国人が一人歩きできる環境の整備に向けて、無料 Wi-Fi
の整備促進、周知・広報、利用手続きの簡素化に係る取組を推進している。
・ 無料 Wi-Fi サービスは、外国人旅行者にとって主要な情報の収集・発信手
段の一つとなっていることから、都においても、国の取組と整合を図りなが
ら、無料 Wi-Fi の認証連携による手続きの更なる簡素化の実現を目指す。

5.実現に向けた方策
○ 国の「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」においては、
「一度の登録で複数のシステムにサインインできるアプリケーションの活用
促進を含め、外国人旅行者により使いやすくするための認証手続の簡素化」
を掲げ、アプリケーションによる連携を通じた、外国人旅行者向け通信環境
の改善を目指すこととしている。
○

無料 Wi-Fi の認証手続き簡素化・一元化に向けた技術的方策としては、(1)
無料 Wi-Fi スポットの検索・接続を容易にする「アプリケーションによる連
携」のほか、(2)Wi-Fi の認証確認をシステム側で行うことを可能にする「サ
ーバーによる連携」とがあることから、それぞれの方策について整理する。
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(1) アプリケーションによる連携
○ エリアごとの認証手続きを不要とする方策として、アプリケーションによ
る連携がある。
○ これは、利用者が、自治体や民間事業者が独自に展開している無料 Wi-Fi
サービスを共通利用できるアプリケーションを、スマートフォン、タブレッ
ト端末などにダウンロードすることによって、無料 Wi-Fi スポットの検索・
接続を可能にするものであり、利用者は、アプリケーションの利用登録手続
きを行うのみで、参画する無料 Wi-Fi の利用が可能となり、これまでエリア
ごとに必要であった利用登録が不要となる。
協力事業者（例）
（Japan Connected-free Wi-Fiアプリから接続
可能なWi-Fiアクセスポイント設置事業者）

【使い方】
① 利用登録は１回
・ メールアドレス、名前、性別、年代を登録
② フリーWi-Fiを探す
・ 現在地を中心に、お近くのWi-Fiスポットが表示
・ 主要な都市や駅の周辺からWi-Fiスポットを探すことも可能
※ ネットワーク環境が必要
③ フリーWi-Fiに接続
・ エリアに着いたらアプリを起動し、「Connect」ボタンをワンタップするだけ
でWi-Fiに接続可能

出典：http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html

○

この方策を採用する場合、「事業主体の認証方式」と「アプリケーション
の利用登録の際に必要となる認証方式」とが異なっていた場合、原則として、
「アプリケーションの利用登録の際に必要となる認証方式」と一致させる必
要があるほか、通信事業者が異なる場合には、アプリケーションによる連携
の仕組みの利用に当たって経費が必要となることもある。

○ 異なる提供アプリケーションを通じても認証が可能となる仕組みの構築
を目指すのが、総務省が取組方針として掲げている「Web API 方式」である。
○ Web API 方式とは、認証サーバーと Wi-Fi 接続アプリケーション間のやり
とりの手順、形式を規定した方式のことをいい、エリアオーナー側には、
既設のアクセスポイントをそのまま利用できる、新規の設備投資が必要に
ならないなどの利点があり、利用者側には 1 つのアプリケーションをダウ
ンロードしただけで利用できる、共通仕様の方式を採用しているエリアに
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おいては、事業者間の枠を超えたシームレスな接続環境を享受できる、と
いった利点がある。
○ なお、Web API 方式の普及に向けては、①Wi-Fi 接続アプリケーションに
Web API（共通仕様）の実装、②Web API を実装したアプリケーションから
の接続要求に対応するためのソフトウェアの改修が前提となる。
(2) サーバーによる連携
○ サービス提供者（通信事業者）ごとの認証手続きを不要とする方策として、
サーバーによる連携がある。
○ これは、複数の Wi-Fi アクセスポイントをつなぐサーバーを構築し、一体
的な運用を可能にするものであり、利用者は、そのサーバーにつながる全て
の無料 Wi-Fi が利用可能となり、一回の利用登録のみで、これまでサービス
提供者（通信事業者）ごとに必要だった利用登録が不要となる。

○

ただし、この方策を採用する場合、連携のために独自システムの構築が必
要となる。
○ また、独自システムの構築はシステム構築と運用のための経費が必要とな
るほか、事業主体が独自にシステムを構築した場合には、契約締結を行う通
信事業者等の固定化を助長し、将来の調達発注時の競争性・公平性を損なう
可能性があることから、慎重な検討を行う必要がある。
(3) 今後の対応
○ Wi-Fi 認証連携の方法には、(1)アプリケーションによる連携と(2)サーバ
ーによる連携とがあるが、都独自で認証方式を統一していくに当たっては、
サービス水準の変更、追加費用の発生、独自システムの構築、などの面から
それぞれに課題がある。
○

公共空間に設置された無料 Wi-Fi 環境は、複数の自治体や民間事業者など
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によって整備が進められていることから、Wi-Fi 接続環境の向上や利用者の利
便性向上に向けた取組は、設置主体が数多く参画した場で検討され、方向性
が示されていくことが望ましい。
○ このため、現在、国では、民間事業者が幅広く参画している「無料公衆無
線 LAN 整備促進協議会」を通じて様々な取組を推進しており、都も、本協議
会に参画し、都立施設及び歩行空間における無料 Wi-Fi の整備や民間宿泊施
設への設置費用の補助を行うことにより整備の促進を図っている。
○

外国人旅行者は、入国から出国までの間に、複数の都道府県をまたいで行
動をすることが予想される。
○ このため、現在、国において、外国人旅行者の Wi-Fi 利用環境の負担軽減
に向けた取組が進められており、都も、国や他団体と連携し、課題の解決に
向け、取組を進めていく。
6.スケジュール（無料公衆無線 LAN 環境の整備促進）

出典：2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇談会（第 4 回）
（平成 27（2015）年 12 月 16 日）
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【事例 3】オープンデータの推進
1.オープンデータとは
○ オープンデータとは、機械判読に適した形で、二次利用可能なルールのも
とで公開されるデータのことである。
○ 公共データのオープン化の取組の推進とは、公共データを利用しやすい形
で公開する、
「公共データの価値の高度化」を通じて、従来は、都庁内のみで
利活用していた公共データを、官民それぞれの立場から、住民生活の利便性
の向上を目指して利活用していく取組である。
○ この取組は、①民間による迅速なアプリケーションの開発等による都民サ
ービスの向上・地域課題の解決、②新産業の創出、地域経済の活性化、のほ
か、③行政の透明性・信頼性の向上及び効率化といった効果が期待されてい
る。
2.現状
〇 平成 28（2016）年 3 月現在、都におけるオープンデータのファイル件数は
約 2,000 件であり、ファイルの形式は pdf が多い。公開情報のオープンデー
タ化は十分ではなく、機械判読に適した形式のデータも少ない。
○ 現在試行しているオープンデータの公開環境では、どのようなデータがあ
るか、新着情報は何かなどを分りやすく表示することや、アプリケーション
開発などに活用したいデータを容易に探しだすことができない。
3.課題
○ 都が保有するデータの中で、オープンデータとして公開するデータの量を
拡充し、都民ニーズに応えるアプリケーション開発につながるような、機械
判読に適した形式や項目に向けてデータを標準化する必要がある。
（データの
整備）
○ 実際のアプリケーション開発につながるようなデータ利活用が図りやすい
データ公開基盤を整備する必要がある。（公開基盤の整備）
4.目指すべき姿（アウトプットイメージ）
(1) データの整備
○ アプリケーション開発に利用したいデータが、機械判読に適した形式でオ
ープン化され、標準的なデータ形式と項目で継続的に提供される運用が確立
されている。
(2)

公開基盤の整備
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○

オープンデータ利用を希望する事業者等が、必要なデータを簡易かつ迅速
に検索できる公開基盤が整備されている。

(3) データの活用
○ 整備されたオープンデータを基にしてアプリケーションの開発、新サービ
スの提供が行われることで、従来の行政の枠組みを超えた、都民生活の向上
や地域課題の解決につなげていく。
＜オープンデータ等を組み合せたサービス提供イメージ＞

5.実現に向けた方策
○ 平成 28（2016）年度の本格実施に向け、以下の取組を進めていく。
(1) データの整備
① オープンデータの充実
○ 都ホームページなどの公開情報については、二次利用可能な「オープン
データとして公開すること」を優先する。また、啓発活動や研修を実施し、
行政の透明性・信頼性の向上につながる「量」の拡大を進める。
② データ標準仕様の整理
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〇

機械判読に適したデータの形式や項目にするため、ファイル形式、デー
タ項目、情報の表記方法や意味などについて、標準仕様への統一を図る。
＜標準仕様の例＞

・表形式データ

…

一つのファイルには、一つのテーブルのみを含める

(例）１ファイルに３テーブルを
含む場合（右イメージ）は、
１ファイルに１テーブルと
なるように整備する。

・位置情報データ
（例）

…

住所に加え、緯度経度座標を付与する
住所
緯度

東京都新宿区西新宿 2-10-1

35.6881427

経度
139.690673

（世界測地系）
・ファイル形式

… 表形式データは当面、csv 形式やこれに準じる
Excel 形式とする

総務省資料

http://5stardata.info/

・データ項目

… 意味の不一致などによる誤解の可能性がないように
設定する
例 ｢水｣→避難所の飲料水､病院の蒸留水､消防の消火
用水 等

③ データ標準化対象の選定
○ 機械判読に適したデータ形式と、人が見やすいデータ形式は相違するこ
とが多く、オープンデータ用ファイルを別途作成する必要があるため、オ
ープンデータを利用したアプリケーション開発事例などを踏まえ、整備対
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象分野・データを選定する。
人が見やすいデータ形式イメージ
(セル結合あり)

機械判読に適したデータ形式イメージ
（セル結合なし）

(2) データの公開基盤整備と利活用
① カタログサイトの構築
オープンデータ利活用を促進するため、利用を希望する事業者等が簡易に
データアクセスできる仕組み（カタログサイトなどの基盤）の整備を進める。
＜サイト機能の例＞
・ データの一覧表示
・ キーワード等による
検索
・ 利活用に向けた情報
提供 等

○

基盤整備とあわせ、データ選定時のチェックリスト、公開ファイル名や
データリンクの設定手順と役割分担、データの鮮度維持のための更新フロ
ーなど、オープンデータを継続的に運用するためのルールと体制を確立し
ていく。
○ オープンデータとして公開することに法的な制限等のあるものについ
ては、国における整理（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室等）を参
考に公開ルールを検討する。
② オープンデータの取組の拡大
○ オープンデータを利活用したアプリケーションやサービスのさらなる
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充実に向けて、複数地域を含めたデータの公開対象や連携のあり方につい
て区市町村と協議し、運用ルールを確立していく。
＜連携方法の例＞
・ 各団体で独自のデータ公開基盤を用意せず、都のカタログサイトを共同
利用し、そこにオープンデータを掲載する。

・ 各自治体のデータ公開基盤に掲載されたオープンデータについて、都の
カタログサイトにリンクさせる。

(3) 今後の検討事項
〇 都民や利用者への周知と利活用促進策の実施（コンテストなど）によるニ
ーズのさらなる掘り起こし。
〇 区市町村連携の対象データ分野の選定、データ連携方式の具体化。
6.

スケジュール案
平成 28 年度

オープンデータ拡充

平成 29 年度

量の充実と質の向上

データ公開基盤整備

カタログサイトの構築・運用

利活用促進イベント

アプリケーション開発コンテスト等
▲ …

データ連携

連携の在
り方検討

データ連携の実施

※ 平成 29（2017）年度以降については、現時点の予定。
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平成 30 年度

【事例 4】多言語音声翻訳システムの機能向上
＜概要＞
〇 多言語翻訳システムの機能向上は、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の大会開催時及び開催後において、外国人旅行者の円滑な移動や
快適な滞在に資する都市環境の向上を目指して行われている「多言語対応」
の一つとして位置づけられており、官民挙げた取組が進められている。
〇

総務省では、世界の「言語の壁」をなくしグローバルで自由な交流を実現
する「グローバルコミュニケーション計画」を推進するため、国立研究開発
法人情報通信研究機構（以下、「NICT」という。）が開発した多言語音声翻訳
技術の精度を高めるとともに、各種の社会実証等を実施する、としており、
これにより、ICT を活用したイノベーションを加速し、2020 年に開催される
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の際には、本多言語音声翻
訳システムを活用して「言葉の壁」がない社会をショーケースとして世界に
発信する、としている。
〇 平成 27（2015）年 12 月現在、日英中韓のほか、タイ語、インドネシア語、
ミャンマー語を含め計 10 か国語について、旅行会話の翻訳能力の向上が進め
られている（対応言語は、アジア、ヨーロッパの 29 言語（方言を含めて 31
言語）
）。
〇

都では、多言語音声翻訳技術の精度向上のため、平成 27（2015）年 2 月及
び平成 28（2016）年 2 月に開催した「東京マラソン」や平成 27（2015）年 5
月に開催した「東京国際ユースサッカー大会」、平成 28（2016）年 2 月に開催
した「東京都・千代田区合同帰宅困難者対策訓練」等において、NICTが開発
した「多言語音声翻訳アプリ」を活用した実証実験 23を行った。

1.課題の整理と解決策（実現すべき姿）
○ 都が国と連携のもと設置し、官民 62 の機関・団体が参画する「2020 年オ
リンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」では、技術革
新が著しい ICT を、言葉の壁はもちろん、視覚・聴覚などの障害も乗り越え
たコミュニケーションや災害時における円滑な避難・誘導など、東京 2020 大
会を成功に導くための有用なツールとして利活用していくこととしている。

23

都の実証実験では、平成 27（2015）年 5 月までは「VoiceTra4U」を活用。平成 28（2016）
年 2 月以降は、これまでの研究開発成果を反映させた新バージョンの「VoiceTra」を活用
している。
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2.他団体が実施する実証実験の内容の検討
○ 現在、総務省では、訪日外国人の滞在環境の向上、観光産業の活性化など
を目指し、多言語音声翻訳の対応領域、対応言語の拡大、翻訳精度の向上に
向けた実証実験を、病院、商業施設、観光地などにおいて実施している。
○ 自動翻訳技術は、実証実験が重ねられることによって、大量の翻訳データ
の集積が進み、更なる翻訳精度の向上が期待される。
○ この技術が社会実装されることにより、都が推し進める「言葉の壁を乗り
越えたコミュニケーションの実現」を可能にすることが見込まれる。
3.実証実験の実施（例）
① 東京マラソン 2015
○ 事前の説明会において、「VoiceTra4U」の使用方法をボランティアに説
明した。
○ また、各自のスマートフォンに「VoiceTra4U」をダウンロードし、外国
人参加者等との会話の必要な場面で実験的に使用した。
○ 大会後、ボランティアに対しアンケートを行い、「VoiceTra4U」を利用
した意見・感想を国へ提供した。
② 東京国際ユースサッカー
○ リエゾン（大会実施者と選手等のつなぎ役）に対する事前の説明会にお
いて、「VoiceTra4U」の使用方法を英語で解説したマニュアルを配布し、
操作説明を行った。
○ インドネシアのジャカルタチームが都内中学校を訪問し、日本人中学生
と交流する場面で実験的に使用した。
○ 各チームが宿泊するホテル内の交流会場において、選手同士の会話に実
験的に使用した。
○ 日本人生徒及び各チーム選手の感想を取りまとめ、国へ提供した。
4.施策への反映
○ 東京 2020 大会開催都市として期待する技術開発の方向性などについて、国
へ要望してきており、今後も、適宜、国に対して要望を行っていく。
○ 両大会における利用者の意見を国へ提供した結果、医療の専門用語やサッ
カー用語などの辞書が増強され、翻訳精度が向上した。
○ 引き続き、国及び区市町村等と連携し、実証機会の拡大を図り、多言語対
応の取組を進めていく。
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■資料１

ICTの全体像
文化・ 暮らしと
スポーツ すまい

教育

活用
実際の使われ方

ICT
サービス
・

ICT

・情報収集/提供
・コンテンツ消費/視聴

・教育分野
・五輪大会
・交流人口
での利活用 での利活用 の拡大

・教育機関
・コミュニケーション活性化 での利活用

・若者層の
利活用

・広報

・シニア層の
利活用

・ビッグデータ活用

福祉・
人権

健康・
医療

・健康・医療
・介護分野
での利活用 分野での
利活用
・障害分野
での利活用 ・医療機関
での利活用

システム

ある具体的な
目的を持って
使われる
技術や
サービスなど

ｻｰﾋﾞｽ
ある目的のために
利用される仕組み

・インターネットショッピング ・電子マネー ・広告 ・ソーシャルメディア ・SNS

ｺﾝﾃﾝﾂ
ICT利活用において扱われる情報

・映像・音声・文字情報

・オープンデータ

ｿﾌﾄｳｪｱ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ基盤

ICT利活用における共通的な仕組み、・ビッグデータ処理 ・映像配信技術 ・仮想現実技術
プラットフォーム

ICT
インフラ
ICT利活用の
仕組みに
共通的な機能
を提供する
物理的な基盤

通信インフラ
（ネットワーク基盤）
・固定電話網、携帯電話網
・地上波放送
・インターネット
・衛星放送
・ブロードバンド
・ケーブルテレビ
・Wi-Fi
・電波
・周波数帯域（800/900MHｚ、1.7/1.8/2.1GHｚ）
・無線局
・衛星移動通信

・通信機器、無線機器
・移動通信システム
・災害対策用移動通信機器
・IoT、IoT2.0

・サイバー
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雇用・
労働

経済・
産業

環境

まち
づくり

・社会
・雇用の創出 ・地域企業／ ・環境分野
中小企業
での利活用
インフラの
・労働支援
での利活用
維持管理
・訪日外国人
観光客の
誘致

道路・
交通

計画・ その他
財政・税

防災・
安全

・デマンド交通 ・消防防災
サービス
の情報化

・行政機関等 ・地域活性化
での利活用 への利活用

・高度道路
交通シス
テム（ITS）

・地域課題の
解決にむけ
た利活用
・オンライン
調査の実施

・生産性の
向上
・スマート
グリッド

・ワーク
スタイル

・インフラ
輸出

・テレワーク

・技術貿易

・防災行政
無線

・電子政府

・電子自治体
・消防防災 ・地域情報化
ネットワーク

・ICT産業

・全国瞬時
警報シス
テム
（J-ALERT）
・スマートフォン用アプリケーション ・位置情報ゲーム ・クラウド(SaaS) ・ASPサービス（ASP：Application Service Provider）

・ビッグデータ

・ホームページ

・多言語翻訳技術 ・クラウド（PaaS） ・人工知能 ・自動制御

ハードウェア
（OS･ソフトウェアを含む）
・携帯電話
・スマートフォン
・ＰＣ
･ウェアラブルデバイス
・クラウド（IaaS）

・3Dプリンタ
・スマートテレビ
・4K、8K
・ロボット
・コネクテッドカー、
オートノマスカー（自動走行車）

セキュリティ対策
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※ ICTとして称される技術、サービスのうち主なものを記載

■資料２

ICTの変遷、生活の変化（技術分野別）
年代

古代～

1800～
(寛政12年～)

中世～

処理
（演算、制御等）

歯車式
計算機

機械式
計算機

・演算可能

・機械化

1900～
(明治33年～)
電子計算機
・演算能力向上
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ組換可能

ﾛﾎﾞｯﾄ
・音声記録可能

写真

紙
・文字記録可能

・画像記録可能

記録

・人の作業を代行可能

蓄音機

磁気ﾃｰﾌﾟ

穿孔ﾃｰﾌﾟ

・大容量化

・機械読取容易化

・情報入力可能

ﾊﾟﾝﾁｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

入力
機能・デバイス

・文字入力可能

ﾌﾞﾗｳﾝ管
・表示可能

出力
機能・デバイス

ｽﾋﾟｰｶｰ
・音出力可能

伝令
（言葉）
伝送

手紙

・正確性向上

電信
・伝送高速化
・遠方伝送容易化

電話
・音声伝送可能

・線のない場所へ伝送可能

無線機

・多人数に
同時伝送可能

ﾗｼﾞｵ

TV

・映像伝送可能

ソフトウェア・
アプリケーション
・サービス等
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1950～
(昭和25年～)
ﾊﾟｿｺﾝ

1980～
(昭和55年～)

1990～
(平成2年～)

2000～
(平成12年～)

ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ/ﾉｰﾄPC

PC/AT互換機

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

・個人所有可能

・運搬可能

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ互換性確保

・大容量化
・ｱｸｾｽ高速化
・耐久性向上

・信頼性向上

FD

CD

HDD

・書込可能

・手書き文字
入力可能

・大容量化

OCR

・操作容易化

ﾏｳｽ
ICｶｰﾄﾞ
画像認識
RFID

・大容量化
・ｱｸｾｽ高速化

・大画面化

・大容量化
・ｱｸｾｽ高速化

BD

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ

CD-R

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

・携帯可能
・ﾀｯﾁ操作可能

DVD

・大容量化
・ﾗﾝﾀﾞﾑｱｸｾｽ可能

2010～
(平成22年～)

・大容量化
・ｱｸｾｽ高速化
・小型化
・汎用I/F利用

USBﾒﾓﾘ

・ｱｸｾｽ高速化
・小型化
・省電力化

SSD
・アクセス高速化
・遠隔操作可能

・音声入力可能

ｺｰﾄﾞﾚｽﾏｳｽ

・安全性向上
・画像から対象物を識別可能

・位置入力可能

音声認識

・物体を自動認識可能

GPS(民生利用)
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ
ﾌﾟﾘﾝﾀ
ｶﾗｰTV

・拡大投影可能

・印字・印刷可能

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

・立体物造形可能

・省電力化
・小型化

個人向け3Dﾌﾟﾘﾝﾀ
・3D表示可能
3DTV

・ｶﾗｰ表示可能

・いつでも
連絡可能

・電話回線上で
画像伝送可能

ﾎﾟｹﾍﾞﾙ

FAX

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの原型)

商用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

・ﾕｰｻﾞ主体でNW構築可能

衛星放送

光通信

無線LAN

・情報収集容易化

・通信高速化

・ｻｰﾊﾞ集約可能

・操作容易化

・所有から利用へ

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送
ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

動画共有ｻｰﾋﾞｽ

・情報収集容易化

ｳｨﾝﾄﾞｳｼｽﾃﾑ

・高精細表示可能

・LANｹｰﾌﾞﾙ不要化

ｻｰﾊﾞ仮想化

・視聴困難地域縮小
・表示品質劣化防止

・推論や探索が可能

・時間・空間的制約
からの開放

WWW

・ｶﾗｰ映像伝送可能

人工知能

4K/8KTV

・ﾕｰｻﾞ間でﾒｯｾｰｼﾞ授受可能

電子ﾒｰﾙ
LAN

ｶﾗｰTV放送

・高精細表示可能

・映像付きで
会話が可能

TV電話

携帯電話

・計算機間で情報伝送可能

ARPANET

・携帯可能

検索ｴﾝｼﾞﾝｻｰﾋﾞｽ

・個人主体の
情報発信増加

79

・動画配信容易化

ﾌﾞﾛｸﾞ

SNSｻｰﾋﾞｽ

・異変の察知
・近未来の予測
など

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ
・新たな人間関係構築
・情報更新告知に伴う
ｱｸｾｽ数増加

※ ICTに関連する技術、サービスのうち主なものを記載

■資料３

ICTの変遷、生活の変化（行政分野別） ①
年代
行政分野

～1989年 1990年～
（～平成元年） （平成2年～）
●視聴覚教育等で用いるｺﾝﾋﾟｭｰﾀの導入

教育

●教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの整備を開始

●放送による授業

●
CD-ROM対応した
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの導入

●
Webによる図書館蔵書検索

文化・スポーツ

●ﾋﾞﾃﾞｵ判定により誤審を防止

●
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでﾁｹｯﾄ販売

●電話・FAX・TVの普及
●携帯電話の普及

暮らしと住まい

●
PC、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ の普及

福祉・人権

●点字ﾌﾟﾘﾝﾀの発展

●点字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの発展
●拡大読書器の
日常生活用具指定
●電動車いす
●視覚障害者
誘導ｼｽﾃﾑの
整備
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2000年～
(平成12年～)

2010年～
(平成22年～)

●校務用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの増加
●情報教育の必修化
●eﾗｰﾆﾝｸﾞによるｺﾝﾋﾟｭｰﾀでの学習

2020年～
(平成32年～)

●校務用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを教員1人に1台配備
●ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の導入
●情報端末を生徒1人に1台配備

●電子黒板の増加
●実物投影機の増加
●公立学校がｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続
●普通教室にLANを整備

●ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教科書の整備
●情報環境のｸﾗｳﾄﾞ化により
地域格差ない学習環境の享受、
授業と家庭学習のｼｰﾑﾚｽ化など
●普通教室に無線LANを整備

●ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽが本格事業化
●ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ化が推進
●ｳｪｱﾗﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽで活動量を計測可能
●ﾃﾞｰﾀｱﾅﾘﾃｨｸｽを使うｽﾎﾟｰﾂﾁｰﾑが増加
●8Kによるｵﾘﾝﾋﾟｯｸのﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ実施

●ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽの普及

●在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ）の
本格普及

●Wi-Fiの普及
●在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ）の増加

●省ｴﾈ家電の普及

●
HEMSの本格普及

●ICｶｰﾄﾞを用いた見守りｻｰﾋﾞｽで子供の通過等をﾒｰﾙ配信
●ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで妊娠・子育てを記録
●SNS等で子育ての情報共有

●TV電話等による遠隔子育て相談

●子供向け携帯で子供の位置を把握 ●電子母子手帳ｻｰﾋﾞｽの導入
●出産・育児・就業支援ｼｽﾃﾑ等による子育て不安解消と再就職支援
●文字認識や音声読み上げｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
●手話ｱﾆﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入
●GPSを用いた視覚障害者の歩行支援
●聴覚障害者を支援するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
●高齢者や要介護者の歩行を
支援するﾋｭｰﾏﾉｲﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄ
●ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂによる障害者の運動補助・介護支援

※ ICTに関連する技術、サービスのうち主なものを記載
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■資料３

ICTの変遷、生活の変化（行政分野別） ②
年代
行政分野

～1989年 1990年～
（～平成元年） （平成2年～）
●ﾚｾﾌﾟﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる
医療事務効率化

健康・医療

●電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ開発
●電子ｶﾙﾃ導入期
（院内全体の
情報共有）
●
電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑを
認める法的通知

●部門ｼｽﾃﾑ導入期
（部門業務の効率化）
●ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ導入期
（院内業務の効率化）

●ｱﾒﾘｶでﾃﾚﾜｰｸが開始
（場所・時間にとらわれない働き方）

雇用・労働
●ﾋﾞﾃﾞｵ会議、ﾃﾚﾋﾞ会議の普及
（遠隔地を結んで双方向の画像及び音声による会議）

●ﾈｯﾄ(WWW)で
情報公開

●
ﾌﾞﾛｸﾞで
情報発信

●ﾈｯﾄで
乗換案内、
地図表示等

経済・産業

●ﾈｯﾄで宿泊予約

●ｶｰﾅﾋﾞで経路案内

環境

●GRID（地球資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）の構築
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2000年～
(平成12年～)

2010年～
(平成22年～)

2020年～
(平成32年～)

●ﾚｾﾌﾟﾄ情報等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽによる医療効率化
●電子処方せん整備
●医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備
●患者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築による
難病患者の病態解明と
●地域医療連携ﾈｯﾄﾜｰｸ展開期
創薬開発
（地域全体の情報共有）
●がん登録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築
●予防接種記録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの
構築
●ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じた職業紹介
●ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用したSOHO
●失業時のeﾗｰﾆﾝｸﾞによる職業能力開発

●SNSで情報発信
●ﾈｯﾄで翻訳
●PR動画で情報発信
●ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞで情報発信
●ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀによる誘客等
●地図閲覧ｻｰﾋﾞｽが高度化
●汎用的な
●携帯GPSで現在地把握 ●ARｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで現地の付加情報表示
同時通訳
●ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで多言語音声翻訳
●屋内で現在地把握
●公衆無線LANにより旅先でﾈｯﾄ利用
●共通ﾊﾟｽで交通・観光の利便性向上
●植物工場を使った野菜栽培
●直売所でのPOSｼｽﾃﾑ利用
●搾乳ﾛﾎﾞｯﾄを使った作業効率化
●GPSを用いた農業機械の自動操縦
●ｸﾗｳﾄﾞやｾﾝｻを用いた農場のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、温度や湿度管理
●ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを用いた栽培管理
●操業日誌のﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

●東ｱｼﾞｱ酸性雨ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ構築
●LED照明の普及
●家電のOn/Off遠隔制御
●電力の需給管理
※ ICTに関連する技術、サービスのうち主なものを記載
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■資料３

ICTの変遷、生活の変化（行政分野別） ③
年代
行政分野

～1989年 1990年～
（～平成元年） （平成2年～）

まちづくり

●ﾓﾉﾚｰﾙ等の新交通ｼｽﾃﾑ
●自動車でのｶｰﾅﾋﾞ搭載

道路・交通
●VICSｻｰﾋﾞｽで
渋滞情報等を
ﾘｱﾙﾀｲﾑ受信

●ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入

●地震発生時に列車を緊急停止出来る
早期地震警報ｼｽﾃﾑ「ﾕﾚﾀﾞｽ」の導入

防災・安全
●企業向けｵﾝﾗｲﾝｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ開始
●ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ（CSS）開発
●家庭用安全ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ開始

●ｵﾝﾗｲﾝ
画像監視
ｼｽﾃﾑ開発

計画・財政・税

●ﾈｯﾄ(WWW)で情報公開
●
ﾌﾞﾛｸﾞで情報発信
●ﾈｯﾄで乗換案内、
地図表示等
●
ﾈｯﾄで宿泊予約
●
ﾈｯﾄで観光情報を検索

ボランティア
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2000年～
(平成12年～)

2010年～
(平成22年～)

2020年～
(平成32年～)

●ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ（次世代送電網）のｺﾝｾﾌﾟﾄ
●ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞを活用した広告・周辺案内
●ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ回線ﾈｯﾄﾜｰｸ
●橋梁ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
●ﾏｲﾅﾝﾊﾞ-利活用
●電気自動車の台頭
●燃料電池自動車の台頭

●空港のeﾁｪｯｸｲﾝ
●ETCによる料金電子収受

●ITSｽﾎﾟｯﾄｻｰﾋﾞｽによる各種交通ｻｰﾋﾞｽ受信

●ICｶｰﾄﾞ乗車券の普及

●地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸを利用して国からの情報伝達を直接住民に伝えるJｱﾗｰﾄを導入
●国と地方自治体間で緊急情報の双方向通信を行うｴﾑﾈｯﾄを導入
●一般住民向けに緊急地震速報の本格運用開始
●個人向け位置情報提供ｼｽﾃﾑ発売
●e-Tax（国税の電子申告）が運用開始
●eLTAX（地方税の電子申告）が運用開始
●ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ納税が開始
●ｺﾝﾋﾞﾆ納税が開始
●自動交付機で納税証明書の受取が可能
●番号制度の情報連携で添付書類が削減
●SNSで情報発信

●ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで多言語音声翻訳

●ﾈｯﾄで翻訳

●汎用的な
同時通訳

●聴覚障害者を支援するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
●高齢者や要介護者の歩行を
支援するﾋｭｰﾏﾉｲﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄ

●手話ｱﾆﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入
●GPSを用いた視覚障害者の歩行支援

●ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂによる障害者の運動補助・介護支援
※ ICTに関連する技術、サービスのうち主なものを記載
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■資料4 ICTの概要

１ Wi-Fi
概要
Wi-Fi(ワイファイ)≒無線LAN＝パソコン、タブレット、スマートフォン等の無線接続によ
るデータ通信
⇒LANケーブルをつながなくてもインターネットが使える（メール・ホームページ閲覧）

技術的特徴
だれでも使える
無線利用の免許不要。通信事業者、
メーカー問わず様々な機器に搭載で
きる。

出典：総務省 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000354249.pdf）

どこでも使える
普段使っているPCやスマートフォン
が、世界中のWi-Fiスポットで利用で
きる。

出典：総務省 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000354249.pdf）

速い
高速・大容量の通信ができる。
（基地局のカバーする範囲は狭い。）

出典：総務省 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000354249.pdf）

外国人旅行者等がPCやスマートフォンをインターネットに接続して利用する際など
に有効

とりまく状況
 訪日外国人にとって日本滞在中にあると便利なもの１位は「無料Wi-Fi」。
(平成26(2014)年6月30日 観光庁調査)
 日本の無料Wi-Fiに「満足した」訪日外国人は63.6%。「不満足」「十分ではない」合計は32.7%。
(平成25(2013)年12月 総務省調査)
 国は観光・防災Wi-Fiステーション整備事業として、自治体に対して事業費の一部を補助。
平成26(2014)年：補正予算8億円、平成27(2015)年当初予算案： 2.5億円。
(平成27(2015)年4月20日 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告(総務省))
 政府は平成32(2020)年までに無料Wi-Fi３万か所の設置をめざす方針を決定。総設置費用311億円の半額程度を国
が補助。
(平成27(2015)年4月20日 読売新聞)
 訪日外国人旅行者が無料Wi-Fiを利用できるスポットに対して、共通シンボルマークを導入。
(平成27(2015)年2月24日 観光庁 報道発表)
 Wi-Fi環境普及状況は、コンビニ、観光案内所、空港では70%を上回るが、都市公園、文化財、ショッピングセンター、
防災拠点では20%を下回る。
(平成27(2015)年4月20日 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告(総務省))

課題等
 基地局（アクセスポイント）を多数設置する必要がある  公衆Wi-Fiは通信の内容を盗み見られる可能性がある
 通信事業者、サービス提供者ごとに利用のための登録
など
手続きが必要
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■資料4 ICTの概要

２ デジタルサイネージ
概要
公共空間等に設置したディスプレイなどの表示機器を用いて、広告や行政情報を表
示する電子看板のこと （例：電車内での運行状況・広告表示、駅構内での広告表示、
路上での行政情報発信など）

技術的特徴
リアルタイムな
情報発信
紙媒体と異なり、設置者が表示した
い内容への変更がいつでも可能。常
に新しい情報を発信できる。

出典：APPLIC ICT利活用 東北サミットin 気仙沼 実施報告
事例紹介3「気仙沼市災害情報システム」
（http://www.applic.or.jp/2013/infra/H25summit/tsummit_11.pdf）

双方向型の情報提供
タッチパネル等を採用することで、利
用者がサイネージを操作し、ほしい
情報を取得できる。

出典：四街道市HP デジタルサイネージ「でじなびくん」のご案
内
（http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/miryoku/digitalsignage/d
eji_unyokaishi.html ）

離れた場所への
一斉配信
離れた場所から表示内容の変更等
が可能。紙媒体と異なり印刷物を取
り換える手間がかからない。

出典：総務省 平成27年度 総務省ICT関係重点政策
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000335803.pdf）

広告、案内表示、コミュニケーションツール、情報の一斉配信として活用する際に
有効

とりまく状況
 総務省は、2020東京大会及び社会全体のICT化に向け、多言語化にも対応したデジタルサイネージの普及推進に向
けた検討を行うWGを設置。
（総務省 デジタルサイネージワーキンググループ 開催要項）
 総務省は、デジタルサイネージを活用した防災・交通等個々のニーズに応じた最適な情報提供等を実現するための
（総務省 デジタルサイネージ相互運用性検証事業）
実証実施について予算化。
 広島市では、平成21(2009)年に総務省「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」を活用し、市政情報、防災・緊急情報、生
活情報などを発信。
（広島市HP）
 市場規模拡大（平成32(2020)年(予測)：2,520億円）に伴う導入・運用コストの低下により、販促や空間演出等、従前見
られなかった分野での活用が拡大。
（「デジタルサイネージ市場総調査2013」（（株）富士キメラ総研））
 海外市場では世界最大市場の北米や欧米が牽引。アジアでは中国や韓国の市場が目立っており、都市部の繁華街
（同上）
では日本以上に活用されている。

課題等
 機器間の相互接続性や互換性が低く、住民に情報を届  TVCM(効果測定：視聴率)と違い、効果測定の仕組みが
ける屋外のインフラとしての機能は不充分
未確立
など
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３ 地理空間情報
概要
位置を示す情報、及び、その位置情報に関連付けられたデータ（地図、統計情報、衛
星画像等）からなる情報

技術的特徴
可視化により
状況把握しやすい

場所を確認しやすい
地図上に、建物のタグと住所等を表
示し、住所や場所の確認が容易に
行えるようになる。

地図上に、各地域の各種情報を重
ね合わせて表示することにより、状
況の把握が容易となる。

新サービス創出に
活用できる
地図にマーケティング情報を組合せ
て表示することで、新サービスのアイ
デア創出に活用できる。

（事例）
住民記録システムのデータの表示例
（町丁目別65歳以上人口密度）

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/common/001035477.pdf）

出典：浦安市 統合型GIS の高度利用に関する調査報告書
（http://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_
page_/001/002/729/gishoukokusho.pdf）

出典：国土交通省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/GIS/080516/1cas051
6.pdf ）

地図やGPSなどと組み合わせて、業務の効率化や新しいサービス・産業の創出を行
う際に有効

とりまく状況
 地方公共団体による統合型GIS（庁内の複数部局内で共用するGIS）の導入に向けて、国が技術的支援や補完的な
財政措置を行うことになっている。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 GISの利用用途に関して、多くの地方公共団体は今後防災分野での利用を希望している。
（総務省「平成25年版 情報通信白書」）
 政府は、空間情報と通信技術を融合させ、暮らしに新たな変革をもたらす「G空間×ICT」プロジェクトを実施。
（平成25(2013)年「G空間×ICT推進会議」報告書）
 政府は実証プロジェクトとして、「災害に強いG空間シティの構築等新成長領域開拓のための実証事業」を推進中。
（平成25(2013)年 補正予算24億円）
 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本理念を定めた、地理空間情報活用推進基本法を制定。
（平成19(2007)年）
 浦安市：GISを住基情報と連携させ、国勢調査の調査区設定や学校区の検討等に、GISデータを活用。
（G空間×ICT推進会議 第２回資料）
 富山市：住基情報等を地理情報システム(GIS)に展開し、まちづくり施策の立案や効果検証などを実施。
（G空間×ICT推進会議 第２回資料）
 米国労働省は、Ｇ空間情報を利活用する技術の重要性を裏付け。（平成25(2013)年「G空間×ICT推進会議」報告書）
 米国以外にも、ロシアの「GLONASS」、EUの「Galileo」、中国の「北斗（BDS）」インドの「IRNSS」等、各国が独自の衛
星測位システムの計画を推進。
（総務省「平成25年版 情報通信白書」）

課題等
 公共データ全般の公開が進んでいない

 公開したデータの形式が利用しにくい
など
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４ オープンデータ
概要
統計・行政などのデータを誰でも自由に二次利用できるよう、政府や自治体等が機械
判読に適した形式でデータを公開すること。

技術的特徴
Webでデータを公開

行政の透明性を
高められる

組織が保有するデータをWeb上に公
開。

情報公開することで、行政の透明性
を高められる。

（活用事例）
公共施設、観光情報、人口統計、議員情報、
地図、ごみ情報などを、様々なファイル形式
でWeb上に掲載。

（活用事例）
納める税金のうちいくらが住民税で、それら
が何の目的に使われているのか、行政の予
算を1日あたりの金額で可視化。

出典：データシティ鯖江 ＜福井県鯖江市のケース＞
（http://data.city.sabae.lg.jp/opendata-list）

出典：税金はどこへ行った? ＜千代田区のケース＞
（http://chiyoda.spending.jp/）

経済の活性化に
つながる
産業界での二次利用を通じて経済を
活性化。

出典：総務省 平成27年度 総務省ICT関係重点政策
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000335803.pdf）

自治体運営の透明性・信頼性向上、官民協働の推進、地域の産業活性化をはかる際
に有効

とりまく状況
 2013年（平成25年）6月のG8サミットにおいて、首脳宣言にオープンデータの推進が盛り込まれ、その具体的な取組
内容やスケジュールが記述された「オープンデータ憲章」が合意された。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 世界最先端IT国家創造宣言では、公共データの民間開放（オープンデータ）の推進を、取組の柱の一つと位置づけ
ている。
(平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」)
 国は、二次利用が可能な公共データの案内・横断的検索を目的としたオープンデータのデータカタログサイト
(「DATA.GO.JP」HP)
「DATA.GO.JP」を開設。
 産業界では、地図、交通、防災等の分野の公共データのニーズが高く、自治体へのオープン化の期待が高い。
（平成25(2013)年 経団連 調査）
 米国、EU等、海外においてはオープンデータ化が積極的に進められている。
（平成24(2012)年7月4日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 「電子行政オープンデータ戦略」）
 内閣官房 情報通信技術総合戦略室が「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を発表。
平成27(2015)年2月12日 内閣官房 「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」)
 国は、国際的な評価を通じた情報収集や国際会議での積極的な活動等により国際協調を図る方針。
（第10回 電子行政オープンデータ実務者会議）

課題等
 具体的な利用イメージやニーズの明確化
 提供に関わる費用や人的負担の軽減
 提供側の効果・メリットの具体化
 データ形式、構造、インタフェース等の標準化
 個人情報等の機微情報の扱い、データの組合せによる  公開の手続き、方法論、公開のための環境などの整備
プロファイリング
など
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５ 高度道路交通システム(ITS)
概要
最先端の情報通信技術を用いて、人と道路と車両とを情報でネットワーク化し、交通
事故、渋滞、環境悪化などの道路交通問題を解決するシステム。

技術的特徴
事故や渋滞の解消
・車両の周辺状況などをセンサーや
通信機器を用いて収集し、その情報
をもとに安全運転を支援。
・渋滞や交通規制などのリアルタイ
ムな道路交通情報をカーナビゲー
ションなどに表示。 など
先進安全自動車(AVS)

道路交通情報通信システム(VICS)

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/hakus
yo/mlit/h14/H14/html/E2044
120.html）

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/road/v
ics/vics/ ）

交通の輸送効率や
快適性を向上
・運行中のバス車両の現在位置を
GPSや無線通信などで把握し、効率
的な運行を実現。
・GPS等による車両位置把握と、車
両に積載している荷物情報などから、
荷主からの依頼等に対して最適な配
車を実施。

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01its/informatization.ht
ml）

省エネや環境との
共存をはかる
渋滞解消や交通流改善によりCO2排
出量を低減

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/road/ITS/jhtml/spot_dsrc/files/panfu.pdf）

道路交通における安心・安全、効率・利便性の向上、環境改善などを図る際に有効

とりまく状況
 政府は、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）において、対象10課題の一つとして「自動走行システム」を選定。
（平成26(2014)年度予算：25.35億円、平成27(2015)年度予算：23.2億円）
 政府は、世界一のITS を構築・維持し、日本・世界に貢献することを目標に、「官民ITS構想・ロードマップ2015」を策定。
（平成27(2015)年6月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 「官民ITS構想・ロードマップ2015」）
 カーナビ、及び、VICSやETCのサービスは普及段階にあり、平成23(2011)年に全国の高速道路上を中心にITSスポッ
トサービスを開始。ITSスポットサービスでは、広範囲の渋滞情報の受信や、安全運転支援情報の受信が可能。
(国土交通省 「国土交通省白書 2014」)
 静岡県では、静岡県スマートＩＣ協議会を立ち上げ、スマートインターチェンジの導入を促進。
（平成25(2013)年12月6日 国土交通省「総合交通メールマガジン 第64号」）
（平成27(2015)年6月26日 日本経済新聞）
 米国では、民間企業が、無人運転車の公道走行試験を開始。
 英国では、「Driverless Cars」プロジェクトにより、平成27(2015)年から4つの都市で自動運転技術の実証実験を開始
予定。
（平成27(2015)年4月16日 第９回 新戦略推進専門調査会道路交通分科会）

課題等
 車車間通信・路車間通信等の対応車載機の開発・実用  安全運転支援・自動走行システムの公道での実証実施
化・普及促進
 交通データオープン化の推進
 高齢者や子供に配慮した歩行者端末の開発・実用化・  超小型モビリティ等の開発・普及拡大
普及促進
など
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６ マイナンバー制度
概要
住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野
で情報を管理・活用することで、行政の効率化や国民の利便性を図る制度。

技術的特徴
申請書類を
簡素化できる

同一人の確認が行える
従来の氏名や住所等による同一人
の確認よりも、正確かつ効率的な確
認が行えるようになる。

出典：財務省HP
（https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n03.htm）

申請に必要な添付書類の情報が、
国の機関や他の自治体等からネット
ワークで取得できるようになり、申請
者の負担が減る。

出典：内閣官房 マイナンバーHP
（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/oriko
mi_freedownload.pdf）

自治体側から
情報を配信できる
国民向けのポータルサイト（マイナ
ポータル）を介して、都民に情報を
プッシュ配信できる。

出典：内閣官房 マイナンバーHP
（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/sum
mary_zentai.pdf）

同一人の確認、他機関との情報連携、国民へのプッシュサービスなどを行う際に有
効

とりまく状況
 平成27(2015)年10月に個人番号の通知開始、平成28(2016)年1月に個人番号の利用開始の予定。
(内閣官房HP マイナンバー広報資料)
 平成29(2017)年1月に国の機関間での情報連携開始、及び、マイナポータルの運用開始、平成29(2017)年7月から自
治体側での情報連携開始の予定。
(内閣官房HP マイナンバー広報資料)
 「地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会」や「マイナンバー等分科会」において、番号制度の活用の
可能性を検討。 （平成24（2012）年6月27日 第4回地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会、マイナン
バー等分科会 各回）
 個人番号カードの利活用案として、健康保険証のオンライン資格確認、ケーブルテレビを介した自治体施設予約等で
の利用者認証、スマートフォンを活用した電子母子健康手帳閲覧の利用者認証、避難者情報の一元管理、住民向け
の健康サービス・高齢者・子供見守りサービス等。
（平成27(2015)年5月20日 第９回 マイナンバー等分科会）
 情報連携のためのシステムの対応等に係る地方財政措置として、普通交付税措置・特別交付税措置が講じられてい
る。
（平成26(2014)年当初予算・補正予算、平成27(2015)年予算案の国費合計：1,181億円）
 ドイツでは納税者番号制度、米国は社会保障番号制度、韓国では住民登録制度等、主要各国では、既に番号制度
（内閣官房HP マイナンバー広報資料）
相当の仕組みが導入されている。
 今後、「戸籍事務」「旅券事務」「預貯金付番」「医療・介護・健康情報の管理・連携等に係る事務」「自動車の登録に係
（平成26(2014)年5月20日 「マイナンバー等分科会 中間とりまとめ」）
る事務」への利用拡大を検討中。

課題等
 社会保障・税・防災の分野に利用範囲が限定
 独自の利活用を行うには条令等での規定が必要

 特定個人情報保護評価や安全管理措置への対応にコ
ストがかかる
など
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７ 電子自治体
概要
住民・企業の事務負担軽減や利便性向上、行政事務の簡素化・合理化などを図るた
めに、自治体が情報通信技術を活用して、行政サービスを提供するもの。

技術的特徴
いつでも手続きが可能
夜間や休日でも、申請等の手続きが
行える。

出典：e-Gov HP「電子申請のメリット」
（http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/about/merit.html ）

どこからでも
手続きが可能
インターネットが接続できるところで
あれば、どこからでも申請等を行うこ
とができる。

出典：e-Gov HP「電子申請のメリット」
（http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/about/merit.html ）

ワンストップで
手続きが可能
同様の手続きを複数回行うことなく、
１回で手続きを完了できる。

出典：国土交通省提供資料「自動車保有関係手続のワンストッ
プサービス」
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/meeting/dai2/pdf
/siryou5.pdf）

申請等において、都民の来庁を不要にする場合や、夜間や休日での受付を可能とす
る際に有効

とりまく状況
 総務省は、平成13(2001)年10月の「電子政府・電子自治体推進プログラム」以降、各種指針を策定し、電子自治体の
基盤整備等を推進。
（平成27(2015)年3月 総務省「地方自治情報管理概要」）
 国は、電子自治体の推進を目的とした地域情報化推進事業において、普通交付税措置、特別交付税措置、地域活
性化事業債といった地方財政措置を講じている。 （平成27(2015)年度 総務省「地域情報通信振興 関連施策集」）
 総務省は、平成26(2014)年3月に「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」を策定。
（平成26(2014)年3月24日「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」）
 総務省は、一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）と連携し、「地域情報プラットフォーム」の普及を促進。
（総務省HP）
 総務省は、複数の地方公共団体で基幹系情報システムを集約し、共同で外部のデータセンタで保有・管理を行う「自
(総務省HP)
治体クラウド」導入を促進。
 神奈川県町村情報システム共同事業組合において、県内全14町村で自治体クラウドの導入がなされた事例あり。
（平成24(2012)年3月 総務省「自治体クラウドの導入に関する調査研究報告書（概要版）」）
 申請・届出等手続をオンライン化するためのシステムの導入団体は、都道府県で46団体。
(平成27(2015)年3月 総務省「地方自治情報管理概要」)
 「電子自治体オンライン利用促進指針」にて選定されたオンライン利用促進対象手続の平成25年度オンライン利用
(平成27(2015)年3月 総務省「地方自治情報管理概要」)
率は45.2％。

課題等
 従来のやり方でも困らない（現在のサービスに不満を感  料金の支払いや双方向でのやりとりに優れた手段の活用
じていない）ため、電子自治体（申請等）の利用率が上  情報システム関連費用の高止まり
がらない
 縦割り整備による非効率性が残存
 デジタルデバイドへの対応
など
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８ 省エネルギー対策技術（エネルギー管理システム）
概要
センサーやＩＴを駆使し、家庭や建物内に設置された複数の機器とシステム連携を行
い、効率的にエネルギーを管理・制御を行う仕組み。 (HEMS、MEMS、BEMS等)
HEMS：Home Energy Management System, MEMS: Mansion Energy Management System, BEMS：Building Energy Management System

技術的特徴
電力の可視化と
自動制御ができる
家庭の電力使用量や太陽光発電量
などをいつでも表示でき、電力使用
量を自動で制御できる。

ピーク時の電力消費を
抑えられる
建物全体でエネルギー管理、節電、
ピークカットを行い、効率的なエネル
ギー使用を実現できる。

家電等を外部から
コントロールできる
建物の外部から、機器（家電等）をコ
ントロールすることができる（但し、法
的な制約あり）。
遠隔操作

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130913010/201309
13010-2.pdf）

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/smartmansion_report.p
df）

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/seihin_a
nzen/pdf/002_02_02.pdf ）
を一部加工

建物・地域等において、電力使用量の低減・抑制やピークカット/ピークシフトを行
う際に有効

とりまく状況
 経済産業省「大規模HEMS情報基盤整備事業」により、全国約1万4千世帯のモニターを募集してHEMSを導入。各家
庭の電力データを一元的にクラウド管理する情報基盤のシステムを構築。
（平成27(2015)年3月 iエネ コンソーシアム「平成26年度 大規模HEMS情報基盤整備事業 活動概要」）
 経済産業省の「スマートマンション導入加速化推進事業」にて、アグリゲーターを通じて導入されるMEMSの設置費用
の一部を補助し、 スマートマンションの普及を促進。
(経済産業省HP 「スマートマンション導入加速化推進事業」)
 HEMSの通信方式として、日本はECHONET Lite、欧州はKNX、米国はSEP2.0という仕様の策定が進められており、
国際標準化が必要な状況。
（平成24(2012)年3月30日 経済産業省「スマートハウス国際標準化研究事業の採択結果について」）
 スマートマンション導入加速化推進事業における交付申請数は、平成26(2014)年3月末時点で、941棟、107,895戸。
（経済産業省「スマートマンションの普及状況（平成26年3月末）」）
 中小ビルに対するBEMS導入促進に向けた取り組みとして、21のコンソーシアムを選定し、補助事業を開始（予算額
300億円）。 （経済産業省「中小ビル等の更なる省エネ・節電に向けて ～省エネからエネルギーマネジメントへ～」）

課題等
 蓄電システムや太陽光発電システムなどの導入費用が  異なるメーカー機器間での相互接続性確保
高い
 機器の誤動作や不正な制御からの安全性確保
 機器の制御を行うにはHEMS対応機種への買い換えが  HEMS等データの利活用方法
必要
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９ ビッグデータ
概要
過去から蓄積された情報や、ICT技術の革新により新たに生成・収集・蓄積が可能と
なった情報（SNS、GPS等）など、多様で膨大なデータ、及び、これらのデータから新た
な価値を生み出すデータ処理の仕組みのこと。

技術的特徴
収集した情報を
見える化
集めた情報をグラフで表示したり、地
図に重ねて表示すること等により、
状況や関係性を見える化。

出典：国土交通省「情報通信技術を活用した公共交通活性化
に関する調査報告書」
（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/chosahokoku/0
4%20h26_dai3.2.pdf）

異変の察知や
近未来の予測が可能
ネットワークを通じて収集できる様々
な情報をもとに、異常気象、機器故
障、不審行動などを察知・予測。

出典：国土交通省 国総研レポート ２０１５
（http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2015report/ar2015hp0
37.pdf）

機械等を自動的に
制御できる
データの分析結果を活用して、機械
やシステムを自動的に制御・動作さ
せることができる。

出典：経済産業省 第８回日本の「稼ぐ力」創出研究会資料
（http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kaseguc
hikara/pdf/008_03_03.pdf）

蓄積されたデータや新たに生成されたデータから、事業に役立つ知見を得る際など
に有効

とりまく状況
 「世界最先端IT 国家創造宣言」では、ビッグデータ利活用による新事業・サービスの促進について取り組む方針。
(平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」)
 総務省では、ビッグデータの利活用関連として177.6億円を予算化。
（平成24(2012)年度補正予算～平成27(2015)年度予算において「ビッグデータ」が含まれる予算名目の総額）
 米国では、平成24(2012)年に、5年間総額2億ドル超の研究開発予算をつけた「ビッグデータ研究開発イニシアティブ」
を公表。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 国は、ビッグデータを活用した地域経済の見える化システム「地域経済分析システム（RESAS）」を自治体向けに提供。
(平成27年4月21日 経済産業省 ニュースリリース）
 武雄市、千葉市、奈良市、福岡市の4市は共同で「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会」を設立し、利活用
アイデアのコンテスト等を実施。
（福岡市HP）
 企業におけるビッグデータの活用目的として、「経営管理」（47.6%）が最も多く、 「業務の効率化」（46.9%）、「商品・サー
ビスの品質向上」（42.9%）、「顧客や市場の調査・分析」（40.5%）までが40%を超えている。
（総務省「平成27年版 情報通信白書」）

課題等
 どう活用すべきかが不明瞭で、投資対効果の説明が難  データ分析を行う人材の育成
しい
 データの収集や取引について、本人との事前の取り決め、
 個人情報の適切な取扱や、プロファイリングからのプラ
明確な法の規定、社会的なコンセンサスなどがない
など
イバシー保護
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１０ サイバー攻撃対策
概要
インターネットを利用した不正アクセスやコンピュータウイルスの送付などを通じて行
われる破壊活動やデータの窃取、改ざんなどの行為から、ＩＴシステムやネットワーク
を防御するための技術。

技術的特徴
インターネットからの
不正アクセスを防止
ファイアウォール、侵入検知/防止シ
ステム(IDS/IPS)、SIEMなどを導入し、
入口対策を行うことで、インターネッ
ト側からの不正なアクセスを防止。

出典：総務省HP
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security_pre
vious/download/jissen_admin.pdf）

ウイルス感染による
情報の外部流出を防止
ウイルス対策ソフト、Webフィルタリン
グ、プロキシ認証などを導入し、内部
対策・出口対策を行うことで、ウイル
ス感染による情報漏洩を防止。

出典：IPA HP
（https://www.ipa.go.jp/security/event/2013/isecsemi/documents/2013videosemi_targeted_cyber_attacks_v1.pd
f）

専門組織の監視により
未知の攻撃に対処
CSIRTやSOC等の専門組織を設置し、
セキュリティ上の問題を常時監視し、
原因解析や影響範囲の調査を行え
る体制を整備しておくことで、標的型
攻撃やゼロデイ攻撃等に早期に対
処。

出典：首相官邸 HP
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shinampobouei2010/dai7/siryou2.pdf）

SIEM：Security Information and Event Management, CSIRT：Computer Security Incident Response Team, SOC：Security Operation Center

ICT技術をインターネットと接続して安全に使用する際などに有用

とりまく状況
 政府の情報セキュリティに係る予算は、平成26(2014)年度当初で542.3億円、平成27(2015)年度当初で325.8億円。
（サイバーセキュリティ戦略本部 第２回会合 資料）
 政府は、サイバーセキュリティに関する施策を推進するため、「サイバーセキュリティ基本法」を平成26(2014)年11月6
日に成立。国の責務や基本方針を規定。
(平成26(2014)年11月25日 情報セキュリティ政策会議
「我が国のサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方針」)
 サイバーセキュリティ戦略本部では、今後３か年程度のサイバーセキュリティ政策の方向性を定めた新たな「サイ
バーセキュリティ戦略」を策定中。
（サイバーセキュリティ戦略本部 第４回会合 資料）
 内閣官房情報セキュリティセンターは、政府に対するサイバー攻撃の監視等を行う「政府機関・情報セキュリティ横断
監視・即応調整チーム（GSOC）」や、被害拡大防止、復旧、原因調査、再発防止のための技術的支援・助言などを行
う「情報セキュリティ緊急支援チーム（CYMAT）」を設置。
（2014年7月3日 内閣官房情報セキュリティセンター「わが国のサイバーセキュリティ戦略」）
 総務省は、「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」を設置し、地方公共団体における情報セキュリティに係る抜本
的な対策の検討を開始。
（総務省HP 「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」）
 米国は、企業とサイバー攻撃に関する情報共有を促す大統領令や、サイバー攻撃で米国の安全を脅かした組織・個
（平成27(2015)年5月 国立国会図書館「外国の立法」No.263-2）
人を制裁できる大統領令を制定。

課題等
 新たな攻撃手法、ウイルスへの対応
 セキュリティ人材の不足
 サイバー攻撃及びその対処に関する法整備

 IoTでネットワーク接続される機器の増加によるリスクの
増加
など
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１１ 自動翻訳(多言語対応)
概要
人々が日常のコミュニケーションで使っている言語（例えば日本語）を
別の言語（例えば英語）に自動で翻訳する技術。

技術的特徴
外国人との
言葉の壁をなくせる
自分の話した日本語を外国語に変
換したり、相手の話す外国語を日本
語に変換でき、従来よりもスムーズ
な伝達や意思疎通ができる。

出典：総務省HP
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000285578.pdf）

話した言葉を
即時に翻訳できる
スマートフォン等に話すと即座に他
の言語に翻訳して音声出力でき、ハ
ンズフリーでの対応も可能。

出典：国土交通省HP（http://
www.mlit.go.jp/common/001088424.pdf）

複数の言語にも
対応可能
１つの端末・アプリで複数の言語に
対応しており、相手の使用する言語
に応じて使い分けが可能。

出典：総務省HP
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000285578.pdf ）

観光、ショッピング、医療、防災関連で、外国人とコミュニケーションを図る際な
どに有用

とりまく状況
 総務省は、「グローバルコミュニケーション計画の推進 -多言語音声翻訳技術の研究開発及び社会実証- 」の研究
開発に平成27年度13.8億円の予算を確保。
（総務省資料 「グローバルコミュニケーション計画の推進」）
 「科学技術イノベーション総合戦略2015」では、重点的取組の１つに「多言語音声翻訳システム」が掲げられている。
（平成27(2015)年6月19日 「科学技術イノベーション総合戦略2015」）
 総務省は、世界の「言葉の壁」をなくしグローバルで自由な交流を実現するための「グローバルコミュニケーション計
画」を策定。あわせて、上記計画を推進する「グローバルコミュニケーション開発推進協議会」を設立。
（総務省資料「グローバルコミュニケーション計画」、グローバルコミュニケーション開発推進協議会HP）
 ユニバーサル音声翻訳先端研究コンソーシアム(U-STAR)にて、音声翻訳アプリ「VoiceTra4U」を無料公開。
（ユニバーサル音声翻訳先端研究コンソーシアム(U-STAR) 「VoiceTra4U」 HP）
 東京マラソン2015において、外国人参加者等との会話に「VoiceTra4U」を実験的に使用。
（総務省資料 「グローバルコミュニケーション計画の推進」）
 八王子市が国や東京都と連携して、 「VoiceTra4U」を搭載したタブレット端末を観光案内施設に導入。
(平成27(2015)年7月10日 日刊工業新聞)
 NICTは、これまでの研究開発成果を反映させた多言語音声翻訳アプリ“VoiceTra”（ボイストラ）の新バージョンを公
開。日本語を含む10言語について「旅行会話」を中心に精度を向上。固有名詞や固有の表現を充実、特に観光、医
療、駅名等の分野について合計約8万語の用語に対応。
（平成27（2015）年10月22日NICT HP）

課題等
 対応分野と対応言語のさらなる拡大
（現状は基本的な旅行会話文などのシンプルな文章）
 翻訳精度のさらなる向上

 場所名や人名などの固有名詞の適切な翻訳
 翻訳アプリの普及促進
など
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１２ クラウド
概要
ネットワーク上にある情報サービス等を、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。

技術的特徴
どこからでも
必要なときに使える
自身でシステムを保有するのではな
く、ネットワーク上で提供されるサー
ビスを利用する形態となるため、どこ
からでも必要な機能を利用できる。

出典：総務省 国民のための情報セキュリティサイト
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/ba
sic/service/13.html）

必要な分だけ
利用できる
サーバの集約などによりコンピュー
タの処理能力を最適化でき、また必
要な分だけを利用することで、システ
ム全体の運用コストを削減できる。

出典：総務省 政府情報システムの整備の在り方に関する研究
会 最終報告書
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000062730.pdf）

共同利用も可能
複数の自治体が共同でクラウドを設
置すれば、システム運用に係る各自
治体の負担を軽減できる。

出典：総務省 平成23年版 情報通信白書
（ http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23
/html/nc355210.html ）

システムの導入を短期間で行う場合や、システムの運用負荷を軽減したい場合など
に有効

とりまく状況
 総務省は、自治体クラウドの導入の初期負担の軽減するために特別交付税措置を実施。
（総務局資料「今後の電子自治体の取組みについて」）
 経済産業省は、「データセンターを利用したクラウド化支援事業」として省エネ性に優れたクラウドに移行する事業者
（平成27(2015)年7月 経済産業省
に補助金を交付。
「平成26年度中小企業等省エネルギー型クラウド利用実証支援事業 事業成果報告」）
 政府は、「世界最先端IT 国家創造宣言」の中で、行政サービスにおいてクラウドを徹底活用し、「便利なくらし」社会
の実現を目指すとしている。
（平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）
 茨城県では、統合型GISと基幹業務システム、グループウェア、電子申請・届出、大容量ファイル交換の各システムで
自治体クラウドを導入。
（平成27(2015)年4月 地方公共団体情報システム機構
「地方公共団体におけるクラウド導入の取組（平成26年度改訂版）」）
 米国政府は、平成22(2010)年11月、省庁のITシステムのクラウド化を推進する「クラウド優先政策（cloud-first
policy）」を含む「IT調達戦略」を公表。
（一般財団法人マルチメディア振興センターHP 「ICTグローバルトレンド」）
 クラウドサービスを利用している企業の割合は、33.1％に上昇。また利用サービスは、「電子メール」(50.0%)、「ファイ
ル保管・データ共有」(45.6%)、「サーバー利用」(41.1%)が上位。
(総務省「平成26年版 情報通信白書」)

課題等
 ネットワーク不通時に利用できない
 組織外にデータが通信・保管されるためセキュリティ確
保が重要
 サービスのカスタマイズには制限がある

 既存システムからの移行が容易でない場合がある
 クラウド間での相互運用性確保が課題
など
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１３ IoT(Internet of Things)
概要
Internet of Things（モノのインターネット）の略称。PCやスマートフォンに限らず、セン
サー、家電、車など様々なモノがインターネットで繋がること。

技術的特徴
遠隔地の状況を
即時に把握できる
遠隔地に設置されたセンサーとネッ
トワークを通じて、遠隔地の状況を
即時に把握できる。

出典：総務省 IPv6によるモノのインターネット社会ワーキング
グループ 資料
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000042599.pdf）

未来の予測や
予防保全に使える
遠隔地にある設備や機器の故障等
を予兆できる。

出典：総務省 ビッグデータの活用の在り方 について
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000160628.pdf）

人の判断支援や
機器の制御に活かせる
センシング・分析した結果を、人の判
断支援や機器の自動制御などに活
かすことができる

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeiz
ai/pdf/002_07_00.pdf）

状況に応じて高度な判断を行う場合や機器・設備を自動で最適に制御したい場合な
どに有効

とりまく状況
 ドイツでは、ハイテク戦略のアクションプラン「Industrie 4.0」に、280億円の政府予算を割当。
(平成26(2014)年9月17日 科学技術振興機構「ドイツ政府の第4次産業革命 Industrie 4.0」)
 米国政府は、IoT団体に対して年間100万ドル以上投資。
(平成27(2015)年6月24日自由民主党「デジタル・ニッポン２０１５」)
 国は、「世界最先端IT国家創造宣言」にて、IoTへの対応を含む世界最高水準のITインフラ環境を確保するという方
針。
（平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）
 自民党「デジタル・ニッポン2015(案)」では、国家IoT戦略の構築と打ち出しを提言。
(平成27(2015)年6月24日自由民主党「デジタル・ニッポン２０１５」)
 平成26(2014)年の国内IoT市場売上規模は9.4兆円、2019年には16.4兆円に達する見通し。
（平成27(2015)年2月5日 IDC Japan プレスリリース）
 平成25(2013)年時点でインターネットにつながるIoTデバイスの数は約158億個あり、平成32(2020)年までに約530億
個まで増大。
（総務省「平成27年版 情報通信白書」）

課題等
 取得データに関するプライバシーの確保
 IoTデバイスのセキュリティ確保
 異なるIoTデバイス間での相互運用性確保

 膨大な数のセンサから収集されるデータの通信・処理へ
の対応
 IoTデバイスの電力供給方法
など

98

■資料4 ICTの概要

１４ ウェアラブル端末
概要
腕や頭部など、身に着けて持ち歩くことができるコンピュータのこと。例えば、スマート
ウォッチやスマートグラスなどがある。

技術的特徴
運動中や24時間装着
しながら使える
リストバンド型の端末を腕に装着す
れば、心拍数や身体の動きを計測で
き、スポーツやヘルスケア分野での
活用が見込める。

出典：総務省 「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関
する調査研究の請負報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_08_hou
koku.pdf ）

装着性とICTとしての
機能性を兼ね備えている

リアルの視界に
情報を付加表示できる

腕時計型の端末を使えば、連携する
スマートフォンのメール通知等を表
示でき、利便性向上が図ることがで
きる。

出典：総務省 「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関
する調査研究の請負報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_08_hou
koku.pdf ）

メガネ型の端末を使えば、透過型の
視野部分に付加的な情報を表示で
き、作業効率化が図ることができる。

出典：総務省 「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関
する調査研究の請負報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_08_hou
koku.pdf ）

医療現場等、端末の情報を参照しながら両手を使用したい場合などに有効

とりまく状況
 福井県は、「ふくいｅ－オフィスプロジェクト」の一環として、ウェアラブル端末やそのアプリの研究開発のために行う実
（福井県 「平成27年度 ふくいｅ－オフィスプロジェクト補助金
証実験費用を一部支援。
（ウェアラブル関連実証実験支援分）活用事業者募集要項」）
 ウェアラブル端末は、様々な形態が発売されており、手首又は頭に装着する端末が全体の3分の2ほどを占める。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 平成25(2013)年度に53万台だったウェアラブル端末の国内市場は、平成29(2017)年度には1,310万台まで拡大する
見込み。
（総務省「平成27年版 情報通信白書」）
 手を使わずに機械の操作やマニュアルが読める点を、メガネ型端末の業務メリットとして挙げている人が多い。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）

課題等
 盗撮・追跡等からのプライバシー確保
 装着感の向上（デザイン改良や軽量化など）
 長時間利用に耐えられるバッテリーの実現

 機能・性能の高度化
 電波法の規制緩和
など
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■資料4 ICTの概要

１５ タブレット端末
概要
スマートフォンよりも比較的大きいタッチパネル付き液晶ディスプレイを備えた、
板状の持ち運び可能なコンピュータ。

技術的特徴
持ち運びしやすく、
画面も大きい

起動が速く、
即座に使える

ノートパソコンよりも軽く持ち運びし
やすく、スマートフォンよりも画面が
大きく見やすい。
スマートフォン

タブレット

5
10
画面サイズ(インチ)

パソコンに比べて起動が速く、すぐ使
える。

指で直感的に
操作できる
タッチパネルで直感的に操作可能。

ノートPC
(モバイル用)

15

出典：総務省 スマートフォン及びタブレットＰＣの利用に関する
実態及び意向に関する調査研究
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_07_hou
koku.pdf）

出典：青森県HP 「ICT利活用事例集（スマートフォン・タブレット
端末）」
（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/ICT_jireisyuu.ht
ml）

外出先や現場での対面業務、プレゼンテーション、情報参照を行う際などに有効

とりまく状況
 「世界最先端IT国家創造宣言」では、今後の電子行政サービスにおいて、スマートフォンやタブレット端末の利用を念
頭に置いた本人確認方法を検討。
（平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）
 文部科学省「教育の情報化ビジョン」では、子どもたちに1人1台の情報端末環境（携帯性に優れた高機能なもの）を
整備することが重要な鍵との見解。
（平成23(2011)年４月28日 文部科学省「教育の情報化ビジョン」）
 佐賀県の武雄市では、平成22(2010)年12月、全国の小中学校に先駆けて、小学校に40台のタブレット端末を導入。
（平成27(2015)年6月 東洋大学「武雄市「ICTを活用した教育（2014年度）」第一次検証報告」）
 世田谷区では、窓口等におけるタブレット端末の活用実験（映像通信による手話通訳や区民への案内への活用等）
（平成26(2014)年7月2日 世田谷区「窓口等におけるタブレット端末活用の実験について」）
を実施。
 日本国内のタブレット普及率17.3%に対し、米国・英国・フランス・韓国・シンガポールは40～50%超の普及率。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 スマートフォンとタブレットでのサービス利用率はほぼ同様の傾向だが、電子書籍の利用がタブレット端末に多い。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）

課題等
 マルウェア等に対するセキュリティ対策
 端末の紛失・盗難による情報漏洩リスク
 業務利用における費用対効果の明確化

 アプリケーションが端末のOSに依存
（複数OSに対応するには開発コストが余計にかかる）
など
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１６ 拡張現実（ＡＲ）
概要
Augmented Realityの略称。現実世界に文字、図、音声などのデジタル情報を重ね合
わせる技術。

技術的特徴
現実を映した画面に
情報を付加できる
スマートフォン等のカメラを通して街
中を見ると、店舗に関する情報や口
コミなどが見える。

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenk
yu_kaihatu/str2010/a7_3.pdf ）

実際に行わなくても
イメージを確認できる
スマートフォン等のカメラで自分を写
すと、服などを試着したイメージを確
認できる。

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenk
yu_kaihatu/str2010/a7_3.pdf ）

マーカーの位置に適した
情報を表示できる
ARマーカーを、スマートフォンのカメ
ラを通じて見ると、実在していない建
造物などを表示できる。

出典：姫路市HP 「姫路城グランドオープンについて」
（http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0070/1065/grandopen.
pdf ）

街中の案内、広告・宣伝、教育、アミューズメントとして使用する際などに有効

とりまく状況
 総務省研究開発戦略委員会策定の「研究開発戦略マップ」には、拡張現実（AR）技術に関するロードマップがある。
平成24(2012)年～平成26(2014)年：基盤技術の研究開発、平成27(2015)年：実証評価、平成28(2016)年～：製品開
発・市場展開
（平成23(2011)年7月7日 研究開発戦略委員会「研究開発戦略マップ」）
 総務省「Active JapanICT戦略」における方策の１つに、拡張現実（AR）技術の研究開発・標準化が掲げられている。
（平成24(2012)年7月 情報通信審議会「～Active JapanＩＣＴ戦略～」）
 国土交通省は、訪日外国人旅行者を対象に、スマートフォンを利用した拡張現実（AR）による案内情報の提供方法に
ついて検討。
(平成24(2012)年11月 国土交通省
「拡張現実(AR)による訪日外国人旅行者への案内情報提供ツール導入の手引き」）
 豊中市では、「広報とよなか」の誌面に拡張現実（AR）技術を導入し、文字や写真だけでは伝わりにくい情報を分かり
やすく伝達。
（豊中市HP「拡張現実（AR）について」）
 大阪市（大阪歴史博物館）で、拡張現実（AR）技術を活用して、歴史建造物の復元画像と現実の風景とを重ねて見ら
れるアプリケーションを提供。
(平成24(2012)年4月25日 大阪市 報道発表)

課題等
 付加情報としてのコンテンツ作成や既存情報との紐付
けが必要
 マーカー配置のための物理的スペースや景観の問題
（マーカーを使用する場合）

 位置合わせの精度や画像認識に伴う処理性能への影
響（マーカーを使用しない場合）
 カメラをかざす行為に対する周囲からの抵抗感
など
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■資料4 ICTの概要

１７ 音声認識
概要
人間の声をコンピュータに認識させる技術。読み上げた文章をテキストに変換したり、
音声による指示で機器等を操作をすることが可能。

技術的特徴
音声で情報の入力や
機器の操作ができる
PC等のマイクに話しかけるだけで
（キーボードやマウスを使わずに）情
報の入力や検索等ができる。

出典：情報通信研究機構 情報通信ベンチャー支援センター
HP
（http://www.venture.nict.go.jp/contents/node_2755/node_267
36/node_26738）

音声を文字に
変換できる
人の声を、文字に変換して表示した
り、文字データとして記録できる。

出典：情報通信研究機構 情報通信ベンチャー支援センター
HP
（http://www.venture.nict.go.jp/contents/node_2755/node_267
36/node_26738）

自動翻訳等への
応用も可能
自動翻訳技術と組み合わせることで、
外国人が話した言葉を即時で日本
語に翻訳できる。

出典：国土交通省HP（http://
www.mlit.go.jp/common/001088424.pdf）

コールセンター、会議、外国人との会話、作業場での端末操作、バリアフリーを行
う際などに有効

とりまく状況
 米国政府は平成23(2011)年に「国家ロボットイニシアティブ」を発表し、人工知能（AI）分野や認識（音声、画像等）
分野を中心としたロボットの基礎研究に対して毎年数千万ドル規模の支援を実施。
（平成27(2015)年1月23日 経済産業省 ロボット革命実現会議「ロボット新戦略」）
 総務省は、「グローバルコミュニケーション計画」において、多言語音声翻訳システムの高機能化を推進。
（平成26(2014)年4月 総務省「グローバルコミュニケーション計画」）
 政府は、多言語音声翻訳技術を搭載した様々な端末を観光業や公共交通機関等で活用する方針。
（平成27(2015)年6月19日 「科学技術イノベーション総合戦略2015」）
 音声入力による情報検索、端末操作、文章作成、質問応答など、スマートフォン等に関する様々な音声認識サービス
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
が提供されつつある。
 北海道議会では、会議録の原稿作成用として、平成17年度から音声認識システムを導入。
（平成18(2006)年7月1日 科学技術振興機構 J-STAGE 「情報管理」Vol. 49(2006) No. 4）

課題等
 騒音下、未知の言葉、不明慮な発音などにおける認識
率の向上
 かな漢字変換の精度向上
 複数人での会話における話者識別

 人前で機械に話しかける際のマナーや心理的なハードル
など
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■資料4 ICTの概要

１８ 画像認識
概要
画像データの画像内容を分析して、その形状を認識する技術。文字の認識や顔の認
識、指紋認識、赤外線等を使用した静脈等の認識もできる。

技術的特徴
物体・文字等を
識別できる
画像に写った物体を識別したり、画
像に写った文字をテキストデータに
変換できる。

出典：環境省HP
（https://www.env.go.jp/nature/yasei/sg_windplant/birdstrike/
rep_h25/05.pdf）

異常等を検知できる
画像から、異変のある部位や行動を
検知することができる。

出典：国土交通省 社会インフラにおけるモニタリング技術の活
⽤に向けた取組事例
（http://www.mlit.go.jp/common/001016268.pdf）

人を識別・認証できる
画像に写った身体的特徴から、本人
の識別や認証を行うことができる。

出典：警察庁 平成20年 警察白書
（http://www.npa.go.jp/hakusyo/h20/honbun/html/kd320000.h
tml ）

目視で行っているような検査、監視、物体識別、本人認証を行う際などに有効

とりまく状況
 国は、構造物の劣化・損傷等の正確な把握や、「精密農業」における作物育成、土壌水分、収穫適期の解析などで、
画像処理・解析技術の開発に取り組む方針。
（平成27(2015)年6月19日 「科学技術イノベーション総合戦略2015」）
 画像認識技術の適用事例としては、顔認証、公安面、入国審査、アクセスセキュリティ、デジタルサイネージでのTV
視聴者に応じた広告配信、画像検索などがある。
(平成22(2010)年4月 IPA ニューヨークだより「米国における音声認識・画像認識技術とその応用を巡る動向」)

課題等
 光のあたり方等、環境の影響を受けた場合の認識精度  本人認証で利用した場合に、他人と誤認してしまうケー
向上
スや本人と認識されないケースの発生
 遠方の対象物などに対する認識精度の向上
など
 高解像度の画像のリアルタイム処理

103
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１９ 人工知能（ＡＩ）
概要
人間の知的活動を補助・代替できる、あるいは、人間の脳そのものを模倣したコン
ピュータシステムのこと。人工知能（AI）技術には、画像認識、音声認識、自然言語処
理、機械学習などが含まれる。

技術的特徴
有効な答えを
素早く探し出せる

判断を支援してもらえる

チェスや将棋での対局など、決まっ
たルールに従って多くの選択肢を高
速に分析できる。

出典：総務省「ICT先端技術に関する調査研究 報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_09_hou
koku.pdf）

コンピュータに専門家の知識を与え、
推論等を行わせることで、専門家に
近い判断を示せる（病気診断など）。

出典：総務省「ICT先端技術に関する調査研究 報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_09_hou
koku.pdf）

対応パターンや特徴を
自ら学習できる
コンピュータが、与えられた大量の乱
雑な情報からその内容を認識し、推
論、思考を自ら行えるようになりつつ
ある。

出典：総務省「ICT先端技術に関する調査研究 報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_09_hou
koku.pdf）

画像認識、音声認識、自動翻訳、ビッグデータ分析等を行う際に有効

とりまく状況
 人工知能（AI）としての解析・判断が現実の経済社会活動に組み込まれることで、超スマート社会が到来する見込み。
（平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）
 総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 技術戦略委員会 重点分野WGでは、人工知能（AI）・ロボット分野
での深堀が必要とのことから、平成27(2015)年3月に「人工知能・ロボット アドホックグループ」を設置。
（平成27(2015)年3月31日 技術戦略委員会重点分野WG「人工知能・ロボット アドホックグループの設置について」）
 人工知能（AI）は、WebやSNS、気象レーダー等のセンサー出力等のビッグデータ解析や、スマートフォン等の
コミュニケーションツール等、様々な分野で利用が拡大している。
(平成27(2015)年4月 技術戦略委員会 重点分野WG「人工知能・ロボット アドホックグループ 検討結果とりまとめ」)
 人工知能（AI）に関する動向として、チェス、クイズ、将棋においてコンピュータが人間に勝利するようになってきたこと
や、ロボット技術への応用が図られていることなどが挙げられている。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 特許庁が、「平成26年度 特許出願技術動向調査報告書（概要） 人工知能技術」 として、産業化の動向の各国の状
況や各国の政策状況などを整理。
（平成27(2015)年3月 特許庁「平成２６年度 特許出願技術動向調査報告書（概要） 人工知能技術」）

課題等
 精度を高めるために必要なデータの収集

 感情の理解や表現の実現
など

104

■資料4 ICTの概要

２０ 無人航空機（ドローン）
概要
操縦士が乗らずに、無線での遠隔操作、または、自律的な制御によって飛行する航
空機。カメラ、GPS、センサなどを搭載可能なため、様々な用途での利用が検討され
ている。

技術的特徴
人が行けない場所
からの撮影が可能
人が行けない場所にも行けるため、
搭載したカメラを用いて空撮や危険
地帯の調査などが可能。

出典：国土交通省「無人機に関する現状と課題」
（http://www.mlit.go.jp/common/001085970.pdf ）

農業にも活用できる
種や農薬の散布作業や、搭載したセ
ンサとカメラにより農作物の生育状
況を監視可能。

出典：国土交通省「無人機に関する現状と課題」
（http://www.mlit.go.jp/common/001085970.pdf ）

社会インフラの
点検に活用可能
搭載したカメラを利用して、橋梁、ト
ンネル、ダム、屋根、ビル壁面などの
老朽化状況を点検可能。

出典：総務省「ロボットにおける電波利用の高度化に関する技
術的条件」
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000346986.pdf）

防災、警備、通信中継、インフラ点検、農業、運輸、測量等の分野で有効

とりまく状況
 国は、「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」を開催し、重要施設の警備体制抜本的強化、運用ルール策定、
関係法令の見直し等を推進中。 （平成27(2015)年4月24日小型無人機に関する関係府省庁連絡会議 第１回資料）
 国会では、 平成27(2015)年9月4日、人や住宅が密集する地域でのドローン飛行を規制した改正航空法を成立。
（平成27(2015)年9月4日 NHKニュース）
 内閣府は、自動飛行における「近未来技術に関する実証プロジェクト」と、その実現のための規制改革等を検討。
（平成27(2015)年１月15日 内閣府「「近未来技術実証特区におけるプロジェクト」の募集について」）
 総務省は、第1回「近未来におけるICTサービスの諸課題展望セッション」にて、ドローンの安心・安全な活用について
議論を実施。
（平成27(2015)年5月28日 近未来におけるICTサービスの諸課題展望セッション 第1回資料）
 総務省は、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」（案）に対する意見募集
（平成27(2015)年6月29日 総務省 報道資料）
を実施。
 茨城県は、産業廃棄物の不法投棄監視においてドローンを活用。
（平成27(2015)年7月6日 茨城県HP「６月の不法投棄防止強調月間の実施結果及びドローンの活用状況について」）
 神奈川県は、火山活動により立入り規制された区域内の状況調査に、調査用カメラ付ドローンを活用。
（平成(2015)年6月16日 神奈川県 報道発表）
 鹿児島県は、ドローンによって空撮した観光PR動画を公開。 （鹿児島県HP 「BIRD'S EYE VIEW OF KAGOSHIMA」）

課題等
 墜落被害とその責任問題
 安全かつ適正な利用がなされるための法整備
 テロなどでの悪用の恐れ
 過度な法規制がなされていくことによるドローン産業の
 無許可撮影や盗撮等によるプライバシーや肖像権の侵
縮小化
害
など
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重点整備エリアのアクセスポイントマップ
重点整備エリア（外国人旅行者が多く訪れる 10 地域及び東京 2020 大会会場周辺）近辺の公衆無線
LAN のアクセスポイントをそれぞれ以下の地図上に示す。図示したアクセスポイントは、外国人旅行者
向けに無料 Wi-Fi サービスの提供を行っている大手通信事業者などのうち、もっとも数が多い（提供
エリアが広い）事業者の平成 27（2015）年 7 月時点の設置状況である。なお、それぞれの重点整備エ
リア近辺の設置状況を把握するために、図の中心点から便宜的に一定の距離を設定してその範囲内に
あるアクセスポイントを図示しているが、その範囲は重点整備エリアの区域を示すものではない。

(1)JR 新宿駅

(2)メトロ銀座駅（三越前出口）

(3)メトロ浅草駅

(4)JR 渋谷駅
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(5)JR 東京駅

(6)JR 秋葉原駅

(7)JR 上野駅

(8)メトロ表参道駅

(9)ゆりかもめ台場駅

(10)都営地下鉄 六本木駅
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(11)原宿駅～国立代々木競技場周辺

(12)千駄ヶ谷駅～国立霞ヶ丘陸上競技場～外苑駅周辺

(13)九段下駅～日本武道館周辺

(14)両国駅～両国国技館周辺

(15)東京駅～東京国際フォーラム～有楽町駅周辺 (16)葛西臨海公園駅～葛西臨海公園周辺
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(17)新木場駅～夢の島総合運動場周辺

(18)国際展示場駅～有明コロシアム周辺～東京
ビッグサイト周辺

(19)海の森水上競技場予定地周辺

(20)東京テレポート駅～お台場海浜公園周辺

(21)大井競馬場前駅～大井埠頭海浜公園周辺

(22)飛田給駅～東京スタジアム周辺
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東京都の情報化のあゆみ
1. 第一ステージ(導入初期から普及拡大期への取り組み)
１９６２年（昭和 37 年）

総務局総務部電子計算課を新設

１９６３年（昭和 38 年）

汎用コンピュータを設置（固定資産税等の処理開始、昭和
40(1965)年から給与事務開始、昭和 46(1971)年から人事事
務開始）

１９７８年（昭和 53 年）

「東京都電子データ処理規程」制定

１９８２年（昭和 57 年）

東京都情報処理システム研究会（ＯＡ研究会）を発足
（昭和 58(1983)年４月 第一次報告「ワープロの導入」
、
昭和 58(1983)年 8 月 第二次報告「パソコン及びオフコン
の導入」、昭和 58(1983)年 12 月 第三次報告「ファクシミ
リ・光ディスクの導入」
）

１９８５年（昭和 60 年）

第一次「ＯＡ化推進計画」策定（昭和 60(1985)年～昭和
62(1987)年）
効果 ①都民の情報ニーズへの対応、②科学的な政策決定
③迅速・的確な事業執行、④行政の簡素効率化
施策 ①要員養成、②ＯＡ普及啓発、③ＯＡ専門家会議設
置、④各局ＯＡ化推進

１９８７年（昭和 62 年）

第二次「ＯＡ化推進計画」策定（昭和 63(1988)年～平成
2(1990)年）
（都立病院システム、税務情報総合オンラインシステム、
財務会計システムを他自治体に先行して整備、ネットワー
ク化を目指し都庁標準プロトコルの開発）
管理職ＯＡリーダー研修開始

１９８９年（平成元年）

「システム移行基本計画」策定

１９９０年（平成 2 年）

「システム移行実施計画」策定（丸の内で稼動中の全シス
テムを計画的に新都庁舎へ移行した）
高度情報処理要員養成派遣研修開始

2. 第二ステージ(ネットワークを活用した情報化へ)
１９９１年（平成 3 年）

新都庁舎開庁（中央コンピュータ室開設、ＯＡ－ＬＡＮの
整備、主要な大規模システム一斉稼動）
「東京都電子情報処理規程」施行

１９９２年（平成 4 年）

「ＯＡ化指針」策定 ＯＡの安定稼働、費用対効果の向上
（システム開発の適正化、システムアセスメント制度の実
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施、ダウンサイジング、経費の見直し）
１９９５年（平成 7 年）

「これからの都の情報化のあり方について」策定

１９９６年（平成 8 年）

ＯＡ-ＬＡＮ（庁内）にＴＣＰ/ＩＰ導入

１９９７年（平成 9 年）

「情報化推進計画」策定（平成 8(1996)年～平成 12(2000)
年）
①既存システムの体質改善
②情報の提供・公開・交流基盤の整備
③職員一人ひとりの情報環境の整備

１９９９年（平成 11 年）

東京都情報化ビジョン研究会設置
（社会・経済の変革期におけるＩＴ活用による魅力ある東
京の創生をテーマに、研究会を計８回開催。ＩＴ活用によ
る、環境に優しい東京づくり、電子都庁の実現、文化活動
の活性化、安心して暮らせる地域ネットワーク等を提言）

3. 第三ステージ(個別最適から全体最適へのＩＴ化へ)
２００１年（平成 13 年）

新組織、IT 推進室を立ち上げる。
「電子都庁推進計画」
（平成 13(2001)年～平成 15(2003)年）
国の e-Japan 戦略と対応。
① 都民や事業者が実感できるサービス向上の実現
② わかりやすく身近な行政の実現と都民参画の拡充
③ 業務の抜本的な改革と行政運営の高度化・効率化
④ 都庁の情報基盤整備と既存 OA システムの改善
ＴＡＩＭＳ端末本庁へ配備、インターネット接続
「第１回総合行政ネットワーク運営協議会」開催
（ＬＧＷＡＮの運営体制の確立）

２００２年（平成 14 年）

「３３００万電子都市構築に向けた情報通信戦略～電子
都市構築に関する懇談会報告」を発表
① 電子都市構築のための基盤整備
② 都民が IT 革命の成果を最大限に活用(防災・産業・
教育)
③ 電子自治体の構築と新たな自治体間の連携
東京都情報セキュリティポリシー策定
ＬＧＷＡＮ稼動開始（霞ヶ関、都道府県、政令指定都市）

２００４年（平成 16 年）

システム評価担当部署を設置し、コストダウンを推進
情報セキュリティ委員会を発足、セキュリティ外部監査の
実施

２００６年（平成 18 年）

行財政改革実行プログラムの推進を踏まえた「都庁におけ

111

■資料 6
る今後のＩＴ化取組指針」(仮称)の策定に向けての取組み
を開始。(CIO 設置による統制機能の強化、業務・システム
の最適化、PDCA による検証、システム評価)
セキュリティ対策の強化として、「情報セキュリティ対策
の強化に向けた新たな取組 ３ヵ年計画」の策定による推
進。
平成 19(2007)年 3 月を以って、IT 推進室の組織を改廃。
２００７年（平成 19 年）

4 月より新組織、情報システム部、情報システム課の一部
一課の組織を立ち上げる。
９月７日「今後のＩＴ化取組方針」局長決定
① 業務・情報システムの最適化
② IT 調達の見直し
③ 情報セキュリティ対策の強化
④ IT 人材の育成
⑤ IT 部門の組織改革

２００８年（平成 20 年）

部の重要課題である IT 人材育成のための「IT 人材育成実
行プログラムの」の策定(平成 21(2009)年 1 月)、都庁全体
を俯瞰する情報システム分野の BCP のための「都庁情報シ
ステム危機管理マニュアル兼事業継続計画(BCP)」の策定
(平成 21(2009)年 1 月)を実施し、全庁に周知

２００９年（平成 21 年）

4 月より組織改正をし、有線通信系事業を財務局へ、庶務
事務システムを人事部へ所属替えを実施し、組織のスリム
化を図る。

２０１０年（平成 22 年）

平成 22(2010)年 9 月 「業務・情報システム最適化計画」
策定(行政改革推進部)
全庁最適化を目指す。なお、
平成 21(2009)年、
平成 22(2010)
年度に機器更新等を行ったシステムは、個別最適化計画を
策定する。
① IT による情報共有の促進
② 発生源入力による中間処理の廃止
③ 標準的な情報システム管理とコスト適正化
④ グリーン IT によるカーボンマイナスの実現

２０１１年（平成 23 年）

平成 23(2011)年 10 月～平成 24(2012)年 3 月「ＴＡＩＭＳ
等システム基盤再構築検討委員会」
（平成 23(2011)年 10 月
～平成 24(2012)年 3 月）を設置
システム基盤の再構築の方向性や備えるべき機能等につ
いて検討し、合意形成を図る。

２０１２年（平成 24 年）

平成 24(2012)年 12 月 「システム基盤再構築基本構想」策
定(情報システム部)
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以下のシステム基盤の一体的な再構築を、計画的かつ着実
に推進する。
① ＴＡＩＭＳ
② 内部認証システム
③ データ通信ネットワーク
④ 中央コンピュータ室
２０１３年（平成 25 年）

平成 25(2013)年 9 月 「中央コンピュータ室整備活用計画」
策定(情報システム部)
システム基盤再構築基本構想での中央コンピュータ室の
取組方針に基づき、以下の三点を実施する。
① 財務局による庁舎改修に合わせ、更なる利用拡大に
向けて整備
② 新サービスとして、ハウジングを提供
③ 一般的な民間データセンタ相当のセキュリティを担
保できる設備を整備

２０１４年（平成 26 年）

システム基盤再構築基本構想で示された基盤再構築のう
ち、内部認証システム以外の３つについて、再構築を完了
(中央コンピュータ室の平成 27(2015)年度、平成 28(2016)
年度ラック増設は除く)。

２０１６年（平成 28 年）

平成 28(2016)年 4 月「東京都ＣＳＩＲＴ」設置（予定）
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国、地方自治体、民間事業者、大学・研究機関の役割
分担事例
(1) 光ファイバー
フェーズ

国

開発･実証

・NTT（ 当時の日本電信電話公社） と関 －
連。

開発・実証
～
実用・普及

自治体

同上

－

同上

・昭和 53（1978）年、台東区と目黒区を光フ
ァイバケーブルでつなぐ本格的な現場試験
が開始。
（参考：NTT ホームページ
http://www.ntt.co.jp/RD/magazine/histor
y/vol2.html）

実用・普及

－

－

調達・利用
＜地方公共団体に対する支援＞
・地域情報通信基盤整備推進交付金（平成
19（2007）年度予算：57.0 億円）
・地域イントラネット基盤施設整備事業（平
成 19（2007）年度予算：35.5 億円）
（参考：総務省ホームページ）
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民間事業者

大学・研究機関

・昭和 45（1970）年 米コーニング社が右記の理論検討をもとに開発を
進めた光ファイバーの製造を発表した。
・昭和 54（1979）年、世界に先駆けて NTT は光ファイバーの損失失値
0.20dB/km を 実 現 。 昭 和 61 （ 1986 ） 年 に は 理 論 限 界 値 に 迫 る
0.154dB/km を達成
・平成 14（2002）年、0.148dB/km という超低損失値を住友電気工業が
達成。
※NTT を始めとする国内企業が世界記録を独占していくこととなった。

・昭和 41（1966）年、導波路構造
を持たせた特殊なガラス体が低
損失な伝送媒体となる可能性を
示唆する理論研究を、カオ博士
らが発表。（米国）

・昭和 52（1977）年 NTT（当時の日本電信電話公社）の茨城電気通信 ・米国ベル研究所は、昭和 49
研究所が VAD（気相軸付け）法を開発し、純国産技術による光ファイ （1974）年には MCVD（内付気
バーの量産を成功させた。
相堆積）法を開発し、光ファイバ
ーの量産化に取り組んでいく。
・左記の結果を踏まえて、昭和 56（1981）年には伝送容量 32Mbit/s －
（電話 480 回線分）、及び 100Mbit/s（電話 1440 回線分）の伝送方式
が実用化された。その後、伝送容量は順次拡張され、現在では
40Gbit/s を達成するほどになった。光ケーブル化は当初中継回線か
ら始まったが、昭和 60（1985）年には旭川から鹿児島までを縦貫する
ネットワークへと発展し、平成元（1989）年には太平洋横断海底ケーブ
ルシステムを完成させた。
・平成 13（2001）年、一般家庭での光ファイバーを使った光通信である －
FTTH が、B フレッツサービスとして開始された。
・平成 19（2007）年 3 月には加入者数で ADSL を FTTH が追い抜い
た。
・平成 20（2008）年 3 月には、他通信事業者を含む日本全体でも
FTTH は 1215 万となる。
・今後、さらに高速な伝送方式の標準化が進められており、より高速で
多様なサービスが提供されていく見込み。
・「地域情報通信基盤整備推進交付金」や「地域イントラネット基盤施 －
設整備事業」などの枠組みに沿って、整備事業・工事を実施。

（参考：NTTホームページ http://www.ntt.co.jp/RD/magazine/history/vol2.html
ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC）
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(2) スーパーコンピュータ
フェーズ

国

自治体

開発･実証

・平成 17（2005）年 文部科学省が、ペタフ －
ロップス超級スーパーコンピューティング環
境を実現するオペレーティングシステム（1
秒間に 1 京回の演算処理が可能）などにつ
いての議論、共同利用可能なスーパーコン
ピュータセンターを運用する立場のＷＧ委
員によるプレゼンテーション、地球シミュレ
ータ計画及び地球シミュレータの成果・運
用の最新状況についてのプレゼンテーショ
ン、ペタフロップス超級スーパーコンピュー
ティングシステム開発計画についての議論
等を行った。
（参考：計算科学技術推進ワーキンググル
ープ第２次中間報告概要）

『文部科学省は８日、専門家会合を開き、 －
理化学研究所のスーパーコンピューター
「京」の 100 倍の性能を持つ次世代機を来
春から開発することを正式に決めた。2020
年ごろの稼働を目指す。11 年に世界最速
だった京は３位に後退しており、世界一奪
還を狙う。費用は 1000 億円を超す見通し
で、京のように国産技術だけで賄うのかが
今後の焦点となる。』
（日本経済新聞 平成 25（2013）年 5 月 9 日)

実用・普及

－

－
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民間事業者

大学・研究機関

・平成 18 年（2006）年理化学研究所と民間事業者 3 社によるシステム
の概念設計が開始。
・平成 23 年（2011）年システム詳細設計、試作、評価、製造、性能チュ
ーニングを経て、一部稼働開始。
（参考：「京」プロジェクト年表）

・平成 17（2005）年 文部科学省
が、開発主体として理化学研究
所を選定した。その後、民間事
業者とともに研究・開発を推進。
（参考：「京」プロジェクト年表）

・ＣＰＵ（中央演算処理装置）などの研究・開発。

・ＣＰＵ（中央演算処理装置）な
どの研究・開発。

－

－
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(3) Wi-Fi（1/2）
フェーズ

国

自治体

開発･実証

－

－

Wi-Fi 整備推進ワーキンググループ
日本における Wi-Fｉ環境整備の現状と
課題をまとめ、平成 32（2020）年に向け
たロードマップを作成。
（参考：総務省ホームページ）

Wi-Fi 整備推進ワーキンググループ
国が支援を実施し、地域では自治体が主導
的に Wi-Fi 環境を整備することが必要。
（参考：総務省ホームページ）

・観光拠点及び防災拠点（※）における
公衆無線 LAN 環境の整備を行う地方
公共団体等に対し、その事業費の一部
を補助。
平成 26（2014）年度補正予算（案）8.0
億
『総務省は 2015 年度から、全国の観光
施設に無料で使える無線 LAN（構内情
報通信網）を整備する。地方自治体に
資金支援して、電波を送受信するルー
ターなどを設置する。城や寺社、博物
館といった約５千カ所の観光施設で 20
年までに順次導入していく考えだ。
20 年の東京五輪を控え、通信環境を整
えて海外からの訪日客を呼び込む狙い
もある。』
（日本経済新聞 平成 27（2015）年 8 月
20 日）
－

・都内区市町村の 利用実績あり（ 平成 27
（2015）年 5 月現在で 17 区市町村）。
例：Wi-Fi 三鷹（三鷹市）など

実用・普及
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・自治体主導による公衆無線 LAN サービス
の元祖は平成 21（2009）年にサービスを開始
した岡山県による「おかやまモバイル
SPOT」。
・平成 24（2012）年に福岡市・京都市が相次
いで公衆無線 LAN サービスを開始。
・平成 25（2013）年には広島、静岡、那覇の 3
市もサービスを開始。
・山梨県が提供する「やまなし Free Wi-Fi ス
ポット」。NTT 東日本やシナプテックの協力を
仰ぎ、平成 24（2012）年 2 月にサービスを開
始してからおよそ 2 年で県内に 1,400 以上の
アクセスポイントを設置した。
（参考 MM 総研ホームページ
http://www.m2ri.jp/focus/main.php?id=070
120140127500）

民間事業者

大学・研
究機関
・平成 10（1998）年 IEEE 802.11 が標準化された。（低速であり価格が高く、メーカーが異なる －
と相互に接続できないのが一般的であったため広く普及することはなかった。）
・IEEE 802.11b 正式標準化直前の平成 11（1999）年 7 月にアップルコンピューター社（現：ア
ップル社）が AirPort（日本国内での名称は AirMac）を発表、アクセスポイントが 299 ドル、カ
ードが 99 ドルという低価格で市場にインパクトを与え、これに日本ではメルコ（現：バッファロ
ー）を始め各社も追従し IEEE 802.11b 規格の機器が一般にも広く普及することとなった。
・平成 21（2009）年 9 月、IEEE（米国電気電子学会）が IEEE 802.11n（11n）を正式に策定し
た。
（参考：ウィキペディア）
－
Wi-Fi 整備推進ワーキンググループ
官民連携による Wi-Fi 環境整備の対象とすべき箇所や普及状況を把握し、関係者で共有に
よる整備計画の検討が必要。
（参考：総務省ホームページ）
・「観光・防災 Wi-Fi ステーション整備事業」や「東京都臨海副都心おもてなし促進事業」など
の枠組みに沿い、設備の整備や工事を実施。
（参考：日本経済新聞 平成 27（2015）年 4 月 27 日）

－

－

－
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(3) Wi-Fi（2/2）
フェーズ

国

自治体

実用・普及

－

・東京都港湾局は、2020 年オリンピック・パラ
リンピック競技大会の成功と MICE・国際観光
拠点化の更なる促進に向けて、臨海副都心
が世界中から来訪するお客様を迎えるにふ
さわしいホスピタリティの高いまちとなるよう、
外国人旅行者の受入環境整備に資する事
業等へ支援する補助制度を創設した。補助
対象事業には、「新たな観光資源の創出に
資する事業」のほか、「外国人旅行者の受入
環境整備に資する事業」として「無料 WｉFｉ利
用環境の整備」が挙げられている。
（参考：「『東京都臨海副都心おもてなし促進
事業』補助制度を新設平成 27 年度の募集を
開始！！」平成 27 年 4 月 2 日東京都港湾局
発表）
無料公衆無線 LAN 整備促進協議会

無料公衆無線 LAN 整備促進協議会
観光庁は、訪日外国人旅行者向けの無 東京都及び福岡市が構成員として参加
料公衆無線 LAN の整備促進に取り組 している。
むため、総務省と連携して協議会を設
置した。公共交通、宿泊・飲食・商業施
設、自治体、通信事業者等関連する幅
広い分野の団体・企業から構成されて
おり、当協議会の体制を活用して、無料
公衆無線 LAN 環境の更なる整備促進、
利用できる場所の周知・広報、利用手
続きの簡素化等を検討していく。
（参考：観光庁 HP「無料公衆無線 LAN
整備促進協議会」
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民間事業者

大学・研
究機関
・「観光・防災 Wi-Fi ステーション整備事業」や「東京都臨海副都心おもてなし促進事業」など －
の枠組みに沿い、設備の整備や工事を実施。（再掲）

無料公衆無線 LAN 整備促進協議会
観光庁・総務省とともに、無料公衆無線 LAN 環境の更なる整備促進、利用できる場所の周
知・広報、利用手続きの簡素化等を検討。
（参考：観光庁ホームページ http://www.mlit.go.jp/kankocho/Wi-Fi-kyougikai.html）
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(4) まちづくり
フェーズ

国

自治体

開発･実証

ICT 街づくり推進事業
全国 27 箇所における地域実証プロジェク
ト
（参考：総務省ホームページ）

ICT 街づくり推進事業
自治体は個別に参加。
例：平成 24（2012）年度 「三鷹市コミュニ
ティ創生プロジェクト」（東京都三鷹市）

実用・普及

ICT まち・ひと・しごと創生推進事業実施 ICT まち・ひと・しごと創生推進事業
自治体は個別に参加。
要領
全国 27 箇所における ICT を活用した街
づくりの成果事例を活用し、これらの事例
において構築したシステムの横展開や自
立的・持続的な整備を通じて、地域の活
性化を図る。
（参考：総務省ホームページ）
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民間事業者

大学・研究機関

・国や自治体との契約や協定に基づき、技術の提供や設備の整備 －
を実施。

・国や自治体との契約や協定に基づき、技術の提供や設備の整備 －
を実施。
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東京都オープンデータ推進庁内ガイドライン
平成２７年１０月２３日
２７総情企第８３９号
総 務 局 長 決 定
１

目的
本ガイドラインは、国が策定した「世界最先端IT国家創造宣言」
（平成25年
６月14日閣議決定）、
「新たなオープンデータの展開に向けて」
（平成27年６月
30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）等を踏まえ、東京都
（以下「都」という。）におけるオープンデータの推進に向けた基本的な考え
方及び取組の方向性について示すものである。

２

オープンデータの定義
オープンデータとは、機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な
利用ルールで公開するデータである。

３ オープンデータ推進の意義
（１）都民と行政の協働促進による都民サービスの向上・地域課題の解決
都は、積極的な情報公開及び情報提供の運用を進めるとともに、都民と
情報を共有し、活用することにより、利便性の向上と地域課題の解決を図
る。
（２）新産業の創出、地域経済の活性化
オープンデータを産業活動の様々な分野で活用することにより、新たな
サービス及びビジネスの創出が期待でき、地域経済の活性化に寄与する。
（３）行政の透明性・信頼性の向上及び効率化
オープンデータ及びオープンデータを活用したサービスを通じて、都の
施策の分析及び評価を行うことが可能になり、都政の透明性及び信頼性を
高める。
また、各局の施策推進においてデータ分析等を行うことで、業務の高度
化及び効率化を図る。
４ 基本原則
（１）各局が保有するデータは、積極的に公開する。
（２）取組可能なデータから速やかにオープンデータとして公開するなど、効
率的に推進する。
（３）可能な限り、機械判読可能な形式で公開する。
（４）利用目的の営利非営利を問わず活用を促進する。
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５

推進体制
オープンデータは、
「都民生活・都政の高度化に向けたＩＣＴ利活用促進委
員会」の指示のもと、全庁的な体制によって推進する。

６

オープンデータ化の対象となるデータ
各局が保有する情報のうち、ウェブサイトに掲載し公開・公表しているデ
ータについては、原則としてオープンデータ化の対象とする。
ただし、法令又は条例等による制約があるもの及び具体的かつ合理的な理
由により二次利用が認められない情報は、オープンデータ化の対象外とする。
個人情報などの東京都情報公開条例（平成 11 年東京都条例第５号）に規定す
る非開示情報はオープンデータ化の対象外とする。

７ オープンデータの利用ルールと著作権意思表示
（１）二次利用のための必要な情報の表示
二次利用が可能であることをわかりやすく表示するため、オープンデー
タとして公開するデータは「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示
2.1 日本」を活用するとともに、制約がある場合はその内容を明示するな
ど、当該データの活用条件を表示する。
（２）第三者が著作権その他権利を有する情報を含むデータの取扱い
外部に委託した業務の成果物、都民・事業者から提供された情報等、第
三者が著作権その他権利を有する情報が含まれる場合は、当該データの二
次利用が可能となるよう、データの収集、委託契約の締結等に際しては、
第三者との間で合意を得るよう事前に調整を行うこととする。
８

オープンデータの公開方法及び公開基盤の整備
当分の間、オープンデータは、都のウェブサイト（東京都オープンデータ
一覧（試行版））に掲載することにより公開する。
本格的な利活用に向け、将来的には、オープンデータの公開場所として、
利便性向上に配慮し、以下の要件を備えたカタログサイトの整備を目指す。
（１）オープンデータを一覧表示すること。
（２）分野別、キーワード等による検索機能を有すること。
（３）容易にアクセスできること。
（４）日本政府、関連自治体のカタログサイトのデータと連携できること。
９ オープンデータの形式と構造
（１）データ形式
公開するデータについては、特定のアプリケーションに依存せず、容易
に加工可能な機械判読に適したデータ形式（CSV 等）で公開することに努め
る。
ただし、オープンデータ拡充を第一とするため、当分の間、従来のデー
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タ形式による公開を妨げない。
（２）データ構造・分類
オープンデータの分類については、当分の間、東京都公式ホームページ
の「分野からさがす」を活用する。
１０ オープンデータの維持管理
（１）データの信頼性の確保や改ざんリスクへの対応
適切なセキュリティ対策、改ざん対策を実施する。
（２）データの鮮度の維持と更新情報の通知
迅速な公開又は鮮度の維持が重要なデータについては、可能な限り速や
かに公開するとともに、適時適切な更新を行う。
また、データの時点、作成日時、更新の周期等の開示、更新情報の通知
を速やかに行う。
（３）免責事項などの表示
都はデータの正確性の確保に努めるが、その正確性を保証するものでは
ない。公開されたデータを使用したことにより、データを利用した当該者
又はデータ加工若しくは二次利用した結果を利用した第三者に損害が生じ
た場合において、都は、理由の如何を問わず、その責を一切負わず、紛争
解決はデータを利用した当事者間で解決しなければならない旨を記載した
「東京都オープンデータ利用規約」をオープンデータ公開場所に掲示する。
また、利用者はデータの取得をもって利用規約に同意したとみなす旨を
表示する。
１１ 利活用推進のための取組
（１）庁内外の意見・問合せへの対応
庁内外又は関連団体から意見、問合せ及び各種提案があった場合には、
各局が連携して対応する。
（２）利活用推進のための支援
オープンデータについて、広報等を活用した周知、関連イベントの開催
等により、都民及び利用者への認知拡大と利活用促進の取組を行う。
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用語集
項番

用語

定義

1

ウェアラブル端末

腕や頭部など、身に着けて持ち歩くことができるコンピュータのこ
と。例えば、スマートウォッチやスマートグラスなどがある。

2

オープンデータ

統計・行政などのデータを誰でも自由に二次利用できるよう、政府
や自治体等が機械判読に適した形式でデータを公開すること。

3

音声認識

人間の声をコンピュータに認識させる技術。読み上げた文章をテキ
ストに変換したり、音声による指示で機器等を操作をしたりするこ
とが可能。

4

画像認識

画像データの画像内容を分析して、その形状を認識する技術。文字
の認識や顔の認識、指紋認識、赤外線等を使用した静脈等の認識も
できる。

5

クラウド

ネットワーク上にある情報サービス等を、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。

6

サイバー攻撃対策

特定のコンピュータシステムやネットワークに対して、インターネ
ットを利用した不正アクセスやコンピュータウイルスの送付などを
通じて行われる破壊活動やデータの窃取、改ざんなどの行為から、
当該システムやネットワークを防御するための技術。

7

自動翻訳（機械翻訳） 人々が日常のコミュニケーションで使っているある言語（例えば日
本語）を別の言語（例えば英語）に自動で翻訳する技術。

8

人工知能

人間の脳と同様の知的活動を行うことのできるコンピュータシステ
ムのこと。画像認識／音声認識や自然言語処理、機械学習などの技
術を応用して、人間の活動を補助、代替させている。ロボットの制
御における人工知能の適用が進められている。

9

タブレット端末

スマートフォンよりも比較的大きいタッチパネル付き液晶ディスプ
レイを備えた、板状の持ち運び可能なコンピュータ。

10

地理空間情報

位置を示す情報、及び、その位置情報に関連付けられたデータ（地
図、統計情報、衛星画像等）からなる情報。

11

デジタルサイネージ 公共空間等に設置したディスプレイなどの表示機器を用いて、広告
や行政情報を表示する電子看板のこと。

12

電子自治体

住民・企業の事務負担軽減や利便性向上、行政事務の簡素化・合理
化などを図るために、自治体が情報通信技術を活用して、行政サー
ビスを提供するもの。
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項番

用語

定義

13

光ファイバ

ガラスやプラスチックの細い繊維でできた、光を通す通信ケーブル
のこと。電気信号を通すことで通信を行うメタルケーブルに比べ、
データ伝送速度が格段に速く、一度に伝送できるデータ量も格段に
大きいといった特徴をもつ。

14

ビッグデータ

過去から蓄積されてきた情報や、ICT 技術の革新によって新たに生
成された情報（SNS に書き込まれた情報やスマートフォン等の GPS
で取得された位置情報等）など、多様で膨大なデータのこと。また、
これらのデータから新たな価値を生み出すために必要なデータ処理
の仕組みのこと。

15

ブロードバンド

従来のアナログ電話回線に比べて、高速で大容量の通信ができる回
線や接続サービスのこと。例えば、ADSL、CATV、FTTH、3G 以降の携
帯電話などの通信サービスが該当する。

16

マイナンバー制度

住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障、税、
災害対策の分野で情報を管理・活用することで、行政の効率化や国
民の利便性を図る制度。

17

3.9 世代携帯電話

ブロードバンド並みの高速通信が可能な携帯電話の通信方式のこ
と。第 3 世代携帯電話(3G)を高速に改良したものであり、例えば、
LTE(Long

Term

Evolution) や モ バ イ ル

WiMAX(Worldwide

Interoperability for Microwave Access)などの通信方式が第 3.9
世代にあたる。
18

AR

Augmented Reality (拡張現実)の略称。現実世界に文字、図、音声
などのデジタル情報を重ね合わせる技術。

19

BEMS

Building Energy Management System の略。ビルエネルギー管理シ
ステム。業務用ビル等において、室内環境・エネルギー使用状況を
把握し、室内環境に応じた機器または、設備等の運転管理によって
エネルギー消費量の削減を図るシステム。

20

BWA

広帯域移動無線アクセスシステム(Broadband Wireless Access)の
略。無線を用いて高速にデータ通信を行う規格のこと。

21

CATV

ケーブルテレビ(Cable television)の略。同軸ケーブルや光ファイ
バケーブルなどを使ったテレビの有線放送サービス。回線は電話や
インターネット接続にも用いられる。

22

DSL

デジタル加入者線(Digital Subscriber Line)の略。既存の電話回線
を使って、高速なデータ通信を可能とする技術のこと。

23

FTTH

Fiber To The Home の略。通信事業者の基地局から一般家庭に光フ
ァイバを引き込み、電話、インターネット、テレビなどのサービス
を提供する構想のこと。現在では、光ファイバを用いたブロードバ
ンドサービス全般をさすことが多い。
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24

FWA

固定無線アクセスシステム(Fixed Wireless Access)の略。加入者（家
庭や企業など）と通信事業者との間を無線で接続するシステムのこ
と。ケーブルの敷設が不要となるため、配線が困難な場所などでも
通信環境を整備できるのが特徴。

25

GIS

デジタル化された地図の上に、地理空間情報を重ね合わせ、情報の
分析・解析を行ったり、情報を視覚的に表示させたりするシステム。

26

HEMS

Home Energy Management System の略称。家庭の電力制御や家電製
品等の効率的な運転管理によって、エネルギー消費量の削減を図る
システム。

27

ICT

ICT(Information & Communications Technology)＝情報通信技術。
情報やデータを伝達する技術及びそれらの技術が要素技術として組
み込まれている技術のこと。従来の「IT」の意味合いに加え、ネッ
トワーク通信による情報・データの共有等コミュニケーション性、
双方向性が加味された技術。
総務省によると、「我が国が抱える様々な課題（少子高齢化、医師
不足、協働教育の実現、地域経済の活性化等）に対応するために、
ICT（情報通信技術）の利活用は必要不可欠なものとなって」おり、
「我が国は、世界最先端の ICT 基盤を備えており、この基盤を有効
に利活用する必要」があるとされています。

28

IoT

Internet of Things（モノのインターネット）の略称。PC やスマー
トフォンに限らず、センサー、家電、車など様々なモノがインター
ネットで繋がること。

29

ITS

最先端の情報通信技術を用いて、人と道路と車両とを情報でネット
ワーク化し、交通事故、渋滞、環境悪化などの道路交通問題を解決
するシステム。

30

MEMS

Mansion Energy Management System の略称。マンションの建物内で
使用する電力等を計測し、空調・照明設備等の接続機器の制御やデ
マンドピークを抑制・制御する機能等を有するエネルギー管理シス
テム。

31

Wi-Fi

パソコンやスマートフォン等の機器にケーブルをつながずに、無線
でデータを送受信する仕組み。無線 LAN の規格の１つ。
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