政策研究報告書

「ユビキタス都市中野」の推進に関する研究

２００９年３月

中野区政策研究機構

はしがき
―未来のインテリジェントシティ・ナカノへの布石―
中野区は、2008年3月に「中野区地域情報化推進計画」（以下、「推進計画」という。）
を策定し、近年社会の各分野におけるユビキタス化、すなわち急速に進展するICT（情報通
信技術）の効果的な活用による地域情報化の方向性と施策について、区民生活、地域社会、
行政の三分野毎に、今後10年程度を視野においた概括的なガイドラインを示している。本
研究は、「ユビキタス都市中野実現へのステップ」という「推進計画」の基本的な目標・
方向性に沿いながら、中野区政策研究機構が別途取り組んでいる「中野区2050年・区民生
活の展望」研究における未来の都市イメージとも関連付けて、中野区がユビキタス政策を
推進する上で、当面有効と考えられる政策プログラムを提言したものである。
具体的には、ユビキタス・コンピューティング（どこでもコンピュータ）による情報の
自動認識機能等に着目した「ひとり暮らし高齢者の見守りシステム」
、区民のワーク・ライ
フ・バランス向上につながる「テレワーク・システム」及び未来都市を展望した「中野駅
周辺まちづくりにおけるユビキタス実証実験」の三項目を主たる提案プログラムとし、さ
らに関連のサブ・プログラム・メニューをも提示している。
目下ハイスピードで進行中の高度情報化は、有線中心のブロードバンド環境から、有線・
無線の区別のないユビキタス・ネットワーク環境へと移行し、21世紀の半ばまでには、情
報ネットワークが市民生活の隅々にまで普及する社会、すなわちインテリジェントシティ
（高度情報化都市）を現出させることになるだろう。区内全域で随時ネットワークへの接
続ができ、だれもが必要な情報をいつでも享受できるとともに、相互の情報交換が可能に
なる。安全性が担保されれば、市民生活をより豊かで充実したものに変えていくに違いな
い。
中野区は、高いケーブルテレビの普及率などを除くと、これまでICTに関して際立った特
徴は見られなかったが、政策面では「推進計画」の策定を契機に組織体制等を整備するな
ど、未来のインテリジェントシティに向けて大きく舵を切ったように思える。本研究で提
案されている政策情報・アイディアが、別途取り組んでいる「中野区2050年・区民生活の
展望」研究と併せて、「ユビキタス都市中野」への歩みを加速し、さらに未来に展望される
「インテリジェントシティ・ナカノ」実現に向けた戦略的な布石となることを願う次第で
ある。
2009年3月
中野区政策研究機構所長

澤井 安勇
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研究メンバー 高村和哉（政策研究機構）

序章
１

課題の背景
我が国において、「どこにでもある（遍在する）」ことを意味するユビキタスという言葉

が広く知られるようになったのは、2000 年に野村総合研究所が刊行した『ユビキタス・ネ
ットワーク』以降であるといわれている。総務省は 2004 年 12 月、この野村総合研究所の
協力を得て、世界最先端の情報化国家をめざし、ユビキタスネット社会の実現に向けた
「u-Japan 政策」を定めている。
ユビキタス・コンピューティングは、生活の至るところで自由にストレスなく、安心し
て利用できる情報通信ネットワークや通信サービスの環境をいうものである。近年、それ
らの技術発展はめざましい。いつでもどこでも携帯電話で通信が行え、携帯電話の Web サ
イトから多くの情報が得られるようになったこと一つとっても、そのことは明らかである。
新たなビジネスを創出するとともに、便利で快適なライフスタイルを実現するものとして
さらなる期待が寄せられている。こういった中、東京都は「東京ユビキタス計画」を策定
し、最先端のユビキタス ID 技術を駆使した情報サービスの提供に関する実証実験に取り組
んでいる。
一方で、ユビキタス・コンピューティングは、具体的なサービスや実現方式を示したも
のではないため、人によって思い思いに想起する言葉になっており、その概念は今ひとつ
明確になっていない側面がある。
中野区においては、ICT の効果的な活用による「中野区地域情報化推進計画」を策定し、
その副題を「ユビキタス都市中野 実現へのステップ」としている。しかしながら、ユビキ
タス都市のイメージについては、「u-Japan 政策」の理念を援用しただけに留まっており、
中野におけるユビキタス都市のビジョンを示すには至っていない。
２

研究の目的
ユビキタスを取り巻く現状と課題を明らかにすることによって、「u-city Nakano」の理

念と目標を探るとともに、それを推進するための基本的方向性と当面取り組むべき政策案
を提示することを目的とする。
３

本論文のフレームワーク
ユビキタスを論ずるにあたっては、ICT に関する考察が不可欠であるが、その利活用が

重要であるとの認識に立ち、本論文では、技術論に傾倒しないよう注意する。
第 1 章では、ユビキタスとユビキタス・コンピューティングの定義を明らかにした上で、
ユビキタス・コンピューティングの性質と効果・影響を考察する。
第 2 章では、まず、ユビキタスに関する国や東京都の取り組みを概観し、その特徴を明
らかにする。次に、ICT に関する動向を取り上げ、現在の技術全般、利用状況やその意識
1

を探るとともに、ユビキタス・コンピューティング技術の将来可能性を考察する。
第 3 章では、第 1 章・第 2 章を踏まえて、
「ユビキタス都市中野」を推進するための政策
案を提示する。「u-city Nakano」の理念と目標を示した上で、当面行うべき取り組み案を
示す。この章が本論文の結論部分となる。
終章では、結論に至った理由などを再確認する一方、本論文では触れることができなか
った課題を明らかにする。

2

第１章

ユビキタスとは何か

１－１

ユビキタスの定義

ユビキタス（ubiquitous）とは、ラテン語の“ubique=あらゆるところで”を語源とする
「どこにでもある（遍在する）」ことを意味する英語で、本来的には宗教的な用語であった。
近年、ユビキタスが情報の分野で注目されるようになっている。ユビキタス社会とは、
「い
つでも、どこでも」情報サービスが得られる社会ということができる。ユビキタス・コン
ピューティングの第一人者である坂村健氏は、
「ユビキタス化によって進むのは、単なる分
散ではなく、分散と同時に進む再統合、つまりは、社会機能の切り分け方の再構築と捉え
ることが適切である」と指摘している。
１－２

ユビキタス・コンピューティング

１－２－１

定義

ユビキタスは、コンピューティングやネットワークとあわせて使用され、議論されるこ
とが多い。ユビキタス・コンピューティングとは、「コンピュータの機能がどこにでもある
こと」であるといえる。
「生活環境の中にコ
マーク・ワイザー1が主張したユビキタス・コンピューティングとは、
ンピュータ利用環境とネットワークが埋め込まれ、それらの存在を意識することなく利用
できる環境」
、つまり、
「コンピュータの透明化（“見えない”化）がより進むこと」である。
「最も成熟した技術は、その姿を語らせない」ともいっている。
ユビキタス・コンピューティングが追求していることは、情報の自動認識であり、その
情報を利用した制御及び情報サービスの効率化であることに異論の余地はないだろう。
１－２－２

基本的技術

ユビキタス・コンピューティングに関する技術は、モノや場所に IC チップを組み込んで
いく（組み込みコンピュータ）とともに、情報やサービスをネットワーク化することが基
本といえる。今後は特に、時や場所を深く意識した情報処理を行うことになろう。これに
より、人とモノ、モノとモノの通信が可能となる。
また、このことを前提とすると、多様なコンピュータをエフォートレス（簡単に）で相
互に接続し、協調処理する（グリッドコンピュータ2の応用）ことが進んでいくと想定され
る。

1

ユビキタス・コンピューティングの祖（1952-1999 年）。米ゼロックスのパロアルト研究所主
任研究員。1991 年に発表した論文による。
2 ネットワークを介して複数のコンピュータを結ぶことで仮想的に高性能コンピュータをつく
り、利用者はそこから必要な処理能力や記憶容量を取り出して使うシステムのこと。複数のコン
ピュータに並列処理を行わせることで、一台一台の性能は低くとも高速に大量の処理を実行でき
るようになる。ビジネス利用や学術研究などで多くの可能性が模索されている。

3

１－２－３

性質

ユビキタス・コンピューティングは、次の二つの性質を有するといえる。
① インフラ・イノベーション
イノベーションは、本来、技術革新のみならず、新商品の導入や市場の開拓、組織の
改編なども含む概念である3。ユビキタス・コンピューティングは、多くの要素技術の組
み合わせであり、したがって、本質的に運用体制や制度開発を含まざるを得ないため、
ソーシャル・イノベーション（制度・構造）の性格が強くなるといえる4。ICT の分野で
は、オープンな「標準化」を行うことの効果が高く、ゆえにその重要性も高い。つまり、
技術可能性以上に「標準化」できるか、法的にクリアできるかなど、制度や体制が問題
となるケースがますます多くなっていく。日本は欧米に比べて「標準化」の調整が進ま
ないといわれており、ユビキタス化を推進するための大きな課題の一つである。
② 目的達成のための手段
ユビキタス・コンピューティングは、それ自体が目的ではなく、あくまで目的達成の
手段である。何でもできるようにすれば良いというものではない。何のためにユビキタ
ス・コンピューティングを使うのかが重要となる5。それは、ユーザー（住民）にとって
メリットがどこにあるのかを明らかにすることでもある。さらに、人々の根本的な欲求
を満たすための手段にもなり得るともいえる。
自治体である中野区として考えた場合には、基本構想で描いた将来像を実現するため
にユビキタス・コンピューティング技術を活用することが考えられる。この点を確認し
ておきたい。
１－２－４

効果・影響

ユビキタス・コンピューティング技術には、空間・地理や時間の制約を緩和する効果、
あるいは機能がある。その結果、例えば、ビジネス分野においては、経営の意思決定が迅
速になり、企業の統合や分割、施設（建築物）の売却や購入などが活発になることが予想
される。また、組織等の危機管理力を高める、環境を改善する（環境負荷が軽減する）こ
とができるなど、社会的課題の解決にも貢献することが期待できる。
ユビキタス・コンピューティングの未来を考えると、次の四点が可能になるといえる6。
・自然環境情報（災害等）の把握
・社会基盤情報の把握

3

オーストリアの経済学者シュンペーター（1883-1950 年）による定義
前出、坂村健の指摘による。
5 マーク・ワイザーは、人が目的を達成さえできれば良いという考えである。坂村健は、
「人口
減少・少子高齢社会においても今の生活水準を維持するためにユビキタス・コンピューティング
技術（社会全体の自動化と効率化）を使用する」といっている。
6 坂村健の見解に基づいた整理である。
4

4

・人のいる場と方向・姿勢のゆるい把握
・自分の身体状態の把握
この中で説明が必要なのは、社会基盤情報の把握であろう。これは、例えば、道路に ucode7
を付与し、ひびが入ったなどの異常があったときに知らせるといったことである。
人のいる場と方向・姿勢のゆるい把握や自分の身体状態の把握は、利便性が高まること
は間違いない一方、個人に属する直接的な情報（健康状態等）が他人に漏れる可能性があ
るなど、犯罪等につながる危険性も有している。
ところで、坂村健氏は、哲学的な考察も行っている。ユビキタス・コンピューティング
は、人間が世界を深く認識することを助ける技術であり、一人ひとりの行動が（社会）全
体にどう影響するかが綿密にわかることによって、一人ひとりの振る舞いが良くなること
が期待できると語っている8。ユビキタス・コンピューティングは、人々の暮らし方、働き
方、生き方にまで影響を与えることになり、その意味では、前節で示した目的達成の手段
以上になり得るといえる。
さらにいうと、それは、多様性を受容する社会、価値を重視する社会を促進していくこ
とにつながるということができる。

ucode は、モノや場所を識別するために、ひとつひとつに対して与えられた「世界にたったひ
とつの番号（固有の ID）」のこと。ユビキタス・コンピューティングに関する基盤技術の確立と
普及を目指すユビキタス ID センターによって管理されている。
8 「安全・安心な社会、サステナブルな社会の実現といったものは、基本的には個人の自由や多
様性とトレードオフの関係にあるが、状況認識の自動化が進むことによって、自由や多様性を犠
牲にすることなく社会の効率化を可能にする」という指摘もしている。
7

5

第２章

ユビキタスを取り巻く現状と課題、可能性

２－１

国・都の動向

２－１－１

政府・総務省のＩＴ政策の変遷

我が国においては、2001 年に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）が施
行されるとともに、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）が内閣に設

置された。これが IT 国家戦略の基点であるといえる。このとき、2005 年までに世界最先
端の IT 国家を実現することをめざして「e-Japan 戦略」9がスタートしたが、この戦略にお
けるブロードバンドインフラの整備目標（高速インターネットアクセス網に 3,000 万世帯、
超高速インターネットアクセス網に 1,000 万世帯が常時接続可能となる環境整備）は早期
に達成された。この結果を受けて、2003 年に「e-JapanⅡ戦略」が策定され、ブロードバ
ンドのさらなる拡充を進める一方で、IT の利活用を重視する政策へ転換していくことが明
確にされた。こういった中で、総務省が野村総合研究所の協力を得ながら策定したのが
「u-Japan 政策」である。
「u-Japan 政策」は、2010 年に向けて、いつでも、どこでも、だれでも ICT の恩恵を実
感できる社会をめざして、理念とそれを実現するための取り組みを明らかにしたものであ
る。大目標を「世界最先端の ICT 国家として先導する」と定めている。
「u-Japan 政策」の
位置づけと基本思想を整理したものが図 2-1 である。
図 2-1 「u-Japan 政策」の位置づけと基本思想

総務省ホームページより作成

この政策は、インフラ整備と利活用促進を軸として三つの方向において展開されている。
第一に、「ユビキタス・ネットワーク整備」である。
第二に、「ICT 利活用の高度化」である。
9

坂村健をはじめとした有識者からは、世界一のブロードバンドの普及率達成という目標が追求
された一方で、それが何のためになるのかが明確でなかったという評価がなされている。

6

第三に、ユビキタス・ネットワークのインフラ整備が、ICT 利活用の高度化に的確につ
ながるように、安心・安全な利活用環境整備を行っていくことである。
以上の三つの方向性について、2010 年までの「u-Japan 政策パッケージ」が作成されて
いる。これは、国と自治体の施策及び民間部門に働きかける取り組みを工程表にし、包括
的に示したもので、極めて多岐にわたった内容となっている。
本来は、ユビキタスという大きな概念と目標があって、それを実現、あるいは促進する
ために IT（ICT）があると考えられる。総務省の「u-Japan 政策」が内閣府の IT 戦略の上
位となるはずである。しかし、実状はその逆になっており、内閣府の IT 戦略に貢献するた
めのものとして、総務省の「u-Japan 政策」があるといえる。理由は次のとおりであると
考える。
・日本の国際競争力が低下する中で、IT の成否が一国の経済成長と密接に結びついてお
り、喫緊の課題であった。
・IT は、ユビキタスと異なり具体的なサービス等を想起しやすい。
・日本において、ユビキタスという言葉が広く知られるようになってから 10 年も経って
いない。
いずれにせよ、ユビキタスの理念を、
後付けで IT 戦略等に付け加えている感は否めない。
図 2-2 内閣府の IT 戦略と総務省のビジョンの関係
～2010年 2011年

～2005年

2005年までに世界最先端のIT国家を実現

e-Japan戦略
（2001年1月）
ブロードバンドイン
フラの整備

e-Japan戦略Ⅱ
（2003年7月）
IT利活用重視

2010年いつでも、どこでも、だれで
もICTの恩恵を実感できる社会の実現

完
全
デ
ジ
タ
ル
元
年

デジタルジャパン
（2009年6月策定予定）
2015年までの目標

IT新改革戦略
（2006年1月）
2010年までの目標
ITによる構造改革力の追求

内閣府
◆IT基本法
◆IT戦略本部

情報通信政策（ビジョン）
総務省

IT国際政策の基本
的な考え方
（2004年9月）

完
全
デ
ジ
タ
ル
元
年

貢
献

u-Japan政策
（2004年12月）
ユビキタスネット社会の実現
ユビキタスネット
社会憲章
（2005年5月公表）

xICTビジョン
（2008年7月）

「e」から「u」への進化

総務省公表資料より作成

7

内閣府、総務省ともに、
「完全デジタル元年」となる 2011 年を各政策における当面の目
標としている。現在、2015 年までの目標を定めた新たな国家 IT 戦略である「デジタルジ
ャパン」10の策定作業が行われている。「テジタルジャパン」では、デジタルパワーであら
ゆる無駄を撲滅するデジタル・エコ社会、デジタルパワーですべての市民・企業が元気に
なり、夢を実現できる社会をめざしていくことが明らかとなっている。
２－１－２

国・都の主な施策

内閣府、各省庁等では、ユビキタスに関するさまざまな施策を展開している。縦割りの
感は否めないものの、具体的なプロジェクトとして成果が上がっているものも少なくない。
主な施策の概要を紹介する。
① 内閣府
内閣府に設置されている総合科学技術会議では、科学技術連携施策群の一つとして、
高度ユビキタスオープン統合基盤の構築を目標に「ユビキタス・ネットワーク〜電子タ
グ技術等の展開〜」を推進している。
② 総務省
平成 20 年度より「ユビキタス・プラットフォーム技術の研究開発」を開始している。
詳細な場所を特定できる空間コードを活用し、屋内外を問わず、利用者の位置や場所に
関する情報をいつでも、どこでも容易に利用可能とするユビキタス空間情報基盤技術の
開発等に取り組んでいる。
また、
「ICT 改革促進プログラム（2007 年 4 月）
」及び「ICT 国際競争力強化プログラ
ム（同年 5 月）」に基づき、「ユビキタス特区」を創設した。2009 年 3 月現在、31 件が
「ユビキタス特区」事業として認定されている。日本の情報関連技術における国際競争
力の強化をめざしている点が特徴である。
さらに、
「e-JapanⅡ戦略」や「u-Japan 政策」に基づき、ICT による先行的社会シス
テム改革の一環として、テレワークを普及促進するための取り組みに力を入れている（目
標：2010 年テレワーカー比率 20％（約 1,300 万人））。
③ 経済産業省
経済産業省は、情報の種類によらず大量の情報の中からユーザーが求める情報を的確に
検索・解析する共通技術（「知的情報アクセス技術」）の開発を目的とした「情報大航海プ
ロジェクト」を展開し、
「e 空間」と「ユニーク ID」という 2 つのテーマで開発と実証実
験を行っている。
「e 空間」では ucode などの技術を利用して空間に関する情報を共通管理するためのデ
10

フランス政府が策定している、デジタル経済発展計画「デジタルフランス」がモデルといわ
れる。
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ータベースを構築し、モバイル環境に対応した「今だけ、ここだけ、あなただけ」の情報
を提供し、来訪者の行動を誘発する e 空間サービス「ぷらっと Plat」に取り組んでいる。
「ユニーク ID」では、取引や決済などのデータをデジタル領収書として IC カードやサ
ーバに蓄積し、経費精算などにおける偽造や二重請求の防止など、生産処理の効率化を目
的とした取り組みを行っている。
医療分野や流通分野を中心とした新たな製品やサービスの創出も念頭に置かれている。
④ 国土交通省・東京都
国土交通省は、平成 12 年度より、高齢者や障害者を含むすべての人を対象として、移
動の支援となる情報を提供するシステムの実用化をめざした「自律移動支援プロジェク
ト」を展開し、各地で民間事業者の参加を得ながら実証実験を重ねている。平成 20 年度
は、定常的なサービス提供時の民間参画を想定し、官と民とがそれぞれの役割を分担した
下で実証実験を行っている（高山、豊田、神戸等）。
この「自律移動支援プロジェクト」と連携して、東京都は、「東京ユビキタス計画」と
称して、IC タグをはじめとした情報新技術を活用した実証実験を上野、浅草、銀座、新
宿で行っている。
図 2-3 自律移動支援プロジェクトの目的とイメージ

国土交通省ホームページより転記
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⑤ その他
文部科学省では、ユビキタス・コンピューティング技術の関連施策として、平成 16 年
度より 21 世紀 COE プログラム「次世代ユビキタス情報社会基盤の形成」を東京大学大
学院情報学環にて実施している。情報学を核とした技術や社会、経済にわたる幅広い学
問基盤の確立が目的である。また、平成 17 年度から平成 19 年度の期間で、「セキュア・
ユビキタス・コンピューティング・プラットフォーム」の研究開発を実施し、ユビキタ
ス・コンピューティング環境におけるセキュリティ技術の開発を行っている。
農林水産省では、
「食品産業競争力強化対策事業・食品流通効率化対策事業」において、
電子タグ等の新技術活用ビジネスモデルの構築を通じて、新技術の普及による食品流通の
改革を図っている。
なお、前述した実証実験に関わっている、あるいは別途実証実験を行っている主な研究
機関は、YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所（所長 坂村健）、東京大学大学院情
報学環 坂村・越塚研究室、横浜国立大学倉光研究室、龍谷大学、NTT サイバーソリュー
ション研究所などである。
表 2-1 自治体として特に注目すべき現在進行中の施策

事業等

所管省庁等

実証実験先
特区認定数31件

「ユビキタス特区」事業

例：京都市・宇治市等における外国人ビジター
調査と、多言語翻訳を可能とする携帯端末の実
証を行う。

総務省

「自律移動支援プロジェクト」 国土交通省

高山市、豊田市、神戸市、奈良市、青森県、静
岡市、堺市、奈良県、和歌山県、熊本県ほか

「東京ユビキタス計画」

東京都

上野、浅草、銀座、新宿

「情報大航海プロジェクト」

経済産業省 自由が丘、松山市、福岡市

２－１－３

その他

ユビキタス社会においては、多くの個人情報が本人の意識の有無に関わらず収集され、
活用される。また、膨大な情報が生み出され、それらがネットワークを介して流通する。
したがって、個人情報や知的財産権の保護をはじめとした各種規制等について、法的に整
備することが不可欠である。極めて多くの法令が関連するが、最近の動向として特に注目
するべきものは、次の四点である。
・「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」
2009 年 4 月 1 日施行。子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できること
を目的として、❶青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる、❷フィ
ルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する、❸民間事
10

業者の自主的・主体的な取り組みを政府が支援することを基本としてインターネット関
係事業者に義務などを課すとともに、保護者やインターネットの利用者全員で子どもた
ちを有害情報から守る取り組みを行うことが定められている。
・（仮称）情報通信法の検討
総務省は、通信・放送という縦割りの二分法を、コンテンツやネットワークといった
横割りのレイヤー別に編成するとともに、現在 9 本ある規制法11を一本にまとめる意向で
ある。規制緩和の側面もあり、新規参入や競争を促進することも期待される。2010 年の
国会に法案を提出する予定である。
・（仮称）電子行政推進法の検討
行政事務の電子的処理を原則化するとともに、行政手続のオンライン利用を飛躍的に
拡大し、次世代のワンストップ電子政府の実現に資する基盤を整備するため、行政手続
オンライン化法を全面改正することにより、電子政府を強力に推進するための新たな通
則法を整備する。また、我が国全体として電子政府を総合的に推進する「司令塔」機能
も併せて強化する。このため、内閣官房と総務省が法案を作成し、2009 年通常国会で提
出することをめざしている。
・（仮称）電子マネー法の検討
2008 年 9 月、金融庁は IC カードや携帯電話、インターネットで支払いができる電子
マネーの利用者を保護するため「（仮称）電子マネー法案」を策定する方針を固めた。電
子マネーの未利用残高のうち一定割合の供託金積み立てを運営業者に義務付けることを
はじめとして金融審議会等で検討しており、2009 年の法案成立をめざしている。
２－１－４

特徴

国や都の動向を通じて、次の三点が特徴として挙げられる。
・「u-Japan 政策」が前提としているのは、民間主導である。技術的にユビキタス・ネッ
トワークの構築が可能であっても、その投資を行うか否かは民間主導で決定されている
（＝ユビキタス・ネットワークの偏在性）。
・日本のユビキタス政策は、内閣府及び総務省の方針に基づき、国際競争力の強化に傾注
している。したがって、産業に特化されている。また、弱い技術領域の克服に向かうので
はなく、例えば、電子タグや産業用ロボットなど、国際市場での占有に優位性を持つ技術
領域への絞り込みが強い。
・一方で、ユビキタス・コンピューティング技術の実証実験は、障害者支援や外国人サ
ービスから始まっている。対象が限定されていた方が要素は明確になりやすく、ゆえに
技術開発を行いやすいことが大きな要因といえる。
ユビキタス社会は必ず実現すると思われるが、以上の点から、ユビキタス化は限定され
た空間・対象から進行していくことは間違いないといえよう。
11

電気通信事業法、有線電気通信法、電波法、有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送法等
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２－２

ＩＣＴに関する動向

ユビキタス、そしてユビキタス・コンピューティングを考察するにあたっては、ICT の
動向を捉えておくことが不可欠である。ICT の内容、利用状況やその意識については、オ
ールジャパン（全国）、首都圏（都）のデータの多くが、中野区における状況を推察するの
に有効であるといえる。以下、ICT の標準化と技術全般、利用状況や意識、ICT 化に伴う
リスクについて整理する。その上で、中野区の状況を概観する。
２－２－１

標準化・技術全般

既述のとおり、ユビキタス・コンピューティングは、多くの要素技術の組み合わせであ
るため、技術可能性以上に「標準化」できるかが、その実用化にあたって問題となる。坂
村健氏は、コンピュータだけでなく、機械制御や通信制御の機器への搭載も想定した国産
OS（基本ソフト）の TRON を開発するともに、これをオープンソースとした。その結果、
TRON は「標準化」され、そのシェアは日本の産業界において約 60％、全世界で 50％を超
えている12。我々が使用している携帯電話にも必ず組み込まれているのである。
しかし、TRON だけでは全てのユビキタス・コンピューティングを実現することはでき
ない13。また、日本は欧米に比べて技術の「標準化」の調整が進まないといわれており、TRON
は例外的とさえいえる。事実、家電はメーカー毎の仕様となっており、「標準化」されてい
ないことが多い。白物家電（冷蔵庫や掃除機等）と情報家電（AV 機器や PC 等）は別々の
しくみで実現されているといったこともある。仕様そのものが他メーカーとの差別化を図
る手段となっている側面もあり、「標準化」へ向けたハードルは高いが、異種システム連携
のためのオープンアーキテクチャが求められる。
その一方で、OS や機器にできるだけ依存しない傾向もみられるようになった。ウィンド
ウズを使う必然性が薄い携帯電話などでは、オープンソースの OS を利用する流れが強くな
っている。先の家電に関しても、情報家電ネットワークのバックボーンとしては、業界標
準による無線 LAN と PLC14に集約されつつあるといわれている。
標準化に関連するが、産業ロボットの生産については、日本は世界シェアの約 70％を占
めている。国内稼働台数でも世界シェアの 40％を超えている。日本の強みであるとともに、
我が国のユビキタス政策がこういった技術領域への絞り込みが強い傾向にあることは既述
したとおりである。
ネットワークに関しては、インターネットに代わる新世代ネットワーク技術15の研究開発
2008 年 8 月に、坂村健が所長を務める YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所が提案し
てきたユビキタス ID アーキテクチャの 2 つの規格「F.MID」
「H.MID」が、国際標準化された。
電子タグなどを使って、ネットワークを介した情報サービスを行う、ネットワーク型情報サービ
スに関する基盤技術として初めての国際標準である。
13 TRON が得意としているのは、電波のコントロールやグラフィックである。
14 Power Line Communication。電力線通信
15 NGN（Next-Generation Network）のさらに先を見据えたネットワーク技術。欧米でも同様
の取り組みが活発化している。
12
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が行われている。インターネットの改良やその延長では困難な課題を、既存技術に捉われ
ず新しくデザインしていくことによって抜本的な解決をめざすものである。
ところで、TRON をきっかけとして、モノに IC チップを組み込むことは飛躍的に進んだ
が、場所に組み込むことが滞っている。その理由としては、法律など制度上の問題が大き
いといわれている16。決して技術的な問題ではない。ユビキタス・コンピューティングを進
めていくためには、場所に IC チップを組み込むことのメリットを明らかにして、国や自治
体、事業者の理解と協力を得ることが必要である。
また、ユビキタス・コンピューティングに関する技術開発は進んでおり、かなりのレベ
ルにあるといえる。しかし、実用レベルにおける運用方法が確立されていないものが多い。
インターネットの実用化にも 20 年を要しているように、イノベーションは時間がかかるも
のである。例えば、どういう順番で情報を提供すると良いかといった、運用手順の明示、
つまり、運用ガイドラインを作成し、確立していくことが現在の課題といえる。
以下は、「東京ユビキタス計画 2009」の実証実験に参加した際のレポートである。
◆東京ユビキタス計画２００９
○参加日

2009 年 2 月 15 日（日）

○参加者

中野区政策研究機構研究員ほか 1 名

○実験エリア

実証実験参加レポート概要◆

新宿（都庁展望室～地下鉄丸ノ内線西新宿駅）、銀座（丸ノ内線銀座駅～晴

海通り、銀座通り）
○実験概要

専用の携帯情報端末機（ユビキタス・コミュニケータ）を持って、新宿・銀

座の両エリアを歩き、自動で情報が
提供されるサービスを体験した。
新宿エリアでは、都庁展望室での
パノラマ画像を用いた情報提供、周
辺施設の案内、地下鉄丸ノ内線西新
宿駅を経由した銀座までの道案内
写真 2-1 ユビキタス・コミュニケータ

等を受けた。

銀座エリアでは、店舗・観光情報、銀座の歴史などさまざまな情報の提供を
受けた。
情報は、日本語・英語・中国語・韓国語に対応。健常者、高齢者、障害者（知
覚、聴覚）の各設定が可能で、その全てを体験した。
また、銀座では、携帯電話のバーコードリーダー機能による情報読み取り実
験にも参加した。
○実験参加後の感想（参加した 2 名の感想を集約したもの）
・ユビキタス・コミュニケ―タは、iPhone に比べて重い。
16

前出坂村健による指摘
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・ユビキタス・コミュニケータの操作反応速度、情報受信速度が遅い。
・駅周辺から地下鉄乗車までの案内に関する情報提供（距離、階段やエレベータ、トイ
レ等）は、過不足がない。
・障害者や高齢者に対する情報提供は、比較的精度が高い。
・その一方で、健常者に対しては、情報提供の質、量、提供のタイミング全てにおいて
適切でないと感じることが多かった。
参考 案内パンフレット（東京都・国土交通省）

実証実験の参加によっても、運用方法の確立が道半ばであることが確認された。また、
ユビキタスの実証実験が障害者や外国人から始まったことにより、障害者に関してはある
程度運用に関する情報が集約されつつあるといえる。このことからも、ユビキタス化は特
定された空間や対象から進んでいくことが再確認された。
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①

利用状況・意識

全般17
2008 年 6 月末現在のブロードバンド世帯普及率は 56.1％で、東京都は 73.4％に及ぶ。

内訳としては、光ファイバー（以下、
「FTTH」という。）の加入件数（25.1％）が ADSL
（23.5％）を逆転して第 1 位になった。第 3 位である CATV インターネット（7.56％）
は、加入件数そのものは微増している。なお、CATV インターネットユーザーの約 7 割
は「光ファイバーへの移行予定はない」と回答している。
以上のとおり、日本は、世界最高水準のブロードバンド環境にある。しかし、その利
活用については、米国や韓国に遅れをとっている。利用状況全般は、次のとおりである。
・IP 電話の世帯普及率は 22.9％（2008 年推計）
・Web メールの利用が影響して、メールソフトを利用しない人（自宅からインターネッ
トを行っている者のうちの 11.8％（2008 年））が増えている。
・iPhone や BlackBerry などのスマートフォンが普及。利用者の中心は、男性の 20・30
代が中心である。
・携帯電話の QR コード利用率は 67.1％。おサイフケータイ保有率は 73.2％と高いが、
その利用率は 18.3％に留まっている（2008 年）。

．．
・テレビ視聴者数は減少しているが、PC やモバイル等でテレビ番組を視聴する人が増加
．．
している。携帯電話のワンセグ利用率は 35.8％（2008 年）。テレビ番組の視聴方法は多
様化している。
・電子書籍の利用率は 11.0％（2008 年）
・電子マネーの利用率は 52.2％。実際に利用されているのは Suica21.3％、Edy21.1％、
PASMO11.8%（2008 年、複数回答有）
・産業用ロボットが普及している一方、フル装備の家庭用ロボットは浸透していない。
安全性やコストの問題が大きな要因であるが、人々の心理的抵抗感が強いためだという
指摘もある。
なお、企業よりも個人の ICT 利活用環境の方が高度化する現象が見られるようになって
いる（産消逆転現象）。
また、ICT 利用全般について、個人の嗜好により各機器等の機能を一部だけ「つまみ食
い」するスタイルが最も多いことがわかっている。人は常に効率優先、利得第一で行動し
ているわけではないことの表れであるといえる。
② インターネット等の利用状況・意識
平成 19 年末のインターネット人口普及率（個人）は 69.0％で、利用人口は 8,811 万人。
南関東（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）では 80.8％に及んでいる。
①～③のデータのうち出典のないものは、
「インターネット白書 2008」、
「ケータイ白書 2009」、
総務省「平成 19 年通信利用動向調査」
、総務省関東綜合通信局ホームページのいずれかによる。
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インターネットの利用時間18のピークは、午後 8 時～午後 11 時台である。また、イン
ターネットのコミュニティ機能利用者は約 80％で、そのうちブログ利用率 54.4％、SNS
利用率 22.3％で、SNS 利用者のうち mixi が 85.9%である。携帯電話からの利用が増え
ている（全て 2008 年）
。
携帯電話には「直接性」
「非対面性」
「簡便性」「即時性」といった特性があり、これに
より親密な関係をつくりやすくしている一方、相手を攻撃することにも効果を発揮して
いるといわれる19。
また、オンライン・コミュニケーションにおいては、サイバーカスケード（極端な結
論に至る傾向がある）が生じている。一見自由な議論の場に見える Web 空間は、エコチ
ェンバー（各人の元々の意見を増幅させやすい、似た意見ばかりが交わされる）として
機能しているといえる。
こういったマイナス面が強調されることが少なくないが、一方で、メールやオンライ
ン・コミュニケーション利用率の高い人は、直接コミュニケーションを行う率も高いと
いう調査結果がある20ことに着目すべきである。
③ 世代別考察
各個人が、青少年期を中心として、生活の中で経験してきた出来事が、現在、そして
未来の ICT 利用の態様に影響しているものと考えられる（参考：表 2-2）。
また、日本では、携帯電話のメールと PC のメールが別の存在として進化してきた。
これらにより、次のとおり、世代で使用する機器や利用するサービス等が異なる傾向
が窺える。
・携帯電話と PC の使用率は 65 歳以上になると大幅に下がる。65 歳～69 歳は、携帯
電話 62.9％、PC 28.5％。70～74 歳は、携帯電話 33.5％、PC 14.3％である（2007 年
末）。また、現在未使用である者は今後使用したいという意欲が低い。
・50 代以上の男性は、携帯電話よりも PC の利用を好む傾向が見られる。
・20 代以下の若者及び女性は携帯電話の利用が多い。
・20～40 代男性の 40％強は、1 日 3 時間以上インターネットを利用（2008 年）
・60 代以上は男性・女性ともに仕事以外でインターネットを利用していない人が 50％
を超える（2008 年）。
・インターネットのコミュニティ機能に関して、発言・書き込みする比率は女性の若
年層が高い。
2008 年度に中野区政策研究機構が実施した「区民生活時間調査」によると、インターネット
利用平均時間（月曜、利用しない人を含む）は、PC 82 分、携帯電話 11 分。利用者のみの平均
利用時間（月曜）は、PC 201 分、携帯電話 56 分であった。
19 森真一『日本はなぜ愁い諍いの多い国になったか 「マナー神経症」の時代』中央公論社によ
る。
20 小林正幸『なぜ、メールは人を感情的にするのか』ダイヤモンド社ほかによる。
18
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表 2-2 世代によるユビキタス・コンピューティング技術活用の態様

モデル

1972年37歳、カラー
1995年60歳、PC・携 2008年73歳、携帯
1945年10歳、玉音 1954年19歳、街頭 テレビ所有
1990年55歳、職場
帯電話使わないま 電話はあるがPCは
放送を聴く
テレビを見る
1980年45歳、子ども でポケベル支給
ま退職
使わない
のゲームブーム

60代

1945年生ま
れ、63歳

1953年8歳、自宅以
外でテレビを見る 1970年25歳、自宅 1987年42歳、衛星 1995年50歳、職場 2005年60歳、仕事
1960年15歳、自宅 に電話所有
放送視聴
で携帯電話支給 でPC使用後退職
にテレビ

40～50代

1965年生ま
れ、43歳

20～30代

1985年生ま
れ、23歳

6～10代

1995年生ま
れ、13歳

就学前

携
帯
携イ
帯ン
メ タ

特徴

ルネ

ッ

ッ

1935年生ま
れ、73歳

70代～

現在のICTメディア利用度

ー
ー
ー

年齢層

ICTメディアのできごと
～1945年
～1960年
～1980年
～1990年
～2000年
～2008年
1870年代毎日・読 1953年テレビ放送 1966年カラーテレビ 1982年テレホンカー 1993年商用インター 2001年ADSLサービ
放送網全国化
売・日経・朝日の発 開始
ド式公衆電話開始 ネット接続開始
ス普及
行開始
1954年公衆電話 1968年固定電話 1983年ファミコン発 1995年Windows95 2001年WindowsXP
Ｐ
1925年ラジオ放送 ボックス設置開始、 1,000万加入
売
発売
発売
Ｃ
開始
街頭テレビ普及
1972年カラーテレビ 1985年固定電話機 1996年携帯電話 2005年FTTH純増が
イ
1933年産経の発行 1955年CATV開始 1,000万台
自由化
1,000万加入
ADSL純増を超える
開始
1960年カラーテレビ 1975年固定電話 1987年衛星放送開 1996年CATVイン 2007年携帯電話8割 新 ラ テ 雑 ン
ジレ タ
放送開始
3,000万加入
始
ターネット開始
3G化
聞
誌
1980年ごろインベー 1988年ごろ携帯電 1998年携帯電話 2008年携帯電話1億 オ ビ
ネ
ダーゲーム、ゲーム 話各社参入
3,000万加入
加入
＆ウォッチ流行
1989年ゲームボー
イ発売
ト
1990年ごろポケベ
ル全盛

ト

自由時間をテレビ・ラジオ・新聞など

◎ ○ ◎ △ △ × × の従来型メディア消費に充てていると
考えられる。

PC文化にも触れているので今後PC
使用に取り組む可能性あり。上の世
◎ ○ ◎ △ △ △ △ 代の老後がテレビ漬けであったことを
意識し、メディアに対して受け身でな
いアクティブ世代か。
PC・携帯電話の操作は一通りできる。
生まれたときからテ
1998年33歳、職場
今後の新技術登場には追いつけない
レビはカラー
1988年23歳、就職し
2005年40歳、自宅
でPC支給・個人で
◎ × ○ ○ ○ ○ ○ 可能性あり。映像・音楽など消費の中
1980年10歳、携帯 てOA機器に触れる
でPC所有
携帯電話使用
心であったため、高精細化を推進す
ゲーム機所有
るユーザ
2003年18歳、個人
PC・携帯電話を意識することなく使用
1997年12歳、自宅 で携帯電話所有
1990年5歳、自宅に
している。既存のインフラに基づく今
で家族がPC購入・イ 2007年22歳、大学
は家族のゲーム機
○
×
○
◎
◎
◎
◎
後の新サービス開発・導入の中心的
ンターネットに触れ の授業などでPC活
あり
役割
る
用・個人でPC購入
2008年13歳、自宅
2000年5歳、自宅に
の共用PCでイン
は家族の携帯電話
ターネット使用・個
あり
人の携帯電話所有

○

検索などの操作を意識せずにイン
ターネットから情報を得て活用してい

△ × ○ △ × － △ る。状況認識システム実現を推進す
る層と考えられる。

状況認識システム実現環境で育つ新

2008年生ま
れ、0歳

－ － － － － － － 世代。CalmTechnology、エキゾチック
ネットワーク実現の主体となるか。

上記の表は、世代別によるユビキタス・コンピューティング技術活用の態様を考えるための参考資料と
して、各種調査資料をもとに独自に分析して作成したものである。
世代によって、ICT メディア・技術の受け止め方・活用の仕方が異なることを示している。各世代の生
活歴をイメージしやすくするため、モデルとして生年を仮定し、
「ICT メディアの出来事」の経験年齢を想
定して表中に記した。
各個人の生活歴の中で経験した出来事が、現在および未来の利用度に影響していると考えられる。興味
深いのは、直近の 10 数年間の経験はもちろんのこと、数十年前であっても青少年期の経験は影響が大きい
ということである。例えば、70 代のモデルでは「～1945 年」「～1960 年」の青少年期にラジオ・テレビ
に触れている。このため、「特徴」に記したとおり、現在の 70 代はラジオ・テレビに対して愛着も依存も
深いのではなかろうか。現在の 60 代（同じように退職して自由時間を過ごすとしても）とは、ラジオ・テ
レビに対する態度は異なると考えられるのである。同様に、現在の 60 代がアクティブであることは、青少
年期が高度経済成長を背景にカラーテレビ、固定電話といったモノが家庭に普及してくる時期だったこと
と無関係ではないといえる。また、40～50 代が高画質などを求める理由として、青少年期からカラーテレ
ビ・ゲーム機などに触れて目が肥えているという要因が挙げられる。
世代間の情報格差は「デジタル・ディバイド」と呼ばれ解消すべきものである。一方、上述の構造を若
い世代に当てはめてみれば、かつてない技術・情報・メディアに触れて育つこれからの人材は、常識を覆
すような新たなモノやサービスを実現してゆく世代であるともいえる。
「ユビキタス社会の担い手」となる
のは、現在の 20 代以下の若い世代である、といえるのではないだろうか。
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・情報発信に関して、女性、若者、学歴の低い人は、携帯電話のメールにて行う傾向
が見られる。
企業側も世代別の違いを明確に意識したサービス提供を行っている。例えば、携帯電
話ビジネスの多くは、携帯電話に依存し、それだけでお金を使う層である 10～30 代にタ
ーゲットを絞っている。日本の大手 SNS の mixi（PC／モバイル併用）
、モバゲータウン
（モバイル特化）をあわせると、登録会員数 1,000 万人前後を確認する規模に成長して
おり、特に 10～20 代の若年層においては、人口の 4～6 割程度が利用している21。
自治体としてユビキタス化を推進する政策立案するにあたっては、この世代別の違い
を意識することが不可欠であり、また、効果的である。なお、中野区の場合、現在の人
口構成等を考慮すると、数十年後には、デジタル・ディバイドは相当程度解消されてい
ると思われる。
④ テレワーク
国の IT 戦略やユビキタス政策において、必ずテレワークの普及促進が定められている。
野村総合研究所の『IT ロードマップ 2009 年度版』においても、在宅勤務が取り上げら
れている。ユビキタス化は、人々の働き方、生き方に影響を与えるものであり、その点
では、テレワークも同様であるといえる。そこで、ワーク・ライフ・バランスの実現手
段となり得るテレワークの現状等をみることとする。
ア

テレワークの定義
IT を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方22のことをいう。

イ

テレワークの分類
就業形態、実施場所、実施頻度により次のとおり分類される。
・就業形態による分類
外勤型テレワーカー
雇用型テレワーカー

内勤型テレワーカー
通勤困難型テレワーカー

自営型テレワーカー（SOHOワーカー、マイクロビジネス）
内職副業型テレワーカー（在宅ワーカー）

・実施場所による分類
テレワークセンター
施設利用型テレワーク

サテライトオフィス

施設を利用する

公設型
私設型
単独企業等利用型
共同利用型

立ち寄り型オフィス（スポットオフィス、
レンタルオフィス等）
自宅利用型テレワーク【在宅勤務】
施設に依存しない

モバイル型テレワーク【モバイル勤務】

21

（社）日本ケーブルテレビ連盟『ケーブルテレビ業界の中期的戦略（中間とりまとめ）』によ
る。
22 （社）日本テレワーク協会『テレワーク白書 2008』による。分類も同白書に基づいている。
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・実施頻度による分類

ウ

常時テレワーク

テレワークを行う頻度・時間があらかじめ決められた勤
務場所（オフィス等）での勤務頻度・時間に比べて多い
勤務形態

随時テレワーク

テレワークを行う頻度・時間が週１～２回や午前だけな
ど、あらかじめ決められた勤務場所（オフィス等）での
勤務に比べて少ない勤務形態

テレワークの効果
交通量の削減と混雑の緩和
環境負荷の軽減
社会にとっての
効果

女性・高齢者・障害者などの就業促進
大都市の防災機能の向上
地方における就業機会の増加等による地域活性化
業務の生産性・効率性の向上
組織変革・意識改革

企業経営にとっ
ての効果

優秀な人材の確保、人材の活用
オフィスコストの削減
危機管理力の向上（災害時等の事業継続性の確保）
次世代育成支援対策推進法への対応
通勤の肉体的・精神的負担の軽減
育児・介護の時間確保

就業者にとって
の効果

趣味や自己啓発等の時間確保
仕事の生産性・効率性の向上
住む場所についての選択肢の拡大

エ

テレワークに関する分析結果23

・日本におけるテレワーカー率（週8時間以上テレワークを実施している者の割合）
表2-3 テレワーカー率の推移

は高まっている（表2-3）。
・男性のテレワーカー率は、女性と比べて約
10ポイント程度高い。
・雇用型テレワーカー率においては、50歳未
満が約19％、50歳以上が約13％である。

2002年

2005年

2008年

雇用型

5.7%

9.2%

14.3%

自営型

8.2%

16.5%

21.0%

6.1%

10.4%

15.2%

全体

国土交通省調査結果により作成

・経営者・役員・局長以上の職員、正社員・職員（管理職）といった従業上の地位
が高いほど、テレワーカー比率が高くなっている。したがって、年収が高いほどテ
レワーカー率が高い。
・雇用型テレワーカーの従業員数別比率は、100～299人の事業所が19.4％で最も高
い。
・雇用型においてテレワークを行っている理由は、業務・職務命令が52.8％で第1位
・雇用者におけるテレワークをしない・できない理由は、「仕事の内容が在宅勤務な
どの働き方に向いていない、必要性がない」76.3%、「会社のセキュリティ管理に関
2009 年国土交通省「IT を活用した場所や時間にとらわれない働き方の実態調査」ほかによ
る。

23
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するルールが厳しい」25.8％、「在宅勤務などの働き方の社内制度がない」17.7％24
・2007年に民間企業を対象として実施されたビジネス・レーバー・モニター特別テ
ーマ調査によると、テレワーク実施企業のうち、「すべての部門」に導入しているの
は41.7％、
「一部の部門」への導入は58.3％。
「一部の
「研究・開発・設計」部門が42.9％
部門」の内訳25は、
と最も高くなっている（表2-4）。
・テレワークを導入した民間企業等では、総体的に
は「仕事の生産性が高まった」
「社員等のワーク・ラ
イフ・バランスが向上した」という効果が見られる。

表2-4 テレワーク実施部門の割合
研究・開発・設計
42.9%
営業

14.3%

販売サービス

14.3%

企画・調査・広報

14.3%

その他

28.6%
（複数回答有）

・テレワーカーは働く意欲が高い人が多いため、働きたい人がより働いているとい
う調査結果26もある。
・2009年3月現在、自治体でテレワークを導入しているのは、佐賀県だけである。
◆佐賀県庁テレワーク視察レポート概要◆
2009 年 2 月 27 日（金）

○

視察日

○

導入の契機
在宅勤務を活用する企業への支援と県庁における仕事の在宅化に取り組むことが、知事

のマニフェストで示されており、これに基づき総合計画において後者が具体的取り組み事
項として定められている。
なお、既に育児休業中職員が県政や業務情報収集することを目的として、貸与用 PC を購
入するなど基盤整備を行っていた。よって、試行にあたってのコストは、約 320 万円と低
額である。
○ 試行の概要
❶

目的
在宅勤務制度の本格導入に向けた課題の整理と解決を図る。

❷

規模
1 次試行

2 次試行

期間

2008 年 1 月~6 月

2008 年 7 月～2009 年 3 月

参加者

10 名

16 名

（男性 8 名、女性 2 名）

（男性 11 名、女性 5 名）
うち 1 名管理職。

参加者の所属

6 所属（本庁 5、出先機関 1） 13 所属
（本庁 9、出先機関 1）

試行場所

職員の自宅
週 1 日～2 日

在宅勤務の頻度
24
25
26

複数回答有の設問である。
「一部の部門」の内訳については、複数回答有の設問である。
大西隆研究室調査結果（2008 年速報）による。
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❸

参加条件
・対象者
ア又はイに該当するとともに、在宅勤務が可能な業務に従事しており、参加につい
て所属長の了承が得られる職員であること。
ア

育児27・介護28をしている職員

イ

在宅勤務制度関係課（雇用労働課、情報・業務改革課、職員課）に所属する職
員

・物理的条件
次のアからウの全てに該当すること。
ア

自宅にブロードバンド回線を引いている（整備に要する費用は個人が負担）

イ

携帯電話を所有している。
個人の携帯電話に、公用の電話番号を追加できるサービスを利用する。これに係

る経費（登録料、通話料）は県が負担する。
ウ
❹

在宅勤務の円滑な遂行に必要な空間・環境を確保できる。

勤務状況等の管理
・自宅への出張命令により在宅勤務を行う。
・１週間の業務計画書を作成し、この計画書に基づき在宅勤務を行う。
・１週間の在宅勤務実施後、速やかに所属長へ業務報告書を提出する。
・原則として時間外勤務は命令しない。必要に応じて出張も認める。
通常勤務時間帯に育児や介護を行うことも可能。その場合、それに要した時間分の
仕事は通常の就業時間以降に行わなければならない。
・勤務開始時、終了時に電話又はメールで上司に連絡する。
なお、これらの報告等について、様式をできるだけ簡易にするなど、職員の負担感
を減らすための工夫がなされている。

❺

❻

費用負担
県負担

PC、付属機器、固定用ワイヤー（全て貸与）、携帯電話登録料・通話料

職員負担

インターネット利用に係る経費、自宅の光熱費

システム（セキュリティ対策）
・在宅勤務用 PC（貸与 PC 以外は使用不可）と庁内 LAN を接続する（在宅勤務職員
は、自宅から庁内イントラネットのメールや掲示板、職員申請システム、旅費システ
ムの利用が可能）。
・PC 起動時のログオン認証パスワードを設定している（パスワードは定期的に更新）

2 次試行においては、
「中学校就学前」の子を養育する職員まで対象を拡大している。多くの
管理職を対象としたい意図に基づくものである（対象者が約 300 人→約 1,000 人に増えた）
。
28 介護休暇取得の要件より緩やかにしている。
27
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・庁内イントラネット接続時には、ID、パスワード（ワ
ンタイムパスワード29）、生体認証（指紋）を行う。
・在宅勤務用 PC に業務上必要のないソフトウェアのイ
ンストール及びダウンロードは不可
・在宅勤務用 PC は、プリントアウト不可
・在宅勤務用 PC のセキュリティパッチ（更新）は、月
１回
・職場から記録媒体（MO 等）を持ち出す場合は、所属

写真 2-2 佐賀県庁在宅勤務用 PC

属長の事前許可が必要
・公開を予定していない書類等の事務所からの持ち出しは、原則禁止
・職場から持ち出した記録媒体や重要書類の保管には、物理的措置（部屋の施錠等）
を講じる。
・個人所有の携帯電話に公用番号を付与する。
なお、総務省・厚生労働省が実施しているテレワーク試行体験プロジェクトでは、佐
賀県と異なり、シンクライアント方式30を採用している。なお、シンクライアント方式は、
サーバの容量を必要とするため、テレワークを行う者が増えると、サーバの増設等が必
要となる。
❼

法令等
服務上「出張」としているため、新たに条例等を制定する必要はないと考えている（条

例、規則等の改正は一切行っていない。「事業場外労働に関するみなし労働時間制（労基
法第 38 条の 2）」が適用される）。試行にあたっては、「佐賀県在宅勤務試行実施要領」、
「佐賀県在宅勤務者パソコン利用ガイドライン」を策定しただけである。

認証のために 1 回しか使用できない「使い捨てパスワード」。リモートからコンピュータシス
テムの内部リソースにアクセスする際によく用いられている。トークンと呼ばれるワンタイムパ
スワード生成器は、キーホルダー型（写真 2-2）等になっており、あらかじめサーバと同期させ
ておく。
30 PC に画面操作などの最低限の機能しか持たせず、
サーバ側でアプリケーションソフトウェア
の実行やファイル管理などを行う仕組み。利用者の PC はメモリーやハードディスクを搭載しな
いため、データの保存はできず PC からデータが流出することもない。社員の PC に高い性能を
持たせることが必要なくなり、電力消費量の削減も可能になる。
29
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○

試行後の評価等
❶

参加者とその上司の意見
在宅勤務者（参加者）

上司

メリット

・通勤負担が軽減され、心のゆと
りが持てた。
・家族と過ごす時間が増えた。
・余暇や趣味の時間が増えた。
・睡眠時間が増えた。
・一週間単位で業務の進捗状況を
確認するなど、仕事の進め方につ
いての意識改革が図れた。

・部下が今どのような仕事をして
いるか詳しくわかり、マネジメン
トしやすい。
・部下が計画的に仕事を進めるよ
うになった。

デメリット

・上司の直接的な監視下にないた
め、「目に見える成果」を出さな
ければならない強迫観念に襲われ
る。
・資料の持ち出しが限定されてい
るため、仕事によっては効率性が
低下した。
・疎外感や孤独感を感じる。

・急な打合せや資料作成が必要な
場合に、対応に手間取る。
・在宅勤務者が職場にいないた
め、その分の電話等の対応を、他
の職員が負担している。
・特にない。

・資料（書類）の電子化を一層進
める必要がある。
・早朝から勤務できるようにする
改善すべき点
など、勤務時間をより弾力的に設
定できるようにする（育児・介護
にはより有効）。

・在宅勤務者の業務に係る資料を
中心として、一層の共有化を図る
ことが必要である。

在宅勤務者（参加者）全員が、「在宅勤務は個人の生活を豊かにするためのツールとし
て有効」であると回答している。
❷

佐賀県職員課による評価
・情報セキュリティを含めて、特記すべきトラブルはない。
・「通勤時間がなくなったこと」や「原則として時間外勤務を認めていないこと」か
ら、個人の時間が増加している。個人の時間は、「育児」
「家事」「睡眠」「介護」
「く
つろぎ」「地域活動」「ボランティア活動」などに活用されている。

・仕事の生産性が高まっている（参加して職員の仕事の仕方が変わった）。
❸

課題
・業務全般について、紙文書を減少させるとともに、一層の電子化を進める必要が
ある。
・打合せや会議を減らす。
・職員・上司、県民に対して「在宅勤務」をはじめとしたテレワークを一層 PR す
る。
・サテライト・オフィスの設立（公共施設の活用ほか）を検討する。

○

視察結果から得られたこと
以上の視察結果を踏まえ、自治体にテレワークを導入する場合の要点は、次のとおりで
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あると考える31。
・導入する目的を明確にする。
・住民に理解・納得してもらえる導入理由を示す。
・試行（実施）にあたっては、小規模でスタートする（成功しやすい、検証しやすい）。
・その一方で、第2・第3のステップを提示していく。
・管理職の理解を得ることに努める。
・ワーク・ライフ・バランスの実現が目的である。したがって、在宅勤務は、部分在宅
勤務でも良いが、日単位とし、時間単位とならないようにする。
・在宅勤務には、企画等創造的業務、高度な専門職的業務が馴染む。
・一方で、市区町村は都道府県に比べて、住民と直接接する職場が多く、また、個人情
報を取り扱うことも多い。したがって、部門（分野）別に業務をみるだけでなく、業務
内容そのものを棚卸して、適する業務を抽出することも必要である。
・在宅勤務者以外の職員に負担がかからないように配慮する。
・在宅勤務以外としては、公共施設の統廃合とあわせて、これら出先機関の設備を活用
することも有効である。

⑤ 自治体関連
・住基カードの普及が進んでいない。累計交付枚数は約 291 万枚で総人口の約 2.29％
である（2008 年末現在）32。
・2009 年 4 月下旬より新住基カード発行。カード券面だけでなく搭載する IC チップ
にも本人確認情報を記録する。
・自治体の電子化に関しては、未だ内部管理業務が多い。また、分野別では、保健福
祉サービスに関する電子システムは散見される一方、子育てサービスに関するものは
少ない。
・一方で、住民サービスについても、コンピューティング技術を活用した取り組みが
増えてきている。千代田区では、インターネットを通じた電子図書の貸し出しと返却
サービスを実施している。葛飾区では、公共施設の利用申し込みをインターネットか
ら予約可能であるとともに、施設利用料のクレジットカード払いができるシステムを
導入している。
２－２－３

ＩＣＴ化に伴うリスク

警視庁の統計によると、2008 年中のサイバー犯罪（情報通信技術を利用する犯罪）の検
挙件数は 6,321 件で前年比 15.5％増。年々増加する一方である。そのうちネットワーク利
用犯罪が 5,473 件で 68.6％を占めている。ユビキタス・コンピューティングの利用環境が
31
32

テレワーク相談センター（厚生労働省委託事業）との協議内容も踏まえている。
総務省公表資料による。
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整った中では、誰もが多くの情報にアクセスできるようになる。多くの個人情報が本人の
意識の有無に関わらず収集され、ネットワークを通じて伝達される。個人のインターネッ
ト利用動向に関して有害情報による被害経験はユーザーの約 4 割である33。
こういった中で、個人、有識者ともに、セキュリティや個人情報保護に対する不安は強
く、増幅傾向にある（表 2-5）34。9 割のインターネットユーザーが何らかのセキュリティ
対策を行っている35。
表 2-5
順位

ICT 利用環境に関する対策が進んでいないと思われる課題
生活者調査

有識者調査

１位 違法・有害コンテンツ、迷惑通信への対応 情報のセキュリティ確保
２位 プライバシーの保護

サイバー社会に対応した制度・慣行の整備

３位 新たな社会規範の定着

知的財産権への対処

４位 情報のセキュリティ確保

プライバシーの保護

５位 知的財産権への対処

新たな社会規範の定着

2008 年総務省・野村総研「ICT の利活用及び利用環境整備に関するアンケート調査結果」より作成

また、ユビキタス・コンピューティングが進めば、電気の使用量が増え、それに伴い電
磁波が増える。2008 年 3 月末現在、オール電化世帯は全国で 271 万世帯（前年比 26.2％増）
36と急速に拡大しており、この

40 年で日本人の電気使用量は 6 倍以上に増えている。無線

LAN や携帯電話の基地局も増加の一途を辿っている37。日本は先進国で最も電磁波が強く、
それによって健康を害する人が増えているといわれる。
特に、「電磁波過敏症」を発症する人が世界的に増えており、日本においても 70 万人は
いるという指摘がある。女性が発症することが多く、頭痛やめまい、吐き気、不眠などさ
まざまな症状が現れる。自治体においては、携帯電話の基地局設置を規制する、基地局設
置の情報を公開するといった内容を条例や要綱に盛り込んでいるところもある。
以上のようなリスクに対して、事業者や自治体、そして、個人レベルでの対策は一層重
要になっていくことは間違いない。しかしながら、ある側面において、利便性の向上と安
心・安全確保はトレードオフの関係にあるといえる。とかくリスクの方が強調されがちで
あるが、ユビキタス・コンピューティングの進展に伴い、コミュニケーションが高まり、
人のつながりが広がるなどプラス面の効果は大きい。自治体としては、安心・安全対策は
必ず行うべき最優先の事項である。ただし、100％安心、安全、被害ゼロということはあり
得ない。トータルに考えて、リスクと被害を軽減する実施可能な取り組みを行っていくべ
きであるといえる。
『インターネット白書 2008』による。
総務省はインターネット上の情報の中で「うそ」や「間違いの可能性が高い」情報を自動的
にピックアップして利便性と安全性を高めるシステムの開発に取り組んでいる（2006 年 8 月 26
日付朝日新聞より）
。
35 『インターネット白書 2008』による。そのうち最も実施率が高いのは、ウィルス対策ソフト
の利用 64.9%
36 電力会社オール電化契約数（2008 年 9 月『建築ジャーナル』
）による。
37 マイクロ波という高周波の電波を使用しており、ガン発症率を上昇させるという説もある。
33
34
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２－２－４

中野区の状況

FTTH サービスの利用が 100％可能になっている中野区であるが、ICT に関して際立っ
た点は見出せない。ただし、光ファイバー及び同軸ケーブルを用いた有線テレビ放送配信
システムであるケーブルテレビの加入率が全世帯の 76.3％と高い38（平成 20 年度に区内全
域が営業地域となった）点が特徴といえる。これは、昭和 50 年代から新宿副都心の高層ビ
ル群及び区内の中高層ビルの影響によって発生したテレビ電波受信障害の対応を行った39
ことの副産物である。
自治体である中野区役所の状況はどうか。事業者等が実施した、自治体の情報化進捗度
調査40においては、情報・サービス、アクセシビリティ、庁内情報化、情報化政策、セキュ
リティの各部門における評価は比較的高い。しかし、次の点について改善の余地があると
思われる。
・中野区の住基カードの普及率は 3％程度（2007 年 3 月末現在）、電子証明書交付件数は
年 300 件程度である。
・道路台帳をはじめとした地図データのデジタル化が進んでいない。
・手数料を除き、電子納付やクレジット納付は行われていない。
・バックアップのためのデータセンターを有していない（利用していない）。
・庁内情報化に関して、その手続きが煩雑だと思われる側面がある。

2008 年 9 月現在。放送ジャーナル社調査による。
テレビ電波受信障害の解消と地域情報化を目的として、平成 5 年に区が一部出資し、ケーブ
ルテレビ事業者・株式会社シティテレビ（JCN 中野）が設立された。現在の株主は、ジャパン
ケーブルネット(株)96.1%、中野区 3.9%
40 日経 BP ガバメントテクノロジー「e 都市ランキング 2008」
（2008 年 7 月発表）
、（財）地方
自治情報センター『平成 19 年度版地方自治コンピュータ総覧』による。
38
39
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２－３

ユビキタス・コンピューティングの可能性

情報技術の進展は目まぐるしく、ブロードバンドやモバイルなど情報技術を巡る環境変
化は激しさを増しているといっていい。そういった中で、ユビキタス・コンピューティン
グの未来予測を行うことは、的中度という点で信頼性は低くなるといわざるを得ない。表
2-6 は、総務省のユビキタス政策にも関わりが深い、野村総合研究所が毎年発表している ICT
市場予測とその当否を整理したものである。これを見ても未来予測を行うことの難しさが
よくわかる。傾向としては合っている予測も多いが、時期や数値は正確ではなく、期待さ
れた新技術や規格が普及しなかった例も見られる。「技術的には優れている、あるいは可能
である」ことが必ずしも実現するわけではないのである。
しかし、一方で、ユビキタス化を推進するための政策案を探るにあたっては、ユビキタ
ス・コンピューティング技術の現状と、今後 5～10 年後の将来像を展望することは、やは
り有効であり、必要であるともいえる。
科学技術の将来像として、NEDO（新エネルギー・産業技術開発総合機構）の発表した
2025 年の社会イメージなどがある。しかし、具体的な製品・サービスをイメージしてその
実現の可否を検討する議論は、想定外の技術の可能性を見過ごす恐れがある。そこで、ユ
ビキタスに関わる要素技術を個別に検討し、現状とこれまでの経緯などから将来の発展の
方向性を予測したい。
数年後の予測的中率は低いとも考えられる。なお、ここでは、公式に発表された最新の
技術仕様・計画などについては、その内容自体は誤りのないものとして扱う。本論文で扱
う技術は、「コンピュータの透明化・浸透」を支える技術、
「ネットワークインフラの整備」
で対象となる技術、「状況認識システム」を支える技術の三点である。
「コンピュータの透明化・浸透」を支える技術としては、コンピュータを構成する各部
品の小型・軽量化が重要である。例えば、CPU、メモリ、ストレージ、電池、ディスプレ
イなどである。なお、ユーザインタフェース分野の研究も重要であるが、多分に哲学的・
認識論的であり、革新的なユーザインタフェースのアイディアがいつごろ発明されるかと
いう命題は、技術資料としての本論文の範疇を超えるものである。
「ネットワークインフラの整備」で対象となる技術は、複雑に絡み合っているといえる。
仮に事業分野でみれば、インターネット、無線通信、放送、などである。ただし、「放送」
とは多くの場合「無線」を使用するものであり、また、CATV「放送」網を使って「インタ
ーネット」にアクセスするというケースもあるなど、互いに排反な分類は不可能である。
より細かい規格・特定の技術ごとに扱うこととしたい。
「状況認識システム」を支える技術の根幹は、RFID、リーダ／ライタのセットと、ネッ
トワーク上で稼働するサービスである。対応する社会制度については、詳細に検討するこ
とはせず、一部を触れるに留めたい。
これらの技術分野について、「ICT 分野における研究開発課題（平成 20 年版情報通信白
書、総務省）
」も参考にしながら、2008 年現在の状況と、今後 5～10 年程度の将来像を述
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べることとする。
表 2-6

ICT 市場予測の成否と現状

2005 年版の予測
分野
（章）

内容
MNP（Mobile Number Portability）
の導入と新規事業者の参入（ソフトバ
ンク）によりキャリア・販売代理店・
端末メーカーのしがらみから自由に

当否

2006 年版以降の修正予測

現状

MNP ブームが来るかどうか
は環境や力の入れ方による
（2006 年版）

MNP 利用者は一部の予測よりは
少なかったが業者間の競争を促
す効果はあった。MNP 利用率は
契約者の約 3％、キャリア変更者
の約 7 割。
一方、業界の構造は大幅には変わ
っていない。
2008 年末実績 1 億 700 万契約、
3G は 2007 年末実績で 8,809 万
契約（2009 年版）。
増加傾向は合っているが予測よ
りも進行が早い。
2008 年 9 月 ブ ロ ー ド バ ンド
2,976 万加入、うち DSL は 1197
万加入、FTTH は 1,376 万加入、
CATV は 401 万加入。
増加傾向は合っているが予測よ
りも進行が早い。
IEEE802.11i は 2004 年 6 月に
正式承認されたが、規格登場の影
響はわずか

×

携帯電
話市場
携帯電話は 2008 年には 9,210 万稼働、
うち 8,000 万稼働は 3G

ブロー
ドバン
ド市場

e ビジネ
ス・ライ
フ市場

放送市
場

ゆるやかに光ファイバー化が進む。
CATV は 2007 年から減少傾向。2008
年末にはブロードバンド 2,769万加入、
うち DSL は 1,693 万加入、FTTH は
744 万加入、CATV は 401 万加入
公衆無線 LAN 拡大、IEEE802.11i に
期待感

ネット通販やオークションが生活基盤
として定着
普及するデジタルテレビのタイプ 2 通
り（3 波テレビ/地デジ単波テレビ）×
デジタル放送受信タイプ 2 通り（直接
受信/有線化）の計 4 通りのシナリオを
想定
CATV の加入は増えるが、地デジ化に
より難視聴世帯が 1/10に減り CATVの
意義が薄れる。
デジタル情報家電のネットワーク化が
期待されている

ハード
市場

PLC（Power Line Communications、
電力線通信）が商用化すれば家庭内の 4
つのネットワーク（PC、AV、電話・住
宅設備、家電）をつなぐバックボーン
になる

△

△

×

○

△

△

○

2008 年には 1 億契約、うち
7,290 万契約が 3G（2006 年
版）

2008 年末にはブロードバン
ド 2,705 万加入、うち DSL
は 1,345 万加入、FTTH は
1,023 万加入、CATV は 336
万加入（2006 年版）
公衆無線 LAN 拡大、WiMAX
に期待感（2006 年版）
IEEE802.11i には言及せず
（2006/2007 年版）
オークションには言及せず
（2007 年版）

ネット通販は一般的になり、音楽
配信は順調、オークション利用者
の増加は一段落（2009 年版）
2005 年版では予測として絞りき
れていない。

光ファイバーや衛星による
IP 再送信が必要（2006 年
版）、多チャンネル放送では
今後 IP 放送が伸びる（2009
年版）。
2008 年からの IP マルチキャ CATV 市 場 は 当 面 拡 大 傾 向
ストによる再送信（予定）は （2009 年版）
CATV をも圧迫する（2006
年版）。
言及せず（2007/2009 年版） DLNA（Digital Living Network
Alliance）が規格化されている。
PLC には言及せず
（2006/2007/2009 年版）

△

家庭内 LAN は普及し PLC も商
用化したが、主流ではなく、未だ
バックボーンとはなっていない。

野村総合研究所『これから情報・通信市場で何が起こるのか 2005～2009 年度版』を参考に作成
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２－３－１
①

コンピュータの透明化・浸透

ＣＰＵ
CPU（Central Processing Unit、中央処理装置）とは、コンピュータの中核であり、

通常は 1 チップの LSI である。
・現状
PC 用の CPU の主流はマルチコア（演算部分を複数搭載）である。デュアルコア、
クアッドコアの製品が一般に販売されている。CPU の性能は、その動作周波数の大き
さで表わされてきたが、マルチコアでは処理を並行して行うため、単純に周波数で比
較することができない。
LSI の小型化・高性能化の目安として、
「製造プロセス」
（回路の線幅）がある。数値
が小さいほど線幅が細く、小型化の目安となる。CPU のシェア約 8 割を占めるインテ
ルから 2008 年に登場した PC 用 CPU・Intel Core2 Duo、同 Core2 Quad は製造プロ
セス 45nm（＝0.000045 ミリメートル）である。
一方、組み込み機器向けの CPU もマルチコアの製品が発表されている。しかし、大
量生産品や小規模なシステムに組み込まれる CPU は、シングルコアの安価なものや 1
チップマイコンを利用することが多い。組み込み機器向けの CPU で知られるルネサス
テクノロジから 2008 年に登場した H8SX ファミリの最大動作周波数は、50MHz であ
る。
・予測
「半導体の集積密度は 18～24 か月で倍増する」（ムーアの法則）といわれてきた。
実際の向上ペースはこれより鈍いが、「集積密度」を「性能向上」に置き換えて考えれ
ばこの法則は現在でも成立しているとされ、今後の半導体の性能向上を予測する際の
指標として広く用いられている。一方、2010 年代には微細化が原子レベルにまで到達
してしまい、ムーアの法則は通用しなくなると予想されている。少なくとも、小型化
のみによる高性能化は頭打ちとなることは間違いない。とはいえ、インテルは 22nm
の製造プロセスまで研究を始めており、ムーアの法則ほどの向上ペースではないにし
ても、小型化はさらに進むと考えられる。また、ルネサステクノロジは組み込み機器
向けシングルコア CPU の動作周波数を 200MHz に向上する予定であり、高性能化も
進むであろう。
今後は小型化以外の工夫による性能向上の研究や、各種インタフェース回路まで 1
チップに搭載するなどの高機能化が進んでゆくと考えられる。
このような CPU の進化は、情報機器の小型化・高性能化や、家電などに組み込まれ
ているマイコンの高機能化を後押しするものである。各種見守りサービス（お年寄り
の安否あるいは健康確認、子どもの足取り検索ほか）などのニーズにより、さまざま
なモノが CPU 組み込みになることが考えられる。
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②

メモリ
メモリ（主記憶装置）とは、コンピュータ内でデータやプログラムを記憶する装置で

ある。ここでは、CPU が直接読み書きできる RAM（Random Access Memory）などの
半導体記憶装置を指す。なお、フラッシュメモリなどを用いた 2 次記憶装置は後述のス
トレージに含める。
・現状
PC 用のメモリは主としてダイナミック RAM（DRAM、一定時間経つとデータが消え
る ） が 使 わ れ て い る 。 現 在 の 主 流 規 格 は DDR2 SDRAM (Double-Data-Rate2
Synchronous Dynamic Random Access Memory)、2007 年からは DDR3 SDRAM
(Double-Data-Rate3 Synchronous Dynamic Random Access Memory)も登場している。
メモリーモジュールには複数の半導体を搭載するが、前者の半導体単体の容量は 128M
ビット以上のもの、後者は 512M ビット以上のものが多い。また、DDR2 SDRAM の転
送速度は最大 8.533GB/秒、DDR3 SDRAM は最大 17.06GB/秒である。大容量化と高速
化が進行していることが窺える。
また、2006 年末時点では 512M ビットの DDR2 SDRAM 製品で世界最小のチップサイ
ズは製造プロセス 70nm であったが、2008 年末には製造プロセス 50nm で、チップサイ
ズを世界最小の 40nm 以下とした DDR3 SDRAM 開発成功も報じられている。大容量化・
高速化実現のため、小型化の研究開発も進められているところである。
・予測
エルピーダ（DRAM 世界シェア第 3 位につける日本のトップ企業）は、PC 用メモリ
は今後 DDR3 が主流になると考えている。
また、後述するようにブロードバンドが普及したことから、扱うデータの大容量化が
進むと考えられ、さらに大容量・高速なメモリの開発が進むと考えられる。
このようなメモリの進化は、情報機器が一度に扱えるデータ量を増やし、処理性能を
高める。より高度なソフトウェアの開発も期待される。
③

ストレージ
CD・DVD などの光ディスク、ハードディスク、フラッシュメモリなどの記憶メディ

アを指す。
・現状
音楽・映像・データの記録メディアとして CD、DVD が普及している。書き込み用 CD-R
の記録容量は 700MB、DVD は 1 枚の片面に CD7 枚分から 12 枚分程度のデータ（4.7～
8.5GB）を記録できる。次世代 DVD として Blu-ray ディスク（最大記録容量 27GB）も
普及しつつある。
ハードディスクは PC のみならず、家庭用ビデオレコーダーとしても普及している。
HD ビデオレコーダーには 1000GB（≒1TB）搭載製品も存在する。また、ハードディス
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ク単体としては、海外で 2TB モデルが発売されている（ハードディスクは通常複数のプ
ラッタを 1 つの製品に使用するが、プラッタ単体では 500MB の製品が存在する）
。
携帯電話・デジタルカメラなどの情報家電の記憶メディアには各種フラッシュメモリ
が使用されている。もっとも普及しているものは SD メモリーカード系の規格である。小
型化した microSD カード（縦 15mm×横 11mm×厚さ 1mm）、
記録容量を増やした SDHC
（最大 32GB）など、規格が拡張されて幅広く採用されている。
また、5 万円 PC として話題になった UMPC（ウルトラモバイル PC、ネットブック）
では、フラッシュメモリの 1 種がハードディスクの代わりに使用されている。
・予測
光ディスク、ハードディスク、フラッシュメモリとも、それぞれ記録容量の大容量化
と、データ転送速度の高速化が研究されている。
NEDO では、今後 3～5 年のうちに達成する最大容量を、光ディスクの 1 ディスクあ
たり 1TB、ハードディスクの 1 プラッタあたり 1TB、フラッシュメモリの 1 チップあた
り 10GB 程度とみている。また、転送速度については、ハードディスクの高速化が目立
ち、5Gbps 程度になるものと思われる。このようなストレージの大容量化・高速化は新
たな製品・サービスの開発を後押しし、さまざまな分野において扱うデータが高精細化
すると考えられる。
④

ディスプレイ
静止画・動画を表示する装置。液晶・プラズマディスプレイなどフラットパネルディ

スプレイについて述べる。
・現状
現在の主力は液晶ディスプレイである。PC 用モニタは 2005 年ごろから CRT（ブラウ
ン管）に替わって液晶モニタが主流となっている。
また、携帯電話の液晶画面は表示画素数が増加し、2008 年にはソフトバンクから 1024
×480 ドットの製品（シャープ）が発表された。テレビも液晶またはプラズマの大画面薄
型が一般的になった。なかでも液晶が大半を占めている。
なお、小型テレビや携帯電話の一部では有機 EL（有機エレクトロルミネッセンス）方
式のディスプレイも採用されている。
・予測
高画質・省電力であることから、次世代ディスプレイの主力は有機 EL と考えられる。
NEDO が中心となって主要な国内メーカーが有機 EL の大型パネルの実用化に向けて共
同開発を進め、2010 年代後半に 40 インチ以上の有機 EL ディスプレイの量産化をめざし
ている。
また NEDO では、
「超フレキシブルディスプレイ部材技術開発」にも取り組んでいる。
カラー動画を表示できて下敷きのように曲げられるプラスチック製ディスプレイである。
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2010 年 3 月には A4 サイズ、モノクロのプロトタイプ試作を目標にしている。
ディスプレイの薄型大画面化、高画質化の進行は従来の延長であり、機器の薄型化な
どに寄与するものである。一方、フレキシブル化が実現すれば、ディスプレイには電子
ペーパー、ウェアラブルディスプレイ、3D ディスプレイなどの新たな役割が与えられる
ことになる。
⑤

電池

エネルギー（主として化学反応）を直接に直流電力に変換する一次電池（乾電池）、二
次電池（蓄電池）、燃料電池、太陽電池などがある。
・現状
携帯電話、ノート PC などモバイル機器の二次電池にはリチウムイオンバッテリーが使
用されている。アクティブタイプの RFID、UWB アクティブタグはボタン電池を採用し、
超低消費電力で 10 年以上の電池寿命を実現している。
・予測
モバイル機器でも燃料電池を採用する動きがあり、平成 21 年度中の実用化が予定され
ている。モバイル機器や RFID に限らず、今後は従来以上に電子機器が様々な環境で使
われるようになると考えられ、小型化、高密度化など使用環境に合った電池が求められ
る。同時に、パッシブタイプの RFID のように、本体に電源がなくとも機能を果たす工
夫や、機器の側の省電力化も必要である。
⑥

ユーザインタフェース
人間と機械の接点であるマン・マシン・インタフェース機器、またその入出力方式を

指す。
・現状
数十年来、人間と機械のインタフェースは、ボタン（スイッチ）、キーボード、マウス、
映像、音声などであり、PC・携帯電話など比較的新しい製品でも本質的には変わってい
ない。
近年登場した新製品で、ユーザインタフェースが注目されたのは Apple の携帯電話
iPhone である。従来、PC のマウスと同様の機能しかなかったタッチスクリーンに、
「つ
まむ」「拡大する」などの新しい動きを持ち込んだためである。
・予測
各社各様の研究が進められているが、次世代のユーザインタフェースの主力を予想す
ることは不可能である。例としては、Microsoft のテーブル型タッチスクリーンなどもあ
るが、今後の展開は未定のようである。その他、研究としては石井裕の「タンジブル・
ビット」などが注目されている。また、拡張現実（現実から受け取る情報にコンピュー
タが作り出した情報を重ね合わせて補足する技術。眼鏡のような透過型のディスプレイ
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に、目の前の事物に関連する文字や画像を表示するなど）の開発はサービス開始直前の
状況であり、ユビキタス社会の一つの実現イメージである。
一方、社会にコンピュータが増えるほど障害者が活動や知覚を広げる機会が整う、と
とらえることができる。このため、体内にユーザインタフェースを埋め込む（体内の信
号で直接コンピュータを操作するなど）ニーズも強くなると思われる。
２－３－２

ネットワークインフラの整備

① ブロードバンド・インターネット接続
FTTH、CATV、ADSL などの高速（おおむね 500kbps 以上）通信回線によるインタ
ーネットへの接続サービスについて述べる。
・現状
総務省の「e-Japan 戦略」における 2005 年時点の目標は達成され、DSL 接続利用可能
世帯数は 4,630 万世帯、超高速 FTTH 接続利用可能世帯数は 3,590 万世帯を超えた。
2008 年 9 月末時点では、ブロードバンドの世帯カバー率は 98.6％（5,159 万世帯）、超高
速ブロードバンドの世帯カバー率は 89.5％（4,682 万世帯）と推計されている。
ただし、これは接続可能な環境にあるという基盤整備の状況であり、契約世帯数では
ない。一般ユーザーの契約数ではブロードバンドサービスは 2,976 万契約、うち FTTH
の契約数は 1,376 万契約で DSL 契約数 1,197 万契約をやや上回る状況になっている。前
年対比の増減でみると、FTTH と CATV の契約数が純増、DSL 契約数は純減である。
ブロードバンド基盤の整備はほぼ完了し、さらに高速なサービスへの移行と、利用者
層の拡大が進んでいるといえる。
・予測
総務省の「次世代ブロードバンド戦略 2010」では、平成 22 年度目標として「ブロー
ドバンド・ゼロ地域の解消」
「FTTH の世帯カバー率 90％以上」を掲げている。すでに地
域ごと、都道府県ごとのブロードバンド整備計画がとりまとめられており、着実に整備
が進むと思われる。また、今後は契約世帯数が増加し、ブロードバンドサービスの実利
用者が増えると思われる。
このようなブロードバンド・インターネット接続の普及は、サービス事業者のビジネ
スモデルに転換を迫るものである。従来インターネットとは無縁のビジネスをしてきた
業種でも、インターネット経由の取引・FTTH を通じたサービス提供などを検討せざる
を得なくなると思われる。
② ＩＰｖ６
現行のインターネットプロトコル（IP）IPv4 をベースに、管理できるアドレスを増や
し、セキュリティ機能などの改良を施した次世代インターネットプロトコル。インター
ネット各機器に割り当てられる IP アドレスを 32 ビットから 128 ビットに拡張する。
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・現状
大手インターネットサービスプロバイダ各社はすでに IPv6 接続サービスを提供してお
り、その他各社も徐々に IPv6 対応を進めつつ、IPv6 サービスの提供に向けて準備中で
ある。
提供中のサービスには法人向けの VPN（Virtual Private Network）、映像配信、テレ
ビ電話などもあるが、多くはインターネット接続サービスであり、既存の IPv4 上に IPv6
をトンネリングして利用している。
・予測
現在 IPv6 未対応のプロバイダ各社が IPv6 接続サービスに踏み切る時期は、2010～
2011 年と予想される。こちらもまずはインターネット接続サービスから提供されるもの
と考えられる。
IPv6 の普及は、インターネット上で識別可能な機器を飛躍的に増やすことになる。ま
た、通信のセキュリティも向上する。これは、家電製品や各種センサなど、PC 以外のモ
ノをインターネットに接続する可能性を広げるものである。
③ ＵＷＢ
Ultra Wide Band。無線通信データを 1GHz 程度の広い周波数帯に拡散して送受信を
行う。それぞれの周波数帯に送信されるデータはノイズ程度の強さしかないため、他の
機器と混信することがなく、消費電力も少ない。位置測定、レーダー、無線通信として
利用可能。
④ 無線ＬＡＮ
無線通信でデータを送受信する LAN。特に、普及している 2.4GHz の周波数帯の電波
を用いる IEEE 802.11 シリーズを指す。
⑤ Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
近接した機器間を 2.4GHz の周波数帯の電波を用いてデータを送受信する。この種の無
線ネットワークを無線 PAN（Personal Area Network）とも呼ぶ。
・現状
UWB の 1 種である「ワイヤレス USB」などの対応製品が開発・販売されているが、
広く普及するまでは至っていない。普及促進のため、期間限定で 4.2～4.8GHz 帯では第
4 世代携帯電話（4G）との干渉軽減機能の搭載が免除されている。
無線 LAN は家庭内 LAN の主力方式となり、企業でも半数以上が導入している。
Bluetooth は、携帯電話 3 キャリアがほぼ標準機能として搭載するほか、ヘッドセット、
マウス・キーボード、RFID タグ・バーコードリーダ、家庭用ゲーム機などに幅広く採用
されている。
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・予測
UWB が 4G との干渉軽減機能なしで利用可能な期間は 2010 年末までに延長された。
家庭向け無線 LAN 機器はさらに増え、2012 年まで出荷台数は増加し続け、通信方式は
IEEE802.11n が主要になるとみられている。
ワイヤレス USB と Bluetooth の規格は将来的に統合される可能性がある。また、
Bluetooth は無線 LAN 規格にも対応を発表している。
以上の点から、通信の高速化と様々な機器の相互接続・ネットワーク化がさらに進む
と考えられる。PC 周辺機器や携帯電話は、どの製品でも相互に認識できるようになる可
能性がある。
⑥ 携帯電話
日本の携帯電話通信規格は、第 2 世代では世界の主流ではない PDC・cdmaOne 方式
だったが、第 3 世代では世界的に CDMA2000・W-CDMA 方式が採用されている。第 3
世代の周波数帯域は 800MHz 帯、1.7GHz 帯、2GHz 帯である。
また、PHS を携帯電話に含めないことがあるが、類似点も多いため、ここではまとめ
て述べる。PHS の周波数帯域は 1.8GHz、1.9GHz 帯である。
⑦ モバイルＷｉＭＡＸ
無線 LAN よりも広い範囲（約 1～3km）をカバーする無線通信規格。日本では 2.5GHz
帯で使用される。
・現状
携帯電話の契約数は、2008 年 3 月時点で 1 億 272 万契約とされている。このうち、87％
が第 3 世代携帯電話（3G）である。3G では、テレビ電話、高速データ通信など様々な利
用法ができるようになっている。
2008 年時点の事業者は NTT ドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクモバイ
ル、イー・モバイルの 5 社であり、各社とも基地局を増やして通話エリアを広げてきた。
HSDPA（高速通信サービス）の人口カバー率は NTT ドコモで 100％、最後発のイー・
モバイルでも 81％となっている。
一方、PHS の通話サービスは終了が相次ぎ、データ通信サービスへと変化しつつあり、
事業者はウィルコム、ケイ・オプティコムの 2 社である。
各種携帯電話網を活用し、電気ポットの使用状況でお年寄りの健康確認をする「みま
もりほっとライン」、発信器付きの警報ブザーを子どもの足取り検索に利用する「どこ・
イルカ」、自動販売機の遠隔管理などに利用される機器間データ通信「MyAccess」など
のシステムが実用化されている。
・予測
携帯電話網の人口カバー率とは、市町村の役場が所在する地点における通信が可能か
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否かでその市町村の全人口がカウントされるため、現実には通話・通信できないエリア
が多く残されている。総務省が携帯の基地局設置を自由化したこともあり、今後は地下・
山間部などでも生活エリアを中心に解消が進むと思われる。
なお、4G は世界無線通信会議（WRC）が 2007 年に周波数帯を採択、通信規格を策定
しているが、4G に先駆けて LTE（Long Term Evolution、HSDPA をさらに高速化）が
2010 年ごろ第 3.9 世代としてサービス開始の見通しである。LTE はいずれ 4G 規格の 1
つとして位置づけられる可能性がある。4G システムは 50Mbps～1Gbps 程度の超高速通
信で IPv6 に対応し、無線 LAN などとも連携して使用することができる（FMC、Fixed
Mobile Convergence）ようになる。
また、ウィルコムは次世代 PHS の免許を取得し、
2.5GHz 帯を使用したサービスの 2009
年開始を予定している。
一方、UQ コミュニケーションズはモバイル WiMAX で 2.5GHz 帯の免許を取得し、同
じく 2009 年サービス開始を予定している。いずれも、2013 年 3 月末までに人口カバー
率 90％を超えるとみられ、今後数年のうちにモバイル端末で既存のブロードバンドと同
程度の大容量・高速通信を行うことが一般的になると考えられる。見守りサービスなど
も、より高精細な情報をやり取りできるようになると思われる。
⑧ ミリ波帯無線通信
強い直進性があり非常に大きな情報量を伝送できるが、雨や霧による影響を強く受け
るため､比較的短距離の無線アクセス通信や画像伝送システム、簡易無線、自動車衝突防
止レーダー等に利用されている。
・現状
大容量・長距離の伝送を可能とする技術や無線装置の小型化・低価格化等、利用促進
に向けた技術の研究開発が行われている。
車載レーダーとしては、車間距離や相対速度を測定し、危険と判断したら警報ととも
にシートベルトを引き締め、場合によっては自動的にブレーキをかけるシステムなどが
開発されている。
・予測
総務省は、高分解能ミリ波帯車載レーダーシステムを 2011 年頃に実用化することをめ
ざしている。
富士通・富士通研究所ではすでに 10Gbps ミリ波帯通信用送信機を開発し、2012 年ご
ろの実用システム開発を予定している。車載レーダーが高性能化・電波標識などと協調
することで、交通の安全性が増すと考えられる。
⑨ ソフトウェア無線
携帯電話、無線 LAN など、周波数や通信方式が異なるさまざまな無線通信手段を、ソ
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フトウェアを書き換えることで 1 台の機械で通信可能にする技術である。新しい通信方
式が登場してもハードウェアを交換する必要はないため、基地局や端末などを有効に活
用できる。また、異なる方式に同時に対応することも容易になる。
・現状
携帯電話や無線 LAN 機器等では、場合によって異なる周波数のような特性までハード
ウェアで対応せずに自由度を残しておき、製造工程の最終段階で書き込むソフトウェア
によってそれらを定義する、という初歩的なソフトウェア無線が行われている。より本
格的なソフトウェア無線の試作機も開発されているが、研究段階である。
・予測
将来は、携帯電話、無線 LAN、GPS、衛星通信などに対応した「ユニバーサル端末」
が登場する可能性もあると言われているが、現段階では、消費電力が大きい等の問題が
あり、携帯端末サイズでの小型製品化は困難と思われる。
ソフトウェア無線の技術が確立すれば、コグニティブ無線（周辺環境に応じて複数の
通信方式・周波数から自動的に最適なものを選んで通信が可能）の研究もより具体化す
ると考えられる。実用化は早くても 2012～2015 年頃であろうといわれている。このよう
な無線技術の開発は、モバイル機器の可能性をさらに広げるものである。
⑩ アドホックネットワーク
特定のアクセスポイント機器を必要としない、無線で接続できる端末（パソコン、PDA、
携帯電話など）のみで構成されたネットワーク。ある限られた域内での簡易なネットワ
ークの構築の手段として有効である。
・現状
無線 LAN には、通常使用されている「インフラストラクチャ・モード」とは別に、小
規模ネットワーク向けに「アドホック・モード」という機能がある。また、Bluetooth も
アクセスポイントを必要とせずに機器同士が直接通信する。
しかし、いずれも機器間の 1 対 1 の接続という意味合いが強く、ネットワークを形成
するまでには至っていない。
・予測
アドホック・モードでの通信をバケツリレー方式でつなぎ、無線の到達範囲を超えて
行う通信（マルチホップ通信）を応用した、ネットワークシステムとしての利用が研究
されている。インターネットなど既存のインフラを使わずに、ユーザー同士が直接結び
つくネットワークになる可能性がある。
既存インフラに頼らないことから、インターネット上の P2P 技術同様、合法でない利
用が先行する可能性は十分あると考えられる。
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⑪ 地上波テレビ放送
地上波を利用する放送。衛星放送の対義語である。アナログテレビ放送からデジタル
テレビ放送への移行が進んでいる。AM/FM ラジオ放送なども地上波だが、ここではテレ
ビ放送のみについて述べる。
・現状
アナログ放送と同じ内容のデジタル放送が行われている。デジタルテレビへの移行を
促す様々な策がとられているが、家庭への普及の速度は予定より鈍い。地上波デジタル
テレビ放送対応機器は、2008 年末までに約 4,590 万台が出荷されている。
・予測
2011 年 7 月 24 日までに地上波アナログテレビ放送は終了することになっている。チ
ューナーの新規購入など何らかの形で利用者に負担を強いるものであり、不満の声もあ
る。インターネットが浸透したためテレビ離れが加速し、視聴を止めるという選択が増
える可能性も否定できない。
結果としてデジタル放送への一本化を機に、テレビ放送はメディアとして相対的に縮
小することになりそうである。
⑫ ワンセグ
主に携帯電話などの携帯機器を受信対象とする地上デジタルテレビ放送である。地上
波デジタルテレビでは、1 つのチャンネルの周波数帯域幅 6MHz を 13 のセグメントに分
けており、モバイル端末の小さな画面用に 1 セグメントを使用して低解像度の放送を行
う（ハイビジョン放送（HDTV）には 12 セグメント、標準画質放送には 4 セグメントを
使用）。
・現状
2006 年 4 月 1 日開始の 29 都府県を皮切りに、同年 12 月 1 日には全 43 県の県庁所在
地でも放送を開始しており、ほぼ全ての放送局で行われている。当初は地上デジタル放
送の主番組と同じ番組を流すサイマル放送が義務付けられていたが、2008 年 4 月 1 日か
ら義務化が解かれ、部分的にワンセグ放送独自の番組の放送が始まった。
ワンセグ放送を受信できる端末はすでに相当普及しており、新たなメディアとなりつ
つある。
・予測
現在出荷される携帯電話の大半にワンセグ機能がついているため、放送メディアとし
ての存在感を増してゆくと考えられる。
今後はカーナビ、ノートパソコン、携帯メディアプレーヤなどへのワンセグ機能搭載
が進むと思われる。
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⑬ ＣＡＴＶ
ケーブルテレビ。同軸ケーブルや光ケーブルなどを用いてテレビ放送サービスを提供
する事業。有線ラジオ放送は含まない。
・現状
地上波テレビ放送・BS テレビ放送・CS テレビ放送を再送信するほか、自主製作した
テレビ番組を個別チャンネルに載せて放送を行うケーブルテレビ会社もある。ラジオ放
送を再送信しているケーブルテレビ局も多い。
ケーブル設備を利用したインターネット接続や IP 電話などのサービスも提供している。
・予測
地上波デジタルテレビ放送への対応策や、新規インターネット利用者のブロードバン
ド接続として、ケーブルテレビの加入者数は増加が見込まれる。
一方、IP テレビ（ブロードバンド回線を利用して専用の IP 網により映像や音声を配信
するもの。進行中のプログラムを途中から視聴する従来の形態と、VOD（ビデオ・オン・
デマンド）を付加したものが多い）など、競合するサービスも拡大すると考えられ、数
年以上先の CATV 放送はサービスとコンテンツの激しい競争環境に置かれていると思わ
れる。
⑭ 衛星テレビ放送
赤道上空の静止衛星に中継器を置き、地球上から送信した電波を中継して地球上に向
けて再送信する、広範囲での受信が可能なテレビ放送。放送衛星を利用する BS、通信衛
星を放送用にも使う CS がある。CS のうち、BS と同じ東経 110 度に位置する衛星を使
用するものは 110 度 CS などと呼ばれ、BS デジタルと同じ受信機で利用可能である。
・現状
BS では、デジタル放送とアナログ放送が行われている。NHK などが 1/3/13/15/9ch の
5 周波数を使用して 12 番組の BS デジタル放送を行っている。
CS デジタル放送には 100 社を超える事業者があり、多チャンネル放送を充実させてい
る。なお、CS アナログのテレビ放送はすでに終了している。
2008 年 9 月末時点の BS の普及状況を契約件数でみると、NHK 衛星放送は 1367.5 万
件と増加しているが、WOWWOW（一部 CS を含む）は 240.2 万件とほぼ横ばいである。
同じく CS では、スカパー!が 337.4 万件とやや減少しているものの、110 度 CS のスカ
パー!e2 が 78.3 万件と順調に増加している。これらすべてを合計すると 2023 万件となる
が、これは前述のブロードバンドサービスの契約数 2,976 万契約には及ばない。
・予測
BS アナログ放送は 2011 年までに終了する予定である。このために空く周波数などで、
2011 年以降、5/7/11/19ch の 4 周波数で新たな BS デジタル放送が行われると思われる。
ただし、総務省は BS/CS のとらえ方を変更し、BS/CS ともに「高精細度テレビジョン
39

放送を中心としつつ、デジタル化技術を活用した高画質化」を目標とするよう改めた。
このため、既存の BS/CS の画質向上のために上述の 4 周波数の一部が使用される可能性
もある。
NHK 技研では現行フルハイビジョンの 16 倍の画素数であるスーパーハイビジョン
（7680×4320 ピクセル、60 フレーム／秒）の実証実験を進めているが、実用化は 2025
年といわれている。2011 年の BS デジタル放送にはそこまでの高画質化は望めないが、
データ放送の高度化（Java プログラムの配信など）や蓄積型サービス（コンテンツの自
動ダウンロードなど）、新たな利用法が加わると見込まれる。
⑮ Ｐ２Ｐ
Peer to Peer。クライアントがサーバにサービスを要求するクライアント/サーバ型通信
と異なり、クライアント同士で直接やり取りする通信形態。負荷分散が容易だが、一元
管理が困難である。
⑯ ＣＤＮシステム
Contents Delivery Network。大容量コンテンツをネットワーク経由で配信するための
ネットワーク。ネットワーク上に複数の配布ポイントを用意し、利用者に応じた最適な
配布ポイントを使用することで、大容量のコンテンツをスムーズに配信する。
・現状
インターネット上でファイルを共有する Napster、Gnutella、WinMX、Winny などの
P2P システムが存在し、著作権侵害などの問題をはらんでいる。CDN はコンテンツの課
金システムなどまで含めたシステムとして、企業向けにパッケージ化された商品が存在
する。
・予測
コンテンツ配置が構造化され、著作権が保護されたネットワークが実用化すれば、P2P
は違法性のない情報共有・コンテンツ配信システムとしての利用が考えられる。
CDN には、コンテンツの高品質化・大容量化を支えるため、HDTV（200 万画素、数
十 Mbps）クラスの映像を数万地点へ配信するシステムの実現が望まれる。
⑰ その他（高速伝送・ルーティング、ネットワーク制御、ネットワークセキュリティ）
波長ルーティングノードシステム、スイッチングルーター・MPLS、FTTH、統合化制
御機構を有するネットワーク、仮想化による高セキュリティ OS、高信頼・高セキュア
Post-IP、未知攻撃に対する自動検知などが課題として挙げられている。
・現状と予測
ダイナミックネットワーク制御（ネットワークの障害発生などを受けて経路を動的に
変える）の手法として、MPLS（Multi-Protocol Label Switching。通信パケットに送信
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先を示すラベルをつけ、ラベルに基づいて伝送する）がある。MPLS 対応のスイッチン
グルーターが普及することで、ネットワーク全体の効率が高まり、また VPN 構築が容易
になる。すでに VPN 構築に利用されている。
また、MPLS の光通信への応用として、波長ルーティングが GMPLS（General
Multi-Protocol Label Switching）として IETF で標準化されている。規格に沿ったルー
ターなどが出荷されており、機器の相互接続実験が進んでいる。
通信データの大容量化を受けて、スイッチングルーターには 5Tbps 程度の交換容量が、
また、FTTH には 1Gbps 程度の高速化が求められている。
ネットワークの活用場面が広がるにつれて、現在の IP に替わる、信頼性やセキュリテ
ィの高い次世代の IP が求められ、IPv6 の活用も進むと考えられる。
２－３－３

状況認識システム

① ＲＦＩＤ
Radio Frequency Identification。IC タグから、近距離の無線通信によって ID 情報を
読み取る技術。特にパッシブタイプ（電源を内蔵せずリーダ／ライタからの電波を受け
て駆動する）の IC タグを指す。
② リーダ／ライタ
RFID の情報を読み取り、関連付けられた情報を表示する装置。ユビキタス・コミュニ
ケータ。
・現状
2003 年の時点で、日立製作所の IC タグ「ミューチップ」はアンテナ内蔵で 0.4mm 角
を実現し、製品化されている。2007 年には 0.05mm 角の粉末状のチップも開発され、RFID
の用途をさらに広げている。
一方、リーダ／ライタも各種製品化されているが、業務用途の製品が多く一般に普及
はしていない。これは 2007 年シェア 1 位のオムロン製品ラインナップでも、上述のミュ
ーチップ対応製品でも共通にみられる傾向であり、実業界での限定的な利用に留まって
いることの表れでもある。
なお、Suica などの非接触 IC カードも広義の RFID に含まれる。この分野ではソニー
の Felica が幅広く採用され、決済機能付きの携帯電話にも搭載されている。
・予測
実証実験段階から実用段階へと移行し始めており、導入コストなどの課題が解決すれ
ば、企業横断的なサプライチェーンを実現するシステムとして普及すると予想されてい
る。当面は、限定的な空間での採用が進むだろう。
一方、状況認識システムとして高度な情報提供を行うためには個人で使用するユビキ
タス・コミュニケータが必要となるが、未だ開発段階（実証実験中）である。今後は既
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存のモバイル機器などとの機能の融合が進むものと考えられる。
③ ユビキタスＩＤアーキテクチャ
坂村健の提唱する ucode に基づく情報流通基盤。
モノや場所に固有の ucode を付与し、
その ucode に連動する情報はネットワーク上のデータベースに格納する。ユビキタス・
コミュニケータで ucode を読み取り、ucode に紐づけられた情報をサーバから引き出す
（オープンなシステムの場合は、ユビキタス ID センターの ucode 解決サーバが情報サー
ビスの場所を示す）。ucode は個体を識別する 128 ビットのコードで、用途に合わせた規
格があり、必ずしも RFID でなくとも、バーコードなどでも良い。
・現状
YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所などを中心として、自律移動支援や、デジ
タルコンテンツ流通管理、地域活性化に向けた取り組みなどの実証実験が行われている。
また、東京ミッドタウン、青森県立美術館、上野動物園など、一部の施設ではすでに
実運用が始まっている。エリア限定でないシステムとしては、
（財）ベターリビングの「住
宅部品トレーサビリティ管理システム」も稼働中である。
・予測
技術的な基盤は整いつつあり、2009 年も「東京ユビキタス計画」など実証実験が進む。
ucode とその機能の仕方まで含めたユビキタス ID アーキテクチャ自体が ITU-T で国際
標準となっており、今後も活用範囲が広がるものと思われる。
坂村健がトロンプロジェクトのゴールと位置付けた「どこでもコンピュータ」環境実
現までの 3 段階のうち、第 2 段階から最終段階へと移行する時期である。コンピュータ
内蔵のインテリジェントオブジェクト、ユビキタス・コミュニケータ機能搭載の個人用
機器、ネットワークセキュリティの向上などを経て、徐々に状況に応じたサービスを提
供するシステムへと統合されてゆくと考えられる。
④ Ｗｅｂサービス
情報検索やマイニング技術などを中核とするインターネットサービス構築、高信頼・高
セキュアな Web サービスの構築、Web2.0 のさらなる発展、ネットワークストレージや
情報の検索・解析の並列処理などが課題として挙げられている。
・現状
インターネット（WWW）は安全面で問題もあるが、その反面自由な利用が可能であり、
Google や Yahoo!をはじめとする検索の技術のほか、ブログ・SNS・Wikipedia などの集
合知が発展し、従来の固定的な Web に対して「Web2.0」とも呼ばれている。
PC はインターネットに接続して使うことがほぼ常識になっており、データやサービス
をインターネット上からスムーズに提供する Web サービスが「クラウド・コンピューテ
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ィング」と呼ばれ注目されている41。インターネットを雲（クラウド）に、そこから得ら
れる情報サービスを恵みの雨にたとえた言葉である。降雨のメカニズムを知らなくとも
雨水が利用できるように、背後のシステムを意識することなくその恩恵を受けることが
できることを表していると考えられる。
クラウド・コンピューティングの実現を支えているものは、❶パッケージソフト並み
の機能をもつ Web サービス、❷ハードウェアの進歩によるモバイル機器と PC の融合、
❸ブロードバンドや大容量ストレージの普及、などである。過去にも、データと処理の
大半をネットワーク上で行うサービスは ASP（Application Service Provider）、NC
（Network Computer、オラクル社の商標）などと呼ばれてきた。それらとクラウド・コ
ンピューティングとの違いは、
「今日では上記 3 点が実現しているため、実用的な操作性
を備えたさまざまな製品・サービスが存在する」「その利用体験を表すユーザー本位のコ
ンセプトとして登場した言葉である」という点にある。
・予測
Web2.0 やクラウド・コンピューティングのようにインターネット上の大量の資源を扱
いやすく提供する技術は、さらに発展すると思われる。
インターネット上のデータ量が膨大になるため、より効果的な検索技術が必要と考え
られる。連想検索サービス（入力したキーワードと似た意味の言葉も検索対象とするな
ど）の普及を経て、セマンティック Web（テキストの意味を表すメタデータを WWW 上
のファイルに付加し、検索性などを向上する）の実現に向かうと予測される。
クラウド・コンピューティングの利用体験は、ユビキタス社会のイメージに近いモデ
ルである。今後、クラウド・コンピューティングを現実に存在する自明なものとして育
つ人々は、より広範囲に恩恵を受ける「社会のユビキタス化」を推進する原動力となる
と予想される。このため、WWW で発展した各種 Web サービスは、新たに登場する各種
通信方式のネットワークにやがて移植されてゆくと思われる。
なお、ユビキタス ID アーキテクチャでは、情報サービスをインターネット経由で行う
ケースもあるため、一層のセキュリティ確保が求められる。
２－３－４

その他

前述の三つの枠組みに収まらない技術について、現状と予測を補足する。
① センサ・動作制御
センサはモノの性質・位置・状態などの情報を、電気的・電子的な別媒体の信号に置き
換える装置である。各種機器などに組み込み、自動車、機械、航空宇宙、医学、産業、ロ
ボット工学などで使用されている。

Yahoo!や Google などの各種 Web メール、セールスフォース・ドットコム（営業支援シス
テム）
、ナビタイム（経路案内）
、Google マップ（地図）などの Web サービスが代表的であ
る。
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さまざまなセンサからの情報を、機器類の動作制御に使用するなど、ユビキタス社会
での応用が考えられる。例えば、周囲や自己の状態に応じて動作制御するインテリジェ
ント車椅子などである。センサ間のネットワークには ZigBee などいくつか実用化してい
るものがある。チップも小型化しており、センサの搭載と通信の技術面では実現可能な
ものとなっている。
このような応用技術を一般的なものにするためには、二通りの道筋が考えられる。
一つは、まず単純な機器・ロボットの普及と公共空間のバリアフリー化を進める道で
ある。物理的な制約を先に解決し、普及したモノにユビキタス機能を追加するイメージ
である。
もう一つは、機器・ロボットのインテリジェント化とセンサネットワークの敷設を先
に進める道である。「真にインテリジェントなロボット」が実現すれば道路や建築は現状
のままでもバリアフリーに移動できる、という考え方である。
ただし、ロボットなどの支援機器を使用するか否かは、結局のところ本人の判断によ
るべきものと考えられる。社会基盤はすべての人に開かれていなければならないことか
ら、ユビキタス社会の想定外の弱者（「非インテリジェント」車椅子の愛用者、既製の支
援機器が適合しない人、など）にも効果がある「物理的な制約の解決」を先行すること
が望ましいと考える。いずれにしても、多大な投資を必要とし社会全体を変革する、国
家レベルの判断の問題であるといえる。
② 認識・認証
音声認識、生体認証などの技術が課題として挙げられている。音声認識は、人の話す音
声を解析し、内容をテキストデータとして取り出す技術である。生体認証は、指紋・眼の
虹彩・声紋などの身体的特徴によって本人確認を行なう方式である。
PC 上で利用可能な音声入力ソフトの認識制度は向上を続けている。PC・各種機器・
ロボットに音声で指示を与えることも可能になりつつある。
認識精度の高まりと音声認識技術搭載機器の普及は、利便性を向上する反面、盗聴な
どの危険もはらんでいる。ユビキタス社会において一般に利用される際、「この機器は会
話を周囲のセンサへ転送します」などとその存在を明示することも必要と思われる。
生体認証はパスワードなどに比べて「なりすまし」されにくい方式である。マンショ
ンの入口・金融機関・ノート PC・携帯電話など、身近なところにも採用されている。認
証技術は今後も精密化が進むと考えられるが、その身体的特徴の持ち主を本人であると
すること自体に問題もあり、決して万能なものではない。
例えば、けが・欠損・経年変化などによって生体認証ができない人々もいる。その場
合、「本人ではない」と扱って良いのだろうか。この問題は結局のところ「人とは何なの
か」という生命倫理の問題に行き着く。また、身体的特徴は任意に更新することができ
ないため、一度複製によって破られてしまうと一生安全性を回復できなくなる恐れもあ
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る。
一方、身体的特徴ではなく、人間関係の中にのみ本人性があると考えることもできる。
人は他者から「その人である」と認められるがゆえに、
「その人」を演じることができる、
という考え方である（パスワード認証の、人間対システムの関係はこの考え方に近い）。
では、人間関係ができていなければ「本人ではない」と扱って良いのであろうか。こち
らも突き詰めていくと、困難な問題（例えば、無国籍者や残留孤児、拉致被害者等）が
生じ得る。
これらの問いに対して、できるだけ多くの人が納得できる答えを探し、バランスをと
らなければならない。新しい認証技術を実社会で生かす前には、倫理委員会のような検
討の場も必要かもしれない。
２－３－５

小括

以上の予測に基づいて、想定し得る今後 5～10 年程度の将来像を導いてみたい。
①

情報機器の利用形態が変化
有機 EL ディスプレイが普及することでモバイル機器の電源が長持ちするようになり、

電源のないところでも長時間使えるようになるだろう。燃料電池が実用化・普及し、燃
料は広く市販されるようになると思われる。また、ユーザインタフェース面では拡張現
実などの新たなサービスが始まると考えられる。
これらの点から、既存のモバイル PC や携帯電話などから進化した情報機器が、新たな
使い方をされていると予測できる。
② デジタルコンテンツの多様化
さまざまな映像コンテンツメディアが出揃い、通信インフラが整うことにより、利用
者は自分が視聴可能な複数のコンテンツを場面に合わせて楽しむようになると思われる。
テレビ放送の影響力は相対的に低下し、ネット配信のアクセスログなどが視聴率に替
わって世論の指標としての意味をもつようになると思われる。官公庁や自治体は、政見
放送・選挙運動・議会中継・裁判報道などの制度変革を迫られる可能性がある。
③ 有線・無線の各種通信インフラが整う／情報機器の小型化・高性能化／高性能なモバ
イル機器の 1 人 1 台化
CPU やメモリ、ストレージの進化によって、情報機器の小型化・高性能化が進むと考
えられる。ただし、極端な小型化やウェアラブル化はかえって使いやすさを損なう点も
ある（小さなボタンが押せない・机に置いて使えないなど）ため、モバイル機器に関し
ては、高性能化・多機能化が進むと思われる。
各種無線通信方式の進化と、上述のモバイル機器の進化により、日本中ほぼどこにい
ても、モバイル機器でインターネット上の高画質・高音質なコンテンツを楽しめるよう
45

になると考えられる。
ネットワーク経由での新しいサービスが一般的になると、行政サービスについても、
モバイル機器対応・ブロードバンド対応を求められると思われる。その際、モバイル機
器と公的な個人認証との連携には慎重な検討が必要である。
④ 複数の業界でのスタンダードへ／徐々に広範囲での採用へ
複数の業界が個々に RFID を採用しており、今後も普及してゆくと考えられる。大手
企業が採用した時点で事実上の業界標準となることが予想される。
ユビキタス ID アーキテクチャの実証実験が続くため、各地・各所に ucode が埋め込ま
れた環境が増える。設置された ucode を利用して、実験終了後も新たな情報提供を自発
的に実施する動きが出てくると思われる。
まちづくりには、ucode を取り入れたプランが必要になると思われる。中野区内で完結
する事業や事務管理においても、個体を識別するシステム42を構築する際には、ユビキタ
ス ID アーキテクチャとの互換性を確保しておくことが必要と思われる。
⑤ 交通の安全性向上など／高速・大容量・高セキュアなサービスの登場
車載レーダーなど、自動車の安全性を高める技術が進歩すると思われる。また、FTTH
の普及によって Web サービスは大容量化・複雑化し、セキュリティも一層求められるよ
うになる。このため、IPv6 を前提とした高セキュアなサービスが登場すると考えられる。
このようにさまざまな分野で安全性確保のための技術が使われるが、その根幹は「対
象物の特定、動作の観察、行動の抑制」である。技術自体は中立だとしても、行き過ぎ
れば個人の監視につながる。官公庁が情報システムを活用した事業を行う際は、事業自
体の安全性とセキュリティ確保する一方で、行き過ぎた監視強化とならないようにする
など、法と技術の両面で配慮していくことが必要である。
⑥ まったく新しい情報ツールの出現
ディスプレイのフレキシブル化が実現することで、情報機器の形や大きさが大幅に自
由になる。また、新たに革新的なユーザインタフェースが登場すれば、機器のコンセプ
ト・利用方法自体、まったく新しいものになる可能性がある。
中野区としては、新たな情報ツールの開発動向に注意し続け、区民生活への影響およ
び区職員の職務への活用の視点で評価してゆくことが必要であろう。
⑦ デジタル・ネットワークの利用法が変化
乱立した各種メディアが市場原理によって淘汰される頃には、ほぼ全世帯に FTTH・
IPv6 が普及しており、利用者のデジタル・ネットワークのリテラシーも高くなっている
42

会員証・会員名簿・備品管理台帳などが考えられる。
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はずである。アドホックネットワークやグリッド・コンピューティング・ネットワーク
が利用可能になれば、利用者は自分の端末を通じて世界中の情報機器やセンサとつなが
り、その情報や処理能力を活用することができるようになるだろう。
一方、集中管理の難しい P2P、アドホックネットワーク、グリッドなどの技術は、当
然合法でない利用がありうる。さまざまな技術・方式ごとにリスクを評価し、中野区の
事業での採否、区内での利用可否などの判断基準を整備しておくことが必要と考える43。
⑧ インテリジェントオブジェクトの出現、ユビキタス・コミュニケータ 1 人 1 台化／新
たな情報の提供・公開
現実に ucode の使われる範囲が増えれば、1 人 1 台化したモバイル端末にはいずれユビ
キタス・コミュニケータ機能が搭載されると思われる。無線規格の統合やソフトウェア
無線の実用化などにより、このモバイル端末はほぼすべての無線方式に対応してインタ
ーネットにアクセスできると考えられる。そうなれば、ユビキタス ID アーキテクチャに
対応した情報サービスは自然と立ち上がるであろう。
中野区の施設・サービスにおいても、ucode を活用し、関連情報をインターネットで常
時提供することが必要となる。区民の情報活用度・依存度が高まるため、提供する情報
の維持管理は現在の Web サイト運用よりさらに高度であることが求められる。
この情報基盤は、区職員も活用すべき資産である。現場職員はユビキタス・コミュニ
ケータ機能を有する端末機を 1 人 1 台所持して職務にあたることも想定される。
以上の予測の一覧表が 49 頁の表 2-7 である。想定される事象に前後関係が考えられるた
め、技術発展の可能性を 2 段階で想定し、5 年程度先の将来像、10 年以上先の未来像とし
てまとめた。なお、同じ将来像・未来像に結び付く技術を隣り合うように並べたため、本
論で取り上げた順序とは異なる。また、「センサ・動作制御」「認識・認証」については、
他の複数の技術に組み込まれて利用されるものとして、一覧表への記載を省いている。
今後 5～10 年程度の将来像を展望してきたが、可能性をすべて検証することは不可能で
ある。しかし、技術面の動向は確実に「状況認識システム」の実現・普及に向かっている。
通信、センサ、動作制御、クラウド・コンピューティングとこれらの応用が、当面のユビ
キタス・コンピューティング技術の中心となるといえよう。これらを前提とすると次のこ
とが予想される。
「状況認識システム」の普及で最も恩恵を受けるのは、へき地居住者や障害者などの少
数者であると考えられる。新技術を普及させる制度面でのインセンティブがなければ、ブ
ロードバンド普及当初のように「商売になる」大都市圏のみでの展開となり、真に必要と
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その際の判断の対象は「リスク」であり、「技術」自体ではない。高リスクと判定された
新技術でも、リスクを低減する対策を取った場合には、ただちに再評価を行うなど、柔軟に
対応するべきである。
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する人々へ広がらない可能性がある。
立法措置も必要である。「状況認識システム」は社会の基盤となる情報システムである。
ここに虚偽情報を提供することを禁じなければ、食品トレーサビリティなど画に描いた餅
である。悪意の利用者を規制することは技術だけでは不可能である。一方、表現の自由と
のバランス、プライバシーの保護も見据えたしくみとしなければならない。
「状況認識システム」を社会基盤とするのであれば、産官学民が同じ目標に向けて協力
する必要がある。例えば、自律移動支援を行うためには、国・都・区など道路の管理者、
公共・民間施設、車椅子などのメーカー・不動産業者などが、管轄を超えて協力しなけれ
ばならない。その前には、将来の社会基盤を「状況認識システム」にするというコンセン
「u-Japan 政策」の広報一つとっても、強力に行って
サスが必要である44。しかし現状は、
いるとはいい難い。
このような社会制度の整備が進まない限り、「状況認識システム」は限定的な空間での実
用化に限られ、区民生活の場全般へ広がるスピードは鈍化する45。

44

さらにその前に、「情報化・IT 化を進めるべきなのか」「人類社会はなぜ縮小均衡ではい
けないのか」といったことも、一度も（国力・産業振興の点以外では）国民的議論となって
はいない。
45
一方で、
「状況認識システム」を社会全体には広げず、特定分野に限定して導入するとい
う決断もあり得る。
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表 2-7 ユビキタス・コンピューティング技術の将来予測
ユビキタス技術

可能性（第 1 段階）

ディスプレイ

有機 EL ディスプレイの普及

電池

モバイル用燃料電池の実用化

ユーザインタフェース

研究の継続

地上波テレビ放送

デジタル化し利用者やや減少

ワンセグ

一般に普及

5 年程度先の将来像
情報機器の利用形態
が変化

契約者増加、テレビ利用から IP テ
CATV

衛星放送
CDN システム

レビなどの新サービスに利用形態

デジタルコンテンツ

変化

の多様化

可能性（第 2 段階）
フレキシブル化
研究の継続
研究の継続

10 年以上先の未来像
まったく新しい情報
ツールの出現

コンテンツやサービスの質、
収益
性の点からいくつかの方式が淘
汰される

双方向コンテンツが増え一定の利
用者数を確保
IP テレビは高画質化

ブロードバンド・インター ブロードバンド加入者増加、FTTH
ネット接続

加入者割合高まる

IPv6

IPv6 接続サービスの普及

高速伝送・ルーティング、
ネットワーク制御、ネット 通信の高速化、信頼性向上
ワークセキュリティ

有線・無線の各種通
信インフラが整う

UWB・無線 LAN・Bluetooth 機器の相互接続進む
アドホックネットワーク
グリッド・コンピューティ
ング・ネットワーク

どこでもどの端末でも利用可能

PC によるビジネス利用が可能に

CPU

小型化・高性能化する

メモリ

大容量化・高速化する

ストレージ

大容量化・高速化する

WiMAX

が柔軟に可能

小型・省電力機器の通信距離延長

研究の継続

携帯電話網・モバイル

ネットワーク化し機器間の通信

研究の継続

P2P

携帯電話が 4G・モバイル
WiMAX・次世代 PHS などに置き
換わる

デジタル・ネットワ
ほぼ全世帯へのFTTH、IPv6 普 ークの利用法が変化
及

に
新たなネットワーク（IPv6、グ
リッドなど）上での P2P 出現
情報機器の小型化・
高性能化
高性能なモバイル端
末の 1 人 1 台化

モバイル端末がほぼすべての無
線方式に対応、ユビキタス・コミ
ュニケータ機能の搭載

ソフトウェア無線

RFID・リーダ/ライタ
ユビキタス ID アーキテク
チャ
ミリ波帯無線通信

Web サービス

研究の継続

インテリジェントオ
ブジェクトの出現、
ユビキタス・コミュ
ニケータ 1 人 1 台化

物流、
トレーサビリティなど実業界 複数の業界でのスタ
を中心に普及
実証実験の継続

ンダードへ
徐々に広範囲での採
用へ

自動車用車載レーダーなど特定分

交通の安全性向上な

野ごとに実用化

ど

FTTH・IPv6 を前提とした各種サ
ービスの開始

高速・大容量・高セ
キュアなサービスの
登場
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場所に ucode を付けた街の増加
新たな情報の提供・
ユビキタスIDアーキテクチャを 公開
前提とした各種サービスの開始

第３章

「ユビキタス都市中野」を推進するために

第 2 章までを踏まえ、
「ユビキタス都市中野」を推進していくための基本的方向性と、当
面取り組むべき政策案を提示したい。
３－１

基本理念と目標

ユビキタス都市中野がめざすのは、いつでも、どこでも、だれもが、便利で快適な生活
を送ることができるまちである。したがって、基本理念としては、
「u-Japan 政策」で示さ
れた「あらゆる人やモノがむすびつく」という基盤性に着目した理念（図 3-1）を援用する
ことで良いといえる。
図 3-1

u-Japan の理念－4 つの「u」

総務省ホームページより転記

その基本理念を踏まえた上で、目標として、中野区が「いつでも、どこでも」情報サービ
スが得られる社会の構築に積極的に貢献し、安心・安全を担保しながら、多様性を受容する
とともに、価値を重視する社会を促進していくことを明示するべきである。
そして、この目標を実現していくための基本的な考え方は、次の二点とする。
・基本構想で描かれた将来像を実現することを目的として、ユビキタス・コンピューティ
ング技術を積極的に活用する。
・一方で、全てをユビキタス・コンピューティング技術に頼らない。
二点目を掲げる理由は、次のとおりである。ユビキタス・コンピューティング技術は、ユ
ビキタス化を実現するために有効な手段であるが、万能ではない。このことを認識していな
いと、時としてコンピューティング技術の利活用そのものが目的化してしまい、かえってユ
ビキタスでなくなる恐れが生じるためである。
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３－２ 「u-city Nakano」の実現に向けた取り組み案
３－２－１

前提

政策を立案するにあたっては、次の点を踏まえることとする。
・ユビキタス化は、限定的な空間・対象から進行していく。
・ICT については、利用者の年齢・性別・職業等により、使用する機器や方法とその嗜
好に違いがある。
３－２－２

基本方針

次の五点を基本方針とする。
・障害者や高齢者等にとっての利便性向上を中心とした実証的な取り組みを行う。
・ユビキタス・コンピューティング技術の利活用、運用（制度や体制の構築）に重点を
置く。
・ユビキタス・コンピューティング技術の標準化を推進する。
・安全対策を講じるとともに、知的財産権の保護を推進する。
・自治体である中野区としては、「支援」することが、基本的なスタンスとなる。
第一点目の理由は次のとおりである。障害者や高齢者等への支援を行うことは、自治体
としての責務であり、重要課題である。また、前提で示したとおり、ユビキタス化は、限
定的な空間・対象から進行していくものであるが、しかし、それはコスト高になるという
矛盾をはらんでおり、結局のところ、それに投資するか否かは民間主導で決定されていく。
障害者や高齢者等の利便性向上のためのサービスに投資することを民間事業者に促すため
には、自治体として支援・協力する姿勢を示すことが必要であり、それにより「標準化」
も促進されるものと考える。さらに、ユビキタス化を進めるには、ユビキタス・コンピュ
ーティング技術の開発、実証実験を繰り返すことが欠かせないため、実証的な取り組みを
行うこととしている。
第二点目の理由は、この実証的取り組みが求められることに関連する。ユビキタス化の
推進にあたっては、運用ガイドラインの作成、制度や体制の構築が最もネックとなってい
ることは、第 1 章、第 2 章で示したとおりである。また、自治体である中野区が技術開発
そのものを行うわけではなく、自治体としてできることを考えたためである。さらに、第
三点目に関連するが、実用化された技術の多くは、オープン化される。特許等があったと
してもそうである。
第三点目及び第四点目の「知的財産権の保護の推進」については、自治体として行える
ことに限界があるが、国や都の政策を踏まえつつ、「支援」という形で後押ししていくこと
が中野区の責務であり、かつ必要であると考えたためである。
第一点目から第四点目にも関連しているが、ユビキタス・コンピューティング技術の開
発とサービスの提供、その運用は、基本的に民間ベースで進んでいく。技術開発そのもの
を中野区が行うことはなく、また、各サービスの運営主体となることは少なく、それに対
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する財政投資も中野区としては限界がある。そういったことを踏まえ、第五点目として、
中野区のスタンスとしては、「支援」となることを明示した。
３－２－３

具体的取り組み案

「u-city Nakano」を実現していくためには、安全対策を強化するとともに、さまざまな
取り組みを行っていくことが必要であるが、当面行うべき推進役的な取り組みとして、次
の三点を提案したい。
・ひとり暮らし高齢者の見守りシステムの構築・運用
・中野区におけるテレワークの推進
・中野駅周辺まちづくりにおけるユビキタス実証実験等の実施
これらの取り組みを行っていきながら、「中野区地域情報化推進計画」の見直しを行うべ
きであると考える。以下、各取り組み案を述べる。
①

ひとり暮らし高齢者の見守りシステムの構築・運用
ひとり暮らし高齢者の孤独死が話題となることが増えている。ひとり暮らし高齢者に対

する見守りは、少子高齢社会が進行する中で、自治体共通の課題であるといえる。人によ
る見守りが不可欠であるが、コンピューティング技術を活用することによって、それを効
果的かつ効率的に行うことが可能となる。こういった区政課題に対する実証的な取り組み
の積み重ねこそが、ユビキタス化を推進することであると考え、提案するものである。
中野区における一人世帯高齢者（65 歳以上）は、14,903 世帯で全世帯の 8.7％である46。
そのうち一度も婚姻していない人の割合が高い（男性 25.4％、女性が 20.9％）。また、女
性の数が男性の倍以上（男性 4,314 世帯、女性 10,589 世帯）である。
内閣府「平成 17 年度世帯類型に応じた高齢者の生活事態等に関する意識調査結果」に
よると、ひとり暮らし高齢者の多くは、日常生活において困っていることが少なく、現
在の生活における満足度は高い。7 割以上が家計をそれほど心配せずに暮らしている。収
入源の 9 割以上が公的年金である。
将来への不安を強く感じているのは約 2 割。最も多いのは、病気や介護への不安であ
る。収入が 20 万円を超えると不安が減る傾向が見られる。
1 日平均 2 時間以上外出する人の割合は約 5 割で、「買い物」による外出が最も多い。
次に多いのが「銭湯」である。行動範囲は狭く、隣接学区内にとどまることが多い。立
ち話などは行う（特に女性）一方、町内行事参加や近隣同士のおすそわけなどは弱まる
傾向にある。男性は、近所付き合いや友人との関わりが相対的に希薄である47。
ひとり暮らし高齢者は、高齢者全体よりさらにパソコンや携帯電話の使用率が低い。
また、ひとり暮らし高齢者にとっての ICT は、基本的にテレビと固定電話が中心だと

年国勢調査」による。なお、中野区保健福祉部保健福祉分野調査（平成 20 年 5～7 月
民生委員による調査）によると、70 歳以上のひとり暮らし高齢者数は 4,977 人であった。
47 室崎千道ほか『一人暮らし高齢者の居住継続を支える近隣環境に関する研究』による。
46「2005
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いえる。
なお、中野区におけるケーブルネット加入率が全世帯の 76.3％と高く、平成 20 年度内
に区内全域が営業地域となっている。
以上を踏まえた見守りシステム案を提示したい。
ア

基本的な考え方
・人による見守りを効果的かつ効率的に行うために、ユビキタス・コンピューティ
ング技術を活用する。
・家族がいない高齢者に対応できるシステムとする。
・高齢者にとっての見守り装置設置による負担感（監視されていることへの不安・
嫌悪感）をできるだけ軽減する。
・見守りの必要な程度に応じた策を講じる。
対応

見守りが必要な程度
低（元気なひとり高齢者） CATVを使った情報提供、双方向通信
中

安否確認システム＋人による見守り

高

安否確認システム＋人による見守り 見守り通報・即時通報システム【現在有】

見守りの必要な程度の基準は、別途、十分に議論することが必要である（その内容
は別に譲る）
。
見守りの必要な程度が低い、元気な高齢者を対象としているのは、CATV を使っ
た情報提供や双方向通信である。テレビはどの家庭にもある ICT である。特に 60
代以上の世代において、最も馴染みがあり、情報利用時間が最も長い。ケーブルネッ
ト加入率も高い。一方で、元気なひとり暮らし高齢者はあまり干渉してほしくないと
いう意向がある。これらを考慮したものである。
見守りの必要な程度が高いひとり暮らし高齢者を対象とした「緊急即時通報システ
ム」48は、現存するシステムである。ひとり暮らしの高齢者宅の頻繁に使用する通路
等に感知器（熱線センサ）を設置し、一定時間通路に人の動きがない場合、中野区が
委託している民間事業者に自動通報され、異常事態が発生したときは、民間事業者が
急行し、必要に応じて 119 番通報など関係機関に協力を要請するものである。
また、心臓病など慢性疾患のある高齢者や 18 歳以上の重度身体障害者（1・2 級）
には、前述のセンサに加え、無線発報ペンダントが貸与される。利用者が急病等の緊
急時、胸にかけたペンダントを押すと、中野区が委託している民間受信センターへ通
報され、消防署等とともに救助を行うものである。
今回特に示したいのは、
見守りの程度が中程度であるひとり暮らし高齢者を中心と
した、「安否確認システム」である。地域包括支援センターで行っている人による見

48

現在は、65 歳以上のひとり暮らし高齢者で、区の「高齢者見守り支援ネットワーク（元気で
ねっと）」に登録している方で、人による見守りのほか機器による見守りが必要な方を対象とし
ている（高齢者世帯のみを含む）
。
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守りのシステムを補完するものでもある。現在の「元気でねっと」登録者数以上に人
による見守りが必要な方が存在すると思われ、また、今後増えていくことが想定され
るためである。
イ

安否確認システム案
二通りのシステム案49を提示したい。

❶

電流確認型
これは電源のオン・オフ（電気の使用）により安否を確認するものである。電気

を多く使う機器のスイッチの入り切りを頻繁に行ったかどうかを測定する装置を分
電盤に設置し（写真 3-1）、それを管理センタ
ーで計測する。測定装置には PHS 機能が内蔵
されており、インターネットを介して電流変化
を管理するしくみである。どの電気機器のスイ
ッチを入り切りしたかはわからないため、ある
程度プライバシーは保護される。
狛江市と（財）電力中央研究所が実証実験を
行っており、平成 22 年度以降できるだけ早期

写真 3-1 分電盤に設置した測定装置

の導入をめざしている。
狛江市の中間報告を参考にすると、次のような運用スキームが考えられる。
登録者について、48 時間電流変化のない場合は、管理センターから町会等の見守
り担当者へ連絡し、見守り担当者が電話もしくは訪問にて登録者の安否を確認する。
管理センターの運営は、介護サービス事業者や NPO 等へ委託する（図 3-2）。安否確
認や緊急時の対応も含めて委託内容とすることも一案である（図 3-3）。
図 3-2 運用例 1～町会等による見守りの場合～
管理センター
委託契約

セキュリティ会社等

中野区

③
要
確
認
情
報
①
電
流
変
化
計
測
結
果

②
電
話
で
安
否
確
認

町会等

⑤報告

④
電
話
・
訪
問
で
安
否
確
認

ひとり暮らし高齢者宅
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⑥
緊
急
対
応

【見守り装置設置】

家族がいる高齢者に対するサービスとしては、象印マホービン株式会社が実施している「み
まもりほっとライン」がある。無線通信を内蔵した電気ポットを使用すると、その情報が NTT
ドコモの無線通信回線を経由して、家族のパソコンや携帯電話へ一日に 2 回メールが送信され
る。
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図 3-3 運用例 2～介護事業者等による見守りの場合～
管理センター
委託契約

中野区

介護サービス事業者
NPO等

①
電
流
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で
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④報告

③
緊
急
対
応

ひとり暮らし高齢者宅

【見守り装置設置】

システム費用としては、計測結果解析用の PC、見守り装置、取付費用、通信費、町
会等の見守り担当者への謝礼・活動費などが想定される。また、測定装置を製品化する
事業者が必要である。狛江市では、分電盤に設置する見守り装置は、1 台 20,000 円程
度になると見込んでいる。
❷

ケーブル回線活用型
ケーブル回線とデジタル放送の双方向通信を利用して安否を確認する。ケーブルテ

レビ加入率が高いことを前提としたシステムである。例えば、48 時間テレビやモデ
ムの電源入力がない場合は、管理センター等でその状況を把握する。なお、専用モデ
ムは通話が可能である。既にシステムそのものはメーカーが開発済みである。
電流確認型との違いは、文字情報による双方向通信が可能なことである。また、ケ
ーブル回線の活用を前提とすると、遠隔地において、電子タグとセンサを利用するこ
とで詳細な状態の把握が可能であり、介護予防に活用することができる（図 3-8）と
いったように、さまざまな方法と展開が可能である。
FTTH が主流になってきているが、ケーブルテレビ加入率は未だ微増していると
ともに、現在のところ FTTH への移行意欲は低い。FTTH との比較において、上り
速度についての潜在的な制約と相対的に高い維持コストの問題はあるものの、全国
2,000 万以上の接続世帯を有するケーブルテレビ業界が互いに連携して取り組む姿
勢が強くなっており、向こう 10 年間はインフラとしての価値が高いといえる。また、
限られた ICT を有する人が多いひとり暮らし高齢者においては、ケーブルテレビは
有効なツールであって、その応用が期待できる。
検温や脈などの基本的な検診は、バイタルセンサー（脈拍、体温、呼吸数、血圧な
どの情報を収集できるセンサ）を本人に常時装着させて、無線等によって遠隔地で測
定情報を収集することができるシステムが既に実用段階にある。
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図 3-4 ケーブル回線と組み合わせた介護予防システムの例

株式会社ゴビ、株式会社内田洋行、立命館大学が共同で開発。TRONSHOW2009 資料より転記

以上の両型を比較したのが表 3-1 である。
表 3-1 電流確認型とケーブル回線活用型の比較
項目

電流確認型

ケーブル回線活用型

ひとり高齢者宅にある設備か

○

△

双方向性はあるか

×

○

○～△

△～×

△

○

○～△

△～×

見守りされる高齢者にとって負担感が
低いか（プライバシーは保護されるか）
応用性、発展可能性は高いか
コストが高くならないか

電気はどの世帯にも必ずある設備である。一方、ケーブルテレビは高い加入率であるも
のの、すべての世帯で加入しているわけではない。
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また、多くの電子ダグやセンサを利用した見守りは、さまざまな応用可能性を有するが、
見守りされる高齢者にとって監視されているといった負担感がある50。その情報が漏えい
する危険性もある。したがって、このような見守りシステムは、見守りの程度が高いひと
り暮らし高齢者や障害者等に限定すべきであると考える。
さらに、できるだけ多くの見守りを行うとするならば、コストを抑制することが不可欠
である。
以上の点から、人の見守りを効果的かつ効率的に行う安否確認システムとしては、電
流確認型がベターであるといえる。
なお、ケーブルテレビ網を活用した次のような各種サービス例も考えられ、応用性は高
いことを付記しておく。
・子どもの見守りシステムの構築・実施
・障害者のためのリレーサービスの構築・実施
例：聴覚障害者と視覚障害者の通信
・各種行政情報の提供
・行政重要情報の提供（災害・医療等）
・電子セミナー、電子会議、電子アンケートの実施
・電子選挙の検討
・地域回覧版への活用
例：福井県敦賀市
・商店街の配送システムとして活用

電流確認型では、狛江市と（財）電力中央研究所が実施した 11 人（70～80 代）のモニター
テストで 8 名が「見守り装置は気にならない」と回答している。

50
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②

中野区におけるテレワークの推進
ユビキタス化は、人の暮らし方、働き方、生き方に影響を与えるものであり、その

点では、テレワークも同様であるといえる。
既にみたように、政府の IT 戦略や総務省のユビキタス政策において、必ずテレワー
クが示されているなど、総務省や国土交通省等が力を入れている取り組みである。
また、テレワークという限定された空間、対象とすることで、ユビキタス・コンピ
ューティング技術の活用やセキュリティのあり方などを実践的に考え、検証できる機
会となる。
よって、区民を中心としてワーク・ライフ・バランスを促進するために、中野区に
おけるテレワークを推進することを提案する。
ア

テレワークセンターの設置誘導
企業向けにテレワーク導入・運用ガイドブックが、国土交通省、総務省、厚生労

働省、経済産業省の共同編集で発行されているが51、中野区としては、施設利用型テ
レワークの促進を支援したい。2008 年度に中野区政策研究機構が実施した「区民生
活時間調査」によると、中野区の有業者の平均通勤時間は、片道 43 分である。多く
の通勤先は都心部であり、交通至便な中野区であるが、通勤に要する時間は短くな
い。そこで、中野駅周辺まちづくりの中で、駅周辺部にテレワークセンターの設置
を誘導したい。図 3-5 のようなレイアウトが理想的であるが、中野駅周辺でこれだけ
のスペースを確保することは困難であろう。インターネットが利用できるブース付
スペースが確保でき、携帯電話の使用が可能であれば、テレワークセンターとして
の機能は最低限果たせる。利用は登録制とする。
無線 LAN のホットスポットを複数箇所設置し、コインパーク化するとともに、電
波ゾーニングを行うことでセキュリティを確保する。保育施設が近くに設置されて
いればなお理想的である。
図 3-5 テレワークセンターあざみ野レイアウト

国土交通省資料より転記
51

「THE Telework Guidebook 企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック」2009 年 2

月

58

中野駅は交通結節点であり、区民だけでなく、近隣区在住者の利用も見込まれる。
国土交通省「テレワークセンター実証実験結果」52によると、「利用料金が会社負担
であればテレワークセンターを利用する」が 57％、
「個人負担でも利用する（ただし
料金レベルによる）」が 29％で需要は低くない。国土交通省の協力を得ながら、民間
事業としての整備を誘導していく。
また、区立施設の設立や統廃合において、テレワークセンターの設置も考えたい。
国土交通省「テレワークセンター実証実験結果」によると、54％が「テレワークセ
ンターの設置は、社会インフラとしての整備が望ましい」と回答している。スペー
スの確保の問題はあるが、区立図書館への設置も一考すべきである。
イ 中野区役所におけるテレワークの推進
ワーク・ライフ・バランス推進の先導役として、中野区における大規模事業所の
一つである中野区役所におけるテレワークを導入したい。
既述のとおり、導入した民間企業等で効果が上がっているだけでなく、佐賀県庁53
における試行結果も良好である。庁内情報化やセキュリティ確保の見直しにもつな
がるとともに、中野区役所の危機管理力の向上にも役立つものとなる。
導入にあたっては、在宅勤務を基本とするべきであろう。育児や介護等を念頭に
置き、ワーク・ライフ・バランスを実現していくことを考えると、部分在宅勤務で
も良いが、日単位とし、時間単位とならないようにするべきである。
企画等創造的業務、高度な専門職的業務が馴染むといわれるが、ワーク・ライフ・
バランスの実現を目的としていることから、対象を限定するべきでないと考える。
ただし、中野区は佐賀県と比べて住民と直接接する職場が多く、また、個人情報を
取り扱うことも多い。したがって、部門（分野）別に適する分野をみるとともに、
業務内容そのものを棚卸して、適する業務を抽出することも、組織経営の視点から
考えて効果的であると思われる。実際上は、管理職への理解を求めるとともに、在
宅勤務者以外の職員に負担がかからないように配慮することも必要であろう。
試行にあたっては、例えば企画部門、調査研究部門などから小規模でスタートす
るのが良いと考える。その一方で、第2・第3のステップを提示していく必要がある。
クラウド・コンピューティングのように、インターネット上の大量資源を扱いや
すくする技術がさらに発展し、自治体の情報化にも影響を与えることが想定される。
このことから、在宅勤務を行うにあたって庁内情報システムにアクセスする方法と
しては、総務省・厚生労働省がテレワーク施行・体験プロジェクトで採用している
シンクライアント方式（図 3-6）が良いと思われる。

52
53

2009 年 2 月公表。
2005 年に近江八幡市が試験的に導入したが、現在、休止している。
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図 3-6 テレワーク試行・体験プロジェクト シンクライアント方式

総務省パンフレットより転記

シンクライアント方式は、中野区役所に設置するシンクライアントサーバと、自
宅に設置するシンクライアント端末（ハードディスクの有無に関わらず、データが
残らない端末）により構成される。シンクライアント端末はシンクライアントサー
バと一体となって動作するもので、キーボード操作情報、画面情報のみを通信し、
情報処理はすべてシンクライアントサーバで行う。
難点は、現在の中野区役所の機器・システム構成では、シンクライアント方式に
対応できないことである。所管分野では、中央電算のオープン化にあたって部分的
にシンクライアント方式を実施することが検討されている。庁内情報の端末を外部
で運用することを想定したシンクライアント方式の検討は、大規模リプレース時に
なることが想定されるが、早い段階の実施を求めたい。
在宅勤務以外では、サテライト・オフィスの設置も一考したい。
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③

中野駅周辺まちづくりにおけるユビキタス実証実験等の実施

国土交通省の「自律移動支援プロジェクト」をはじめとして、各省庁においてユビ
キタス・コンピューティングの実証実験が行われているが、銀座、上野、新宿、自由
が丘など繁華街等が中心で、いわゆる「住宅都市」における実験はほとんど行われて
いない。また、未だ運用に関する基準等が確立されていないといえる。
ユビキタスの実証実験は、障害者の支援や外国人へのサービスから始まっている。
障害者等にとっての不自由や不便の解消・緩和に対する政策ニーズは高い。空間・対
象が限定されている方が要素は明確になりやすく、研究開発や運用方法の構築がしや
すいという側面もあろう。一方、ビジネスチャンスにつながる技術が開発・運用され
ている。したがって、ユビキタス化は、限定された空間・対象から進行していくとい
える。
再開発を行う中野駅周辺地区は、実証実験を行う格好のエリアである。そこで、当
該エリアを、区民や来街者にとっての利便性・快適性向上をめざした、ユビキタス・
コンピューティング技術の実証実験の場とすることを提案する。中野の「正面玄関」
である駅周辺で行うことは、
「ユビキタス都市中野」を推進していることの PR となる。
間接的効果としては、IT・コンテンツ産業を誘致するきっかけとなることも期待でき
る。
まちや人に着目して、ユビキタス・コンピューティングによって可能となる将来像
を想定しつつ、それに向けたアイディアを示してみたい。
「中野駅周辺まちづくりグラ
ンドデザイン」に基づき、エリアを 3 つに分け、利用者等を想定しながら、メニュー
を列挙することとする。
なお、自治体としては、理想と思われる将来像や実現すると良いサービスを広く区
民や事業者等へ示すとともに、その実現を「支援」することが基本的なスタンスとな
る。
ア

前提（第一段階）
まず、中野駅周辺におけるユビキタス・コンピューティング技術活用に関するコ

ンペやフォーラムを開催する。研究機関や民間事業者に「中野駅周辺まちづくりグ
ランドデザイン」や中野駅周辺の整備計画を踏まえた提案を行ってもらう。アイデ
ィアやヒントを収集できるだけでなく、中野がユビキタス化を推進するまちである
ことを、区民、事業者、研究機関等へ PR できる。また、国・自治体、研究機関や事
業者同士のマッチングの場となることも期待される。実証実験を行うにあたっては、
研究機関や事業者等の参加が、技術面・財政面の双方から不可欠である。
関連して、中野区の管理する施設（道路等）を中心として、u-code を付与するこ
とを促していく。場所に u-code が付与されていることが「状況認識システム」を導
入していくことの基本的な条件となるためである。
なお、JR や警察大学校跡地開発に関わる事業者、大学、地元商店会・商店街振興
61

組合、中野区医師会等との協議、連携が前提となることはいうまでもない。

イ

個別メニュー例（第二段階）

個別のメニュー例としては、次のものが考えられる。
・自律移動支援システム（電子まちガイドシステム）の実証実験実施・導入
・デジタルサイネージ（駅前等における地域情報電子掲示システム）の設置
・大学、ビジネスビル、ブロードウェイやサンモール等で使用できる Suica 機能
付き（ポイント）カードの導入
・ユビキタスハウスの設置
・テレワークセンター（ワークプレイス）の設立
・公物管理システムの導入（新たに設立する区立施設のユビキタス建築化）
・電子決済・手続きが進んだ中野区役所の実現
・中古ビル内配線の光ファイバー化の推進
・新設ビルのビル環境管理・エネルギー管理の推進
・ビル・公共施設の屋上利用
・エリアマネジメント事業の展開
・サンプラザ広場や防災公園スペースにおけるバザールの開催
・エネルギーネットワークの構築（災害時のエネルギーシェア）
・商店街における防災防犯カメラの設置、アンテナショップの設置
・地下利用
・健康管理システムの実証実験（ユビキタス特区申請）
・桃丘小の活用（映像・編集スタジオの設置）
この中で特に強調したいのが「自律移動支援システムの実証実験実施・導入」で
ある。
既述のとおり、国土交通省の自律支援プロジェクト及び東京ユビキタス計画にお
いて実証実験が行われている。
特に障害者や高齢者、3 歳未満の子どもを持つ親54に配慮したシステムとする。エ
リア内では、ユビキタス・コミュニケータや携帯電話等の端末機により、スロープ
やトイレ、おむつを替えることができる場所等の情報提供が自動的になされる。ま
た、双方向通信が可能である。現在の GPS は、衛星からの信号が届かない場所があ
るとともに、10m 程度の誤差が生じるため、障害者や高齢者には不十分である。し
54

子育てママの多くは、おむつを替える場所を移動中にあるいは移動先で知りたいという要求
が高い。子どもを連れての外出時に困ることは、おむつ替えの場所が少なく探すのが大変、ベビ
ーカーでの移動が不便（道路、歩道に段差が多い）、駅・交通機関にエレベーターがない、飲食
店で子どもづれ不可の店がある等である（東京都「平成 19 年度第 4 回インターネット都政モニ
ターアンケート結果」ほかによる）。
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たがって、このシステムの実証実験を行うこと、そして導入することの効果は高い。
なお、場所やモノに u-code が付与されていることが前提となる。
未だ実証実験が不可欠であるため、業務地区（中野四丁目地区）や商業地区（中
野五丁目地区）で実施したい。前者については、現在も東京大学キャンパス内で行
っているように、大学キャンパス内における実験も有効である。
子育てママのほとんどが携帯電話を所有し、メール等を頻繁に行っている55ことを
考えると、携帯電話で情報自動受信ができることが理想である。現在は、携帯電話
では、情報タグを携帯電話の読み取り機能で読み取り、情報を受信している。ユビ
キタス・コミュニケータと ucode マルチレシーバーのセットではじめて情報の自動
受信ができる段階であるが、これが iPhone や BlackBerry のようなスマートフォン
にユビキタス・コミュニケータとマルチレシーバー機能を搭載することができるよ
うになるのかといったことも探りたい。なお、実証実験に参加する研究機関、事業
者等の有無が最大の問題となる。
以下、地区ごとに一覧表にして整理する。メニューについては、ユビキタス化を
広い意味で捉えた上で例示している。なお、多くは複数の地区で実現すると良いと
思われるため、重複して掲載している。
➊

業務地区（中野四丁目）
メニュー例
内容

デジタルサイ
ネージ（ネット
ワークに接続し
たディスプレイ
などの電子的な
表示機器を使っ
て情報を発信す
るシステム）の
設置

留意点等

主な対象者

区民全般、
駅前等に電子掲示シ 民間の広告塔としての 来街者（警
ステムを設置し、地 活用を積極的に認める 察病院利用
域情報や緊急災害情 ことで設置・運営経費 者を含
の一部を確保する。 む）、外国
報等を提示する。
人

特に障害者、高齢
者、3歳未満の子ど
もを持つ親に配慮し
たシステムとする。
エリア内では、ユビ
自律移動支援シ キタスコミュニケ―
タや携帯電話によ
ステムの導入
り、スロープ、トイ
レ、おむつを替える
ことができる場所等
の情報提供が自動的
になされる。双方向
通信も可能

期待される効果
あらゆる者にとって、多少
ではあるが情報収集力が向
上し、利便性が高まる。
デジタル掲示システムが駅
前等の繁栄とユビキタス都
市を示す景観の一端とな
る。

サンプラザ、中野区役所、
警察病院、大学等を利用す
る障害者、高齢者、3歳児未
満の子を持つ親等にとっ
て、目的場所への移動が容
易となる。

実証実験段階として
は、国土交通省の自律
移動支援プロジェクト
等に参加する。現在の
ところ、携帯電話での 障害者、高
情報の自動受信は実現 齢者、子ど
していない。大学キャ もを持つ親 東京ユビキタス計画におけ
る実証実験は、上野、浅
ンパス内における実証
草、銀座、新宿といった繁
実験も可能（参考：東
華街だけであり、「住宅都
大キャンパス内におけ
市」といわれる地域での実
る実証実験）
証実験は行われていない。
「住宅都市」の中で、ユビ
キタスを推進するまちであ
ることのPRとなる。

森永乳業が 2005 年に実施した「子育てママの携帯電話活用方法」アンケートでは、98％が
携帯電話を所有し、そのうちおよそ 9 割がほぼ毎日、メール機能を使用している。
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メニュー例
内容

インターネットが利
用できるブース付ス
ペースで、出社する
ことなく仕事を行う
テレワークセン
ことが可能となる。
ター（ワークプ
携帯電話が使用でき
レイス）の設置
ることが必要。登録
制。保育施設が併設
されていればなおよ
い。

生活者のモニタリン
グ（健康管理を含
む）を行い、個人の
行動パターンに合わ
せて必要な情報を提
ユビキタスハウ 供するための実証実
スの設置
験を行う。家庭用
サービスロボットの
実験も行いたい。ま
た、この中で音声認
識の実証実験を行
う。

公物管理システ
ムの導入（新た
に設置する公共
施設のユビキタ
ス建築化）

火災報知システム、
地震防災システム、
建物構造健康診断、
防犯セキュリティシ
ステム（不正侵入防
止、ICカード、生体
認証、画像認識技
術、セキュリティ
ゲート、電波ゾーニ
ング・電磁波シール
ド、盗聴対策、ネッ
トワークへの不正侵
入検知・防止）、ビ
ル環境・エネルギー
管理などを実現した
建築物とする。

留意点等

主な対象者

期待される効果

国土交通省も設置に積
極的な考え方を持って
いる。駅前ビル等に設
置するのが最も良い
ワークライフバランスが推
が、サンプラザ内や中
野区役所内、大学内に 従業者（区 進される。通勤時間がなく
設置することも有効。 民、区民以 なり、その分育児や介護、
後者であれば、区の財 外ともに） くつろぎの時間等が増加す
る。
政負担は大きくない。
現在でも、ホテルやイ
ンターネットカフェを
利用したテレワークが
事実上行われている。

デジタルコンテンツ
EXPOやTRONSHOW
などに試作品等を出展
している事業者があ
る。また、YRPユビ
キタス・ネットワーキ
ング所長坂村健氏によ
るユビキタスハウスの
実証実験実績がある。
場所の提供等が必要

ユビキタス技術とその可能
性を具体的に示すことで、
区民、来街者の関心が高ま
る。
事業者、就
業者、区職
員、学生、
留学生、区
民一般、来
街者

音声認識技術はまだ5合目と
いわれる。中野における実
証実験の意義は高い。こう
いった実証実験の積み重ね
の先に、情報案内・予約シ
ステム、コールセンターの
業務効率化、音声によるコ
ンピュータへのデータ入力
ほかさまざまなサービスへ
の応用が期待される。

環境負荷が低減され、エネ
ルギー効率が高まる。
区が保有する個人情報が一
層保護されるなど、安全性
が向上する。

技術的には既に運用段
階にあるものがほとん
どである。
区民一般、
運用・メンテナンスを 来街者、区
含めて、財政負担との 職員
兼ね合いでどこまで行
区のサービスや区立施設を
うかが問題
利用するあらゆる人の利便
性・安全性が高まる。

改定される中野区地
域情報化推進計画に
区のサービスや区立施設を
サーバの変更などが不
電子決済・手続
区民一般、
基づき、中野区役所
利用するあらゆる人の利便
可欠。
きが進んだ中野
来街者
をはじめとした区立
性が高まる。
相当の財政負担が必要
区役所
施設の電子化等を進
める。

環境負荷軽減、エネ
ルギー効率の高い建
新設ビルの環境 築物とするため、そ
管理・エネル
の評価制度
ギー管理の推進
（CASBEE）を導入
する。

既に政令指定都市等で
実施している。
CASBEEでは、法で
定められた基準などを
環境負荷が低減され、エネ
参考に評価基準を定め
ているが、自治体ごと 従業者、区 ルギー効率が高まる。
区民、来街者にとっての安
の運用に際しては、自 民一般
全性も高まる。
治体の定める条例など
の基準に基づき、評価
基準の見直しを行うこ
とも可能
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メニュー例
内容

留意点等

主な対象者

期待される効果

中野駅周辺一帯に光回線を
中古ビル内の配 新設ビル以外につい 区が回線整備に係る経 従業者、区 張り巡らせることで、その
線の光ファイ
ても、光回線を整備 費の一部補助をするこ 民一般、来 回線網を活用したさまざま
バー化推進
する。
とも有効
街者
なサービスの実現が可能と
なる。

既に恵比寿のアトレを
従業者、区
屋上を利用し、緑化
はじめとしたさまざま
ビル・公共施設
民一般、来 環境負荷が軽減される。
や農作物の育成等を
な場所で実施されてい
の屋上利用
街者
行う。
る。

地下利用

共同駐車場に、トイ
レ設置用のマンホー
ルを設置する。マン
ホール直下の汚水管
において発災時に水
が流れるようコミュ
ニティタンクとつな
ぐ。
ハイテク地下農場の
開設も考えられる。

技術的には可能。
（財）都市防災研究所
被災者等
の提案事項に有。
多額の財政負担が課題

災害時の物的・人的被害が
減少される。

事業主、大学、北口
商店街、区等で構成
区民・来街者の利便性・安
される協議会が、ユ
全性・快適性が高まる。
ビキタス技術活用や
例えば、地下利用に伴
区民一般、
エリアマネジメ まちのガイド・ユビ
う共同駐車場の収益に
来街者
キタス実証実験参
ントの実施
よる活動を行う。
加、モニター・マー
ユビキタス技術について、
ケティング調査、環
区民・来街者の関心が高ま
境向上活動等を行
る。
う。
里・まち交流による
物産市や外国人によ
サンプラザ広場 るバザールを開催。
や防災公園ス
外国人とは、ユビキ
ペースにおける
タスコミュニケ―タ
バザールの開催
等を利用して意思疎
通を行う。

大学、ビジネス
ビル、ブロード
ウェイやサン
モール等で使用
できるSUICA機
能付き（ポイン
ト）カードの導
入

各大学や会社で発行
されるICカードに
SUICA機能を付与
し、中野駅周辺の商
店街で買い物すると
きにそのカードを利
用することで、割引
きなどの特典が受け
られるようにする。
新たにカードを作る
ことはしない。

ユビキタス技術について、
区民・来街者の関心が高ま
技術的には可能。多言
語対応の端末機は実証 外国人、区 る。
実験が必要だが、この 民一般、来
バザールそのものを実 街者
中野における多文化共生へ
証実験の場とする。
の一歩となる。

商業売上高が向上する。
就業者、区
既に墨田区での実績 職員、学
生、留学
有。JRや大学、地元
生、警察病
商店会との提携が不可 院利用者、
欠
区民一般、 JRとの協力関係が向上す
る。
来街者
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➋

商業地区（中野五丁目）
メニュー例
内容

留意点等

想定される主
な利用者

デジタルサイ
ネージ（ネット
ワークに接続し
たディスプレイ
などの電子的な
表示機器を使っ
て情報を発信す
るシステム）の
設置

駅前等に電子掲示
システムを設置
し、地域情報や緊
急災害情報等を提
示する。

民間の広告塔としての
活用を積極的に認める
ことで設置・運営経費
の一部を確保する。

自律移動支援シ
ステムの導入

特に障害者、高齢
者、3歳未満の子ど
もを持つ親に配慮
したシステムとす
る。エリア内で
は、ユビキタスコ
ミュニケ―タや携帯
電話により、ス
ロープ、トイレ、
おむつを替えるこ
とができる場所等
の情報提供が自動
的になされる。双
方向通信も可能

実証実験段階として
は、国土交通省の自律
移動支援プロジェクト
等に参加する。中野四
丁目の実証実験後に導
入する方がスムーズと
いえる。現在のとこ
ろ、携帯電話での情報
の自動受信は実現して
いない。大学キャンパ
ス内における実証実験
も可能（参考：東大
キャンパス内における
実証実験）

障害者、高齢
者、子どもを
持つ親

テレワークセン
ター（ワークプ
レイス）の設置

インターネットが
利用できるブース
付スペースで、出
社することなく仕
事を行うことが可
能となる。携帯電
話が使用できるこ
とが必要。登録
制。保育施設が併
設されていればな
およい。

国土交通省も設置に積
極的な考え方を持って
いる。駅前ビル等に設
置するのが最も良い。

就業者（区
民、区民以外
ともに）

区民全般、来
街者、外国人

就業者、区職
員、学生、留
学生、警察病
院利用者、区
民一般、来街
者

サンプラザ広場
や防災公園のバ
ザールをきっか
けとしたアンテ
ナショップの設
置

就業者、区職
員、学生、留
学生、警察病
院利用者、区
民一般、来街
者

現地との直販など
も可能にする。
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あらゆる者にとって、
多少ではあるが情報収
集力が向上し、利便性
が高まる。
デジタル掲示システム
が駅前等の繁栄とユビ
キタス都市を示す景観
の一端となる。
商店街を利用する障害
者、高齢者、3歳児未満
の子を持つ親等にとっ
て、目的場所への移動
が容易となる。

各大学や会社で発
行されるICカード
大学、ビジネス にSUICA機能を付
ビル、ブロード 与し、中野駅周辺
ウェイやサン
の商店街で買い物 既に墨田区での実績
モール等で使用 するときにその
有。JRや大学、地元商
できるSUICA機 カードを利用する
店会との提携が不可欠
能付き（ポイン ことで、割引きな
ト）カードの導 どの特典が受けら
入
れるようにする。
新たにカードを作
ることはしない。

中野駅北口周辺商店街
には空き店舗が少ない
ため、そのスペースの
確保が課題

期待される効果

東京ユビキタス計画に
おける実証実験は、上
野、浅草、銀座、新宿
といった繁華街だけで
あり、「住宅都市」と
いわれる地域での実証
実験は行われていな
い。「住宅都市」の中
で、ユビキタスを推進
するまちであることの
PRとなる。

ワークライフバランス
が推進される。通勤時
間がなくなり、その分
育児や介護、くつろぎ
の時間が増加する。

商業売上高が向上す
る。

JRとの協力関係が向上
する。

里・まち交流が商業
ベースで実現する。

メニュー例
内容

留意点等

想定される主
な利用者

期待される効果

防犯カメラの設
置

商店街の景観に溶
け込むようなデザ
イン・色とし、監
視カメラ、騒音検
知器を含む。

区民一般、来
街者

商店街の治安が向上す
ることで、区民や来街
者が安心して買物等が
できる。

新設ビルの環境
管理・エネル
ギー管理の推進

既に政令指定都市等で
実施している。
CASBEEでは、法で定
環境負荷軽減、エ
められた基準などを参
ネルギー効率の高
考に評価基準を定めて
い建築物とするた
いるが、自治体ごとの 従業者、区民
め、その評価制度
運用に際しては、自治 一般
（CASBEE）を導 体の定める条例などの
入する。
基準に基づき、評価基
準の見直しを行うこと
も可能

環境負荷が低減され、
エネルギー効率が高ま
る。
区民、来街者にとって
の安全性も高まる。

既に実施例有

中古ビル内の配
線の光ファイ
バー化推進

新設ビル以外につ
いても、光回線を
整備する。

区が回線整備に係る経
従業者、区民
費の一部補助をするこ
一般
とも有効

中野駅周辺一帯に光回
線を張り巡らせること
で、その回線網を活用
したさまざまなサービ
スの実現が可能とな
る。

ビル・公共施設
の屋上利用

屋上を利用し、緑
化や農作物の育成
等を行う。

既に恵比寿のアトレを
はじめとしたさまざま 従業者、区民
な場所で実施されてい 一般
る。

環境負荷が軽減され
る。

エリアマネジメ
ントの実施

事業主、大学、北
口商店街、区等で
構成される協議会
が、ユビキタス技
術活用やまちのガ
イド・ユビキタス
実証実験参加、モ
ニター・マーケ
ティング調査、環
境向上活動等を行
う。

区民・来街者の利便
性・快適性が高まる。
例えば、地下利用に伴
区民一般、来
う共同駐車場の収益に
街者
よる活動を行う。
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ユビキタス技術につい
て、区民・来街者の関
心が高まる。

➌

文化・住宅地区（中野二丁目、中野三丁目）
メニュー例
内容

健康管理システ
ムの導入

留意点等

中野二丁目、三丁
目に住所がある病
院、診療所等を対
象として、区が診
察データ等の提供
を受けて、健康管
理や介護予防施策
を講じる。個人及
び病院・診療所の
同意があった者の
参加とする。

想定される主
な利用者

中野区医師会の同意、
個人情報保護等の安全
高齢者を中心
対策の確保が必要。法
とした区民一
的に規制緩和が必要で
般
あれば、ユビキタス特
区申請も考えられる。

期待される効果

区民の健康維持・改善
につながる。結果とし
て、各人、区役所双方
の医療費や介護費の軽
減する（増加が抑制さ
れる）。

図 3-7 健康管理システムの一例

（株）両備システムズ開発。地方自治情報化推進フェア資料より転記。
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メニュー例
内容
デジタルサイ
ネージ（ネット
ワークに接続し
たディスプレイ
などの電子的な
表示機器を使っ
て情報を発信す
るシステム）の
設置

駅前等に電子掲示
システムを設置
し、地域情報や緊
急災害情報等を提
示する。

留意点等

民間の広告塔としての
活用を積極的に認める
ことで設置・運営経費
の一部を確保する。

想定される主
な利用者

区民全般、来
街者（警察病
院利用者を含
む）、外国人

自律移動支援シ
ステムの導入

特に障害者、高齢
者、3歳未満の子ど
もを持つ親に配慮
したシステムとす
る。エリア内で
は、ユビキタスコ
ミュニケ―タや携帯
電話により、ス
ロープ、トイレ、
おむつを替えるこ
とができる場所等
の情報提供が自動
的になされる。双
方向通信も可能

実証実験段階として
は、国土交通省の自律
移動支援プロジェクト
等に参加する。現在の
ところ、携帯電話での 障害者、高齢
情報の自動受信は実現 者、子どもを
していない。大学キャ 持つ親
ンパス内における実証
実験も可能（参考：東
大キャンパス内におけ
る実証実験）

テレワークセン
ター（ワークプ
レイス）の設置

インターネットが
利用できるブース
付スペースで、出
社することなく仕
事を行うことが可
能となる。携帯電
話が使用できるこ
とが必要。登録
制。保育施設が併
設されていればな
およい。

国土交通省も設置に積
極的な考え方を持って
いる。駅前ビル等に設
置するのが最も良い
が、サンプラザ内や中
野区役所内、大学内に 就業者（区
設置することも有効。 民、区民以外
後者であれば、区の財 ともに）
政負担は大きくない。
現在でも、ホテルやイ
ンターネットカフェを
利用したテレワークが
行われている。

公物管理システ
ムの導入（新た
に設置する公共
施設のユビキタ
ス建築化）

火災報知システ
ム、地震防災シス
テム、建物構造健
康診断、防犯セ
キュリティシステ
ム（不正侵入防
止、ICカード、生
体認証、画像認識
技術、セキュリ
ティゲート、電波
ゾーニング・電磁
波シールド、盗聴
対策、ネットワー
クへの不正侵入検
知・防止）、ビル
環境・エネルギー
管理などを実現し
た建築物とする。

技術的には既に運用段
階にあるものがほとん
どである。
区民一般、来
運用・メンテナンスを
街者、区職員
含めて、財政負担との
兼ね合いでどこまで行
うかが問題
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期待される効果
あらゆる者にとって、
多少ではあるが情報収
集力が向上し、利便性
が高まる。
デジタル掲示システム
が駅前等の繁栄とユビ
キタス都市を示す景観
の一端となる。
サンプラザ、中野区役
所、警察病院、大学等
を利用する障害者、高
齢者、3歳児未満の子を
持つ親等にとって、目
的場所への移動が容易
となる。
東京ユビキタス計画に
おける実証実験は、上
野、浅草、銀座、新宿
といった繁華街だけで
あり、「住宅都市」と
いわれる地域での実証
実験は行われていな
い。「住宅都市」の中
で、ユビキタスを推進
するまちであることの
PRとなる。

ワークライフバランス
が推進される。通勤時
間がなくなり、その分
育児や介護、くつろぎ
の時間が増加する。

環境負荷が低減され、
エネルギー効率が高ま
る。
区が保有する個人情報
が一層保護されるな
ど、安全性が向上す
る。

区立施設を利用するあ
らゆる人の利便性・安
全性が高まる。

メニュー例
内容

留意点等

期待される効果

電子決済・手続
きが進んだ中野
区役所

改定される中野区
地域情報化推進計
画に基づき、中野
区役所をはじめと
した区立施設の電
子化等を進める。

サーバの変更などが不
区民一般、来
可欠。
街者
相当の財政負担が必要

区のサービス、区立施
設を利用するあらゆる
人の利便性が高まる。

新設ビルの環境
管理・エネル
ギー管理の推進

既に政令指定都市等で
実施している。
CASBEEでは、法で定
環境負荷軽減、エ
められた基準などを参
ネルギー効率の高
考に評価基準を定めて
い建築物とするた
いるが、自治体ごとの 従業者、区民
め、その評価制度
運用に際しては、自治 一般
（CASBEE）を導 体の定める条例などの
入する。
基準に基づき、評価基
準の見直しを行うこと
も可能

環境負荷が低減され、
エネルギー効率が高ま
る。
区民、来街者にとって
の安全性も高まる。

中古ビル内の配
線の光ファイ
バー化推進

新設ビル以外につ
いても、光回線を
整備する。

区が回線整備に係る経
従業者、区民
費の一部補助をするこ
一般、来街者
とも有効

中野駅周辺一帯に光回
線を張り巡らせること
で、その回線網を活用
したさまざまなサービ
スの実現が可能とな
る。

ビル・公共施設
の屋上利用

屋上を利用し、緑
化や農作物の育成
等を行う。

既に恵比寿のアトレを
はじめとしたさまざま 従業者、区民
な場所で実施されてい 一般、来街者
る。

環境負荷が軽減され
る。

各大学や会社で発
行されるICカード
大学、ビジネス にSUICA機能を付
ビル、ブロード 与し、中野駅周辺
ウェイやサン
の商店街で買い物 既に墨田区での実績
モール等で使用 するときにその
有。JRや大学、地元商
できるSUICA機 カードを利用する
店会との提携が不可欠
能付き（ポイン ことで、割引きな
ト）カードの導 どの特典が受けら
入
れるようにする。
新たにカードを作
ることはしない。

ウ

想定される主
な利用者

商業売上高が向上す
る。
就業者、区職
員、学生、留
学生、警察病
院利用者、区
民一般、来街
者

JRとの協力関係が向上
する。

まとめ
前述したメニューは、こういったことが実施されたら、区民や来街者等の利便性

や快適性が向上するのではないかという例示である。ユビキタス化を推進するため
には、ある程度具体的なイメージを持って議論することが有効であると考えたため
だ。当然、内容によっては、運営主体や財政負担の問題等がある。また、中野区の
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支援の在り方についても十分に考察できていないものもある。しかし、期待される
効果は大きい。昼間人口が増加し商業売上高が増える、区民の健康が増進されると
ともに医療費等が抑制される、区民をはじめとしてワーク・ライフ・バランスが実
現し生活にゆとりができる、だれもが（障害者、高齢者、外国人も不自由なく）安
全・快適に買い物ができるなど、活力があり、安全で安心な生活空間の実現がイメ
ージされるものである。
先に示したユビキタス・コンピューティング技術に関するコンペやフォーラムの
開催等を通じて、具体的な提案やさまざまな議論がなされ、その上で、実証的な取
り組みが行われていくことが望まれる。
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終章
本論文では、ユビキタス・コンピューティング技術の将来展望を試みた。結果として、
その的中率は低いものになるであろう。しかし、通信、センサ、動作制御、クラウド・コ
ンピューティングとその応用が、当面のユビキタス・コンピューティング技術の中心であ
り、技術面の動向としては、「状況認識システム」の実現・普及に向かっていることはほぼ
間違いないといえる。
携帯電話とパソコンの「壁」がなくなり、電話と通信の「壁」もなくなる。どんな家電
からも自らの情報にアクセスできるようになっていく。ロボット技術はさらに発展し、人
の生活環境に溶け込み私たちの生活をサポートする汎用型ロボット56が普及するなど、ロボ
ット市場はさらに拡大していく57。一方で、各種機器はオールインワンの高性能と、あえて
単機能にしたものに二極化する。坂村健氏が主張するように、情報通信、電子工学、建築
が融合した「アーキテクトロニクス」という新たな学問・技術領域も現れるだろう。
このようにさまざまな可能性と想像が広がっていくユビキタス・コンピューティングは
魅力的である。しかし、基本的には、目的達成のための手段であることを再認識する必要
がある。何のために使うかが最も重要だ。その結果として、人々の暮らし方や生き方に影
響を与える手段以上のものになると思うのである。
ユビキタス・コンピューティング技術は、民間事業者ベースで進んでいく。そして、そ
の結果、ユビキタス社会は必ず実現するといえる。それが生活者にとって良いものとなる
よう、また、早くユビキタス社会が実現するよう「支援」するのが、自治体である中野区
の役割である。実証的な取り組みを推進するとともに、規制や規制緩和などの制度や運用
基準をつくるといった「舵取り」を行うのである。
なお、本論文では、安全対策については、詳しく触れなかった。こういったことは一層
重要になるとともに、必ず対策を講じなければならないことは、当然かつ前提として考え
ているためである。
また、ユビキタス・コンピューティングの可能性は広く、さまざまな区政課題の解決の
ために有効な手段である。本論文では「ユビキタス都市中野」の推進役となる当面取り組
むべき内容のみを取り上げたため、画竜点睛を欠いている感がある。中野区政策研究機構
では、
「中野区 2050 年・区民生活の展望」をテーマとした長期展望研究に取り組んでいる。
本論文で取り上げることができなかった内容を含め、この研究の中で引き続き考察してい
きたい。
最後に、本研究を進めるにあたり、激励とご指導、ご鞭撻頂いた東京大学大学院情報学
56

生活の場にヒューマノイド型ロボットが入ってきたときには、人権や安全を配慮したガイド
ラインや法規制が必要であると思われる。
57 野村総合研究所の試算によると、国内のロボット市場は、平成 20 年度の約 40 億から平成 25
年度に 140 億まで拡大される見込みである。
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