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ICT先進都市・東京のあり⽅懇談会ICT先進都市 東京のあり⽅懇談会

公共デ タ活⽤分科会 報告公共データ活⽤分科会 報告

分科会の概要 １

設置趣旨
東京都が世界的なICT先進都市でありつづけるために、データを活⽤し、ICT（情東京都が世界的なICT先進都市でありつづけるために、デ タを活⽤し、ICT（情

報通信技術）により、より⾼度な都⺠サービスを提供及び都⺠・企業のデータ活⽤活
性化をするための検討を⾏う。

 メンバー
分科会⻑ 庄司昌彦(国際⼤学グローバル・コミュニケーション・センター准教授)分科会⻑ 庄司昌彦(国際⼤学グロ バル・コミュニケ ション・センタ 准教授)

林 千晶（⽶国マサチューセッツ⼯科⼤学メディアラボ所⻑補佐）
及川卓也（⼀般社団法⼈情報⽀援レスキュー隊 代表理事）

各局等企画担当課⻑
総務局情報通信企画部企画課（情報通信施策推進担当）（第２回）
交通局総務部企画調整課（企画調整担当）（第２回）交通局総務部企画調整課（企画調整担当）（第２回）
※オブザーバー 総務局情報化推進担当課⻑
（都市整備局兼務、環境局兼務、福祉保健局兼務、建設局兼務、教育庁兼務）

《イベント検討ワークショップ》
各局若⼿職員等28名
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分科会の経過 ２

第１回 平成29年２⽉９⽇
 庄司分科会⻑よりプレゼンテーション庄司分科会⻑よりプレゼンテ ション
 論点整理

若⼿職員等によるワークショップ 平成29年３⽉13⽇若⼿職員等によるワ クショップ 平成29年３⽉13⽇
 平成29年度イベント（アプリコンテスト）テーマの検討

第２回 平成29年3⽉30⽇第２回 平成29年3⽉30⽇
 及川構成員、林構成員よりプレゼンテーション
 既存アプリ検討結果、イベントテーマ報告 総務局 １件
 各局の取組報告

交通局１件（公共交通事業者等と連携した交通局のデータ
提供等の取組）提供等の取組）

 論点についての検討
第３回 平成29年４⽉17⽇第３回 平成29年４⽉17⽇

 検討状況とりまとめ

検討内容 （1/4） ３

○ ⾏政課題の解決に向けた実効性あるオープンデータの取組として
 既存アプリの魅⼒向上・機能拡充（付加価値型）既存アプリ 魅⼒向上 機能拡充（付加価値型）
 都⺠参加型の地域課題解決の促進（新価値創造型）
 オープンデータが活⽤されるインフラ整備（プラットフォーム型）

類型 分 検討の３類型(*)に分けて検討
3類型 概要 論点 ⽅向性

既存アプリの
魅⼒向上・機
能拡充

• 既存アプリ・サービスの
魅⼒向上や機能拡充
を意識した⾏政による
オープンデータの取組

• 既存アプリ・サービス提供者とのコミュニケーションを通じ
て「使われるデータ」を把握し、提供を促進

付加価値型

都⺠参加型の
地域課題解
決の促進

• 地域課題解決のため、
都⺠参加による課題
解決のアイデア共有・
具現化の⽅法・枠組み

• アイデアソン・コンテスト等により、優れた新規アイデア
の創出、オープンイノベーションを促進新価値創造型

オープンデータ
が活⽤される
インフラ整備

• 利⽤者・開発者にとっ
て使い勝⼿のよいデー
タ形式、提供⽅法

• 外部連携先が運営するデータセンターに、都交通局も
⼀事業者としてデータ提供
（公共交通データのオープン化）
• 都単独のデータ提供にとどまらず都内区市町村と連携
したインフラを整備し オープンデータ利活⽤を促進

プラットフォーム型

(*) オープン＆ビッグデータ活⽤・地⽅創⽣推進機構『オープンデータ利活⽤ビジネス事例集（2016年6⽉）』では、オープンデータを活⽤したビジネスを３類型に分類。

したインフラを整備し、オープンデータ利活⽤を促進
（東京都オープンデータカタログサイト）
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検討内容 （2/4）付加価値型 4

既存アプリ・サービスの魅⼒向上や機能拡充を意識した⾏政によるオープンデータの取組論点

○ 既存アプリとして、⾞椅⼦ユーザー⽀援アプリ（WheeLog）を例に取り上げ、機能拡充に向け
た課題と都が貢献できることを整理整理状況

○ ⾞椅⼦利⽤者が安⼼して外出できるよう、利⽤者⾃⾝が施設等バリアフリー情報や個々⼈の
⾛⾏記録に基づいた⾛⾏経路をマップ上に投稿し、共有できるスマホアプリ

WheeLog
とは

た課題と都が貢献できることを整理整理状況

⾛⾏記録に基づいた⾛⾏経路をマップ上に投稿し、共有できるスマホアプリとは
魅⼒向上や機能拡充に寄与

利⽤者が施設等に関するバリアフリー情報を事前に
知ることにより、⾃らに適した経路を選択することが

主な機能 課題
施設等のバリアフリー
情報の投稿と共有 ⾏き先の施設及びそ

都の⽀援策
•都関連施設、周辺地域
についてバリアフリー情報

プ 可能に
現在より
最適な経
路選択が
できる

の周辺のバリアフリー
情報が少ないため、
最適な経路の判断が
できない

に関するオープンデータを
拡充
•⺠間事業者へ施設バリ
アフリー情報のオープン
デ

できる

⽬的地までの
おすすめ経路

利⽤者が増加し、データ蓄積が進むことにより、
の追加が可能に

⾞椅⼦利⽤者の⾛
⾏経路の投稿と共有 データ蓄積が⼗分で

ないため、おすすめ経

データ化を働きかけ

•アプリの利⽤者拡⼤に向
けて、都のバリアフリー関 利⽤増

バリアフリー情報増加

経路検索機能
おすすめ経路の
検索ができる

な 、 すす 経
路の検索ができない

け 、都 リアフリ 関
連情報サイトへのリンク

利⽤増
↓

経路データ
増加

収集・蓄積されたバリア
情報 ⾞椅 利 者

•収集・蓄積されたバリア街なかの ⾞椅⼦利⽤者が投稿したバリア情報により、施設管
理者は 改修が必要な箇所を発⾒情報は、⾞椅⼦利⽤者

以外に利⽤されない
情報を施設管理者が活
⽤

凹凸情報
の投稿と共有

理者は、改修が必要な箇所を発⾒
※「ちばレポ」、「Open311」では、市⺠が発信するデータを
⾏政が活⽤

【期待される波及効果】 ⾼齢者、ベビーカー利⽤者を対象としたアプリで活⽤可能

検討内容 （3/4）新価値創造型 5

地域課題解決のため、都⺠参加による課題解決のアイデア共有・具現化の⽅法・枠組み論点

○ 都の関連部署及び都内区市町村の協⼒も得て、都⺠・企業の参加型イベント（アイデアソン、

成 年度 成 年度

○ 都の関連部署及び都内区市町村の協⼒も得て、都⺠ 企業の参加型イベント（アイデアソン、
アプリコンテストなど）を開催することで、既存の枠組みを超えた協⼒やオープンイノベーションの
機運を醸成し、課題解決のアイデア共有・具現化を促進

整理状況

都若⼿職員など
地域課題解決のアイデア出し アイデアの具現化

平成28年度 平成29年度
９〜１１⽉（予定） ３⽉（予定）

都若⼿職員など
によるアイデア出し ワークショップ(アイデアソン) 開催

【区部、多摩、島しょ 各１回】
アプリコンテスト 開催
（知事賞など表彰）

対象
地域

都職員による検討会で選定した
区市町村イベントテーマ(案)

部 葉 バ
都が選定したイベントテー

に 区市町村と協

ワークショップ（アイデアソ
ン）で創出したアイデアなど
参考にアプリ開発を競うアプ区部 • ⾔葉のバリアフリー

• 全家族が幸せな育児⽣活を選択できる
• みんなが意識⾼い系・防災⼈

多摩 • 地域で育む保活フリー社会

マについて、区市町村と協
働でブラッシュアップし、区
部、多摩、島しょで各１回
ワークショップを開催する。

参考にアプリ開発を競うアプ
リコンテストを実施し、アイデ
アを具現化する。

最優秀作品に 「知多摩 地域で育む保活フリ 社会
• トイレの機能情報（障害者設備等）

島しょ • 離島における医療環境の充実

ワ クショップを開催する。 ⇒最優秀作品について「知
事賞」などで表彰
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検討内容 （4/4）
利 者 発者 使 勝⼿ デ 形式 提供⽅法論点

プラットフォーム型 6

利⽤者・開発者にとって使い勝⼿のよいデータ形式、提供⽅法論点
○ オープンデータ活⽤を促進するために、ＡＰＩも視野に⼊れた、データ形式及び提供⽅法を検討
○ 公共交通オープンデータ協議会(*)が運営するオープンデータセンターのAPIを通じて、都交通局

デ整理状況 も⼀事業者として公共交通データを順次提供
○ 東京都オープンデータカタログサイト公開（平成29年３⽉）

整理状況

＜公共交通データの提供イメージ＞公共交通データのオープン化
外部連携先が運営するデ タセンタ に 都交通局も 事業者としてデ タ提供 鉄道事業者

平成28年度 公共交通オープンデータ協議会(*)が
公共交通オープンデータセンター 試験運⽤開始

協議会が運営する公共交通オープンデータセンターに、 路線名、駅名、時刻表、運賃表、
駅構内図 運⾏情報 など

〜外部連携先が運営するデータセンターに、都交通局も⼀事業者としてデータ提供〜

公共交通
オープンデータ

センター

バス事業者
平成30年度頃 公共交通オープンデータ センター稼働（予定）

協議会が運営する公共交通オ プンデ タセンタ に、
都交通局も鉄道・バスの公共交通データを順次提供

【公共交通データのオープン化により期待される効果】
• ⺠間の開発者は、公共交通オープンデータセンターのAPIを利⽤して公共

駅構内図、運⾏情報 など

系統名 停留所名 時刻表 運 （API提供）

公共交通業界標準APIを提供することで開発者のオープンデータ活⽤を促進
バ げ

(*) 公共交通オープンデータ協議会
【主な活動】・公共交通情報の標準プラットフォーム構築

・公共交通事業関連データ提供(オープンデータ)のワンストップサービス など
【メンバー】 ・理事社（4団体）東京メトロ JR東⽇本 NEC 富⼠通

⺠間の開発者は、公共交通オ プンデ タセンタ のAPIを利⽤して公共
交通データを取得し、アプリやサービスを創出

• 創出されたアプリやサービスは東京2020⼤会やそのレガシーとしても活⽤

系統名、停留所名、時刻表、運
賃表、⾞両の位置情報 など

公共交通オープン
データ協議会

開発者
（ICT会員等）

データ提供者
（各事業者）

開発者からのフィードバックを踏まえて、改善につなげる【メンバー】 ・理事社（4団体）東京メトロ、JR東⽇本、NEC、富⼠通
・会員（46団体） 主要な鉄道事業者、バス事業者等参加（都交通局含む）

東京都オープンデータカタログサイト
〜 都単独のデータ提供にとどまらず都内区市町村と連携したインフラを整備し、オープンデータ利活⽤を促進 〜

http://opendata-portal.metro.tokyo.jp/

〇 データの検索・取得が容易な「東京都オープンデータカタログサイト」を平成29年３⽉に公開
〇 東京都及び⼀部区市町村も参加（今後、拡⼤予定）
〇 本サイトや掲載内容について意⾒・要望を受け付ける「リクエストボックス」を設置
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ICT先進都市・東京のあり⽅懇談会

都市機能強化・東京の魅⼒向上都市機能強化 東京の魅⼒向上
分科会 報告分科会 報告

分科会の概要 １

設置趣旨
東京2020⼤会やそのレガシーという観点から ICTを活⽤して 東京の都市東京2020⼤会やそのレガシ という観点から、ICTを活⽤して、東京の都市
機能をより強化し、魅⼒あるまちとすることを⽬指すための検討を⾏う。

 メンバー
分科会⻑ 坂村 健(東京⼤学⼤学院情報学環教授)分科会⻑ 坂村 健(東京⼤学⼤学院情報学環教授)

越塚 登(東京⼤学⼤学院情報学環教授)
各局等企画担当課⻑
⽔道局総務部企画調整課⻑（第2回）
下⽔道局計画調整部技術開発課⻑（第2回）
総務局情報通信企画部電⼦⾃治体連携担当課⻑（第2回）総務局情報通信企画部電⼦⾃治体連携担当課⻑（第2回）
会計管理局管理部会計企画課⻑（第2回）

※オブザーバー 総務局情報化推進担当課⻑
（都市整備局兼務、環境局兼務、福祉保健局兼務、建設局兼務、教育庁兼務）
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分科会の経過 ２

第１回 平成29年２⽉16⽇
 坂村分科会⻑よりプレゼンテーション 坂村分科会⻑よりプレゼンテ ション
オープンなIoT基盤を前提に、リソースと⽬的を切り離し、⾼度な
都市機能を低コストで実現するための⽅策等を提⽰

第２回 平成29年３⽉24⽇
各局 取組報告 各局の取組報告
⽔道局 1件（点検等の新技術活⽤）
下⽔道局 1件（点検等の新技術活⽤）下⽔道局 1件（点検等の新技術活⽤）
総務局 1件（電⼦⾏政）
会計管理局 1件（電⼦決済）会計管理局 1件（電⼦決済）

第３回 平成29年４⽉17⽇第 回 平成 年 ⽉ ⽇
 検討状況取りまとめ

検討内容（1/5） ３

○ ICTで都市機能を強化・⾼度化するにあたり、「基盤」・「応⽤
（基盤の活⽤）」・「都⺠サービスの⾼度化」の分野に分けて検討

 基盤 イ 維持管理を 技術 効率化 ⾼度化 基盤︓インフラの維持管理をIoT技術で効率化・⾼度化

 基盤の活⽤︓施設における電⼦マーカー等は共⽤し、多⽬的に活⽤

 都⺠サービスの⾼度化︓パーソナルデータの将来的な活⽤
⾏政⼿続の利便性向上⾏政⼿続の利便性向上
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検討内容（2/5） 4

基 盤基 盤

インフラの維持管理をＩｏＴ技術で効率化・⾼度化論点

○インフラ情報のデジタル化
 紙資料データのデジタル化・標準化
 施設を電⼦マーカー等を活⽤して効率的に管理

判断の基礎となるデータを
デジタル化

整理状況

○インフラの経年状況等をＩｏＴ技術等で効率的に把握
 計測機器のネットワーク化等、状況データを効率的に収集

ネットワーク化等整理状況

（東京都での技術活⽤の検討例）
センサ を活⽤したリ ルタイムな状況把握

ネットワ ク化等
効率的に収集

ＩｏＴ機器

・センサーを活⽤したリアルタイムな状況把握
・新技術を活⽤した点検・作業（⼈ではできない箇所）

○データベース、関連台帳、マップ等のオープン化

オープン化 他でも使える
データ

検討内容（3/5） 5

基盤 活基盤の活⽤

施設における電⼦マーカー等は共⽤し、多⽬的に活⽤論点

○ 公共施設、⺠間施設内の電⼦マーカー等の共⽤化
 施設管理で使⽤する電⼦マーカーを移動⽀援（障害者、外国⼈等）等の多⽬的に
使えるように標準化・オープン化使えるように標準化・オ プン化

 共⽤化された電⼦マーカー等を使い、公共交通機関や他の施設も含めてシームレスな
移動を⽀援

電⼦マーカーを使った

整理状況

電⼦マ カ を使った
視覚障害者の⽅の
移動⽀援

整理状況

オープン化

ＩｏＴ機器
（電子マーカー等）
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検討内容（4/5） 6

都 ビ ⾼度化都⺠サービスの⾼度化

パーソナルデータの将来的な活⽤論点①

○ パーソナルデータの活⽤について、都⺠の理解を促進
 ⾃⾝の情報を⾃⾝で適切に管理し、個⼈の属性に応じたサービスを享受できる
将来を⾒据え 啓発将来を⾒据え、啓発

参考 国 動向

整理状況

※≪参考≫ 国の動向
 おもてなしクラウド
・パーソナルデータをクラウドで取集・管理し、観光関連の
サービスベンダーに適切にパーソナルデータを提供
総務省 官⺠共同 実証実験を実施（ 29 2）整理状況 ・総務省で官⺠共同で実証実験を実施（H29.2）
2020年に向けて訪⽇外国⼈向けのサービス提供を想定

 情報銀⾏（国の構想）
・パーソナルデータストアと連携し、個⼈の指⽰に基づき、
パーソナルデータを提供
・特に、医療・介護分野におけるデータ流通・活⽤を促す

※≪参考≫ 海外事例
 ＢＬｕｅＢｕｔｔｏｎ（⽶） ※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） ＢＬｕｅＢｕｔｔｏｎ（⽶）
・個⼈の医療・健康関連データをダウンロードできるボタン
・ダウンロードした情報を⾃分の判断で医療従事者等に提供
・提供した情報に連携したサービスの享受

データ流通環境整備検討会
AI、IoT時代におけるデータ活⽤ワーキンググループ（第９回）
資料1より抜粋

検討内容（5/5） 7

都 ビ ⾼度化

⾏政⼿続の利便性向上論点②

都⺠サービスの⾼度化

○原則電⼦化に向けて、全⾏政⼿続きの調査が必要
 電⼦化になじむ⼿続となじまない⼿続の仕分け

対⾯審査や原本の必要性など 電⼦化になじまない または 現⾏法令上ではできない・対⾯審査や原本の必要性など、電⼦化になじまない、または、現⾏法令上ではできない
⼿続き等について整理 →今後の対応を検討

 オンライン化に必要な技術の整理

整理状況

・電⼦署名の活⽤（押印代替、個⼈認証）
電⼦署名⽤カードやカードリーダーの普及状況
・電⼦決済の活⽤（⼿数料等の⽀払）
決済⼿法と制度⾯の整理整理状況 決済⼿法と制度⾯の整理

24時間365⽇⾏政⼿続が可能な魅⼒的な都市へ

※≪参考≫国の動向
・利⽤者中⼼の⾏政サービス改⾰
デジタルファースト、ワンストップ、ワンスオンリー等サービスデザイン思考に基づく業務改⾰

・官⺠協働を実現するプラットフォーム
マイナンバー等の徹底活⽤、⾏政データサービスのAPI化等
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ICT先進都市・東京のあり⽅懇談会ICT先進都市 東京のあり⽅懇談会

産業ネ トワ ク分科会 報告産業ネットワーク分科会 報告

分科会の概要 １

■設置趣旨
都内事業者の事業機会創出や⽣産性向上を⽬指し 事業者がIoT/ICT都内事業者の事業機会創出や⽣産性向上を⽬指し、事業者がIoT/ICT

を活⽤ して「相互につながる仕組み」などについて検討を⾏う。

■メンバー
分科会⻑ ⻄岡 靖之(法政⼤学デザイン⼯学部教授)分科会⻑ ⻄岡 靖之(法政⼤学デザイン⼯学部教授)

各局企画担当課⻑
環境局資源循環推進部計画課⻑（第２回）
産業労働局商⼯部技術調整担当課⻑（第２回）
(公財)東京都農林⽔産振興財団農林総合研究センター

研究企画室副参事研究員（第 回）研究企画室副参事研究員（第２回）

※オブザーバー 総務局情報化推進担当課⻑※オブザ バ 総務局情報化推進担当課⻑
（都市整備局兼務、環境局兼務、福祉保健局兼務、建設局兼務、教育庁兼務）
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分科会の経過 ２

第１回 平成29年３⽉８⽇
 ⻄岡分科会⻑よりプレゼンテ ション ⻄岡分科会⻑よりプレゼンテーション
ものづくり中⼩企業・サービス業の⽣産性向上・再興に向
けて、IoT/ICTを活⽤し、概ね５年後を⾒据えた進め⽅けて、IoT/ICTを活⽤し、概ね５年後を⾒据えた進め⽅
の⼀案を提⽰

第２回 平成29年３⽉29⽇第２回 平成29年３⽉29⽇
 各局の取組報告（「つながる」、「IoT/ICT」をキーワードに）

産業労働局２件（中⼩企業、農業）産業労働局２件（中⼩企業、農業）
環境局 １件（資源循環・廃棄物処理）

 意⾒交換、検討

第３回 平成29年４⽉17⽇
 検討状況とりまとめ 検討状況とりまとめ

検討内容（1/2）
○ ものづくり中⼩企業・サ ビス業などの都内事業者の⽣産性向上や新価値創造に向けて IoT/ICT

３

○ ものづくり中⼩企業・サービス業などの都内事業者の⽣産性向上や新価値創造に向けて、 IoT/ICT
により相互につながる仕組みの構築⽀援を検討

 ものづくり中⼩企業・サービス業の⽣産性向上や新価値創造のために、概ね５年後を⾒据えて、IoT/ICT
を活⽤しながら どのようにステップを踏んでいくかの⼀案を提⽰を活⽤しながら、どのようにステップを踏んでいくかの 案を提⽰

 中⼩企業のIoT化⽀援
 農業におけるIoT/ICT活⽤
 資源循環・廃棄物処理分野におけるIoT/ICT活⽤ 資源循環・廃棄物処理分野におけるIoT/ICT活⽤

中⼩企業を取り巻く背景・現状（前提） IoT/ICTにより相互につながる仕組みが必要

⾒守り

○顧客ニーズの個別化・多様化
⇒ ⼤量⽣産の時代から、

個別化・多様化の時代へ 介護施設

菜園、⽔産
⼤学、研究所

製品

従来は製品を提供し
てたらおしまいだった。

保育所

⾒守り
○ グローバル化やデジタル化の進展による
競争環境激化
⇒ 経営スピード・製品開発リードタイム短

縮が求められ

⼩学校

商店街
飲⾷、グルメ

観光施設

菜園、⽔産

ミニフェス

マーケッター

製品

エンジニア

縮が求められている

○中⼩企業の⼈材不⾜、資⾦⼒不⾜
⇒ IoT/ICT投資が進んでいない

商店街観光施設
⽣産者
Business ICT/IoTによって、継続

的なサービスとしての対
応が可能となるエンジニア

プロデューサー
⇒ IoT/ICT投資が進んでいない

中⼩企業単独では対応できない ⼯場
外部の⼈材と連携して
ユニットで活動する
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検討内容（2/2） ４

ものづくり中⼩企業・サービス業などの都内事業者の⽣産性向上や新価値創造
に向けて、 IoT/ICTにより相互につながる仕組みの構築⽀援論点

実施までのステップ
①対象領域決定、ニーズ収集

ズ類型化 情報標準化
IoT/ICTを活⽤した中⼩企業⽣産性向上や新価値創造（⼀案）

サービス起点
・サービス現場の困りごと（ニー
ズ）が起点

サービス起点プラットフォーム
・サービス現場と中⼩製造業をダ

②ニーズ類型化、モノ・情報標準化
③サービス設計、ビジネスモデル設計、
プレーヤー募集、サービスイン計画、
パイロットプロジェクトの実施
④ビ ネ ⾃律的運⽤

サービス起点のものづくり
オープン・カスタマイゼーション
・製品が市場に出た後、ニーズに
あわせて機能や形態を変えるた

イレクトにつなぐ
・交換される情報はニーズとその
解決⼿段
・利⽤状況をモニタリングし継続

④ビジネスの⾃律的運⽤

・（下請けではなく）サービスを起点と
した製品（モノ）をダイレクトに提供

・１個単位でも提供でき、その後の保

めの仕組み
・仕様や履歴がオープン化され、
製造者、カスタマイズ事業者、機
能追加事業者が異なる

的なサポート
・徹底的な標準化で⽣産性を向上
・参加する⼯場やサービス事業者は
オープン １個単位でも提供でき、その後の保

守にも対応できる⾼付加価値ビジ
ネスモデルを実装

・ユーザがプラットフォームを利⽤し
て、データ、アプリをダウンロード プラットフォーム・エコシステム

⾏政の役割は、育つ環境を整える、競争のルールを監視する等

都における取組事例の紹介 ① ５

中⼩企業のIoT化⽀援（２９〜３３年度予定）
【産業労働局】

○ ものづくり中⼩企業のIoT活⽤による⽣産性向上やIoT製品開発による新事業参⼊
を⽀援するために I T化の促進や製品開発につながる事業を実施するとともに I Tを⽀援するために、IoT化の促進や製品開発につながる事業を実施するとともに、IoT
⽀援体制を整備し、技術⾯と経営⾯から中⼩企業の発展を後押し

〜東京都⽴産業技術総合センターと東京都中⼩企業振興公社が連携して⽀援〜
・相談︓ IoT⽀援拠点（産技）、 IoT普及促進（公社）
・交流︓ 中⼩・⼤⼿・IT企業等によるIoT研究会（産技・公社）
・実⾏⽀援︓ IoT共同開発研究（産技）、 IoTソリューション研究（産技）、

実証試験・評価（産技）、 IoT導⼊⽀援（公社）
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都における取組事例の紹介 ② ６

農業におけるIoT/ICT活⽤
【東京都農林総合研究センタ－】

東京農業の特徴
○購買⼒の⾼い⼤消費地に⽴地、意欲的な農業者が多い
○限られた農地⾯積のため、⾮効率、機械化・⾼機能化の遅れがみられる

東京農業イノベーションプロジェクト（26〜29年度）
「東京型統合環境制御⽣産システム」を開発中
・⽔分センサーを活⽤した東京式養液栽培システム
ＩＣＴ活⽤により 農業ハウス内環境制御監視を⾃宅など遠隔地から可能

平成28年度まで 研究センター内で実験中

平成29年度 ⽣産者に向けて施設を公開

・ＩＣＴ活⽤により、農業ハウス内環境制御監視を⾃宅など遠隔地から可能

平成29年度 ⽣産者に向けて施設を公開

平成30年度以降 実際の現場への普及を展開

東京における新しい独⾃の姿（東京型スマ ト農業）を追求東京における新しい独⾃の姿（東京型スマート農業）を追求
東京の農地事情や農家の経営状況に対応できる⼩規模・低コスト栽培ハウス

⽣産・流通・販売におけるICT農業 の実現

ICT活⽤で東京農業を低コスト化・⾼機能化し、収益性の⾼い農業経営を可能に

都における取組事例の紹介 ③ ７

資源循環・廃棄物処理分野におけるIoT/ICT活⽤
【環境局】

資源循環・廃棄物処理における課題
○資源ロス（とりわけ⾷品ロス）の削減

まずは⾏政がICTを活⽤してモデルを⽰す

平成29年度 ICTを活⽤して防災備蓄⾷品の情報を集約し、オープン化する

まずは⾏政がICTを活⽤してモデルを⽰す
〜防災備蓄⾷品情報の集約とオープン化〜

ことで、廃棄されていた⾷品が有効活⽤される仕組みを検討

廃棄期限の数か⽉前の段
［防災備蓄⾷品情報の集約とオープン化の流れ］
防災備蓄⾷品は、購⼊段
階で、いつ、どこで、何が、い
くつ不要になるかわかってい
るもの

⾷品を必要としている社会
福祉施設等のニーズを把握

廃棄期限の数か⽉前の段
階で、在庫とニーズをイン
ターネットを通じてマッチング
させ、有効活⽤する仕組み

この成果を⽰すことで 事業者の⾃発的な取組を促進

るもの を構築

この成果を⽰すことで、事業者の⾃発的な取組を促進
持続可能な資源利⽤の実現
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ICT先進都市・東京のあり⽅懇談会ICT先進都市 東京のあり⽅懇談会

⽣活 活動⽀援分科会 報告⽣活・活動⽀援分科会 報告

分科会の概要 １

設置趣旨
都 ⽣活 旅⾏者等 活動 ど ⾝近 場 社会実装が都⺠⽣活や旅⾏者等の活動などの⾝近な場⾯におけるICTの社会実装が
円滑に進むための仕組みなどについて検討を⾏う。

 メンバー
分科会⻑ 久保 直⾏ ⾸都⼤学東京⼤学院 デザイ 究科教授分科会⻑ 久保⽥ 直⾏(⾸都⼤学東京⼤学院システムデザイン研究科教授)

⾼間 康史(⾸都⼤学東京⼤学院システムデザイン研究科教授)（第2回）
各局等企画担当課⻑各局等企画担当課⻑
地⽅独⽴⾏政法⼈東京都⽴産業技術研究センターロボット事業推進部⻑（第2回)
福祉保健局総務部⾼齢社会対策部計画課（計画調整担当）（第2回）
総務局情報通信企画部企画課（情報通信施策推進担当）（第2回）

※オブザーバー 総務局情報化推進担当課⻑※オブザ バ 総務局情報化推進担当課⻑
（都市整備局兼務、環境局兼務、福祉保健局兼務、建設局兼務、教育庁兼務）
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分科会の経過 ２

第１回 平成29年３⽉３⽇
 久保⽥分科会⻑よりプレゼンテーション

社会実装 程 事例 蓄積 び 検ICTを社会実装していく過程における事例の蓄積及びその検証
の重要性と都に求める役割を提⽰

第２回 平成29年３⽉29⽇
 ⾼間教授よりプレゼンテーション
AI技術の現状と⽣活 活動⽀援における今後の展望を講演AI技術の現状と⽣活・活動⽀援における今後の展望を講演

 各局の取組等報告
産業労働局 1件（ロボット産業活性化事業）産業労働局 1件（ロボット産業活性化事業）
福祉保健局 1件（ロボット介護機器・福祉⽤具活⽤⽀援

モデル事業）モデル事業）
総務局 1件（都における実証実験）

第３回 平成29年４⽉17⽇第３回 平成29年４⽉17⽇
 検討状況取りまとめ

検討内容（1/4） ３

○ ロボットをはじめとした社会実装⼀歩⼿前のICTの⽀援を検討
 企業が迅速な開発を⾏える仕組みと環境の整備
 現場への導⼊⽀援

ロボット化の展望（前提）

○ これまで、⽇本においてロボットは製造現場を中⼼に普及し、⾼
い労働⽣産性を誇ってきた。

○ 今後のロボット化の流れは、従前の産業ロボットに代表されるよ
うな「⾃動化」に対して、ロボットが⾃ら考える「⾃律化」、もしく
は、システムが考えたものに対して⼈間が最終判断を下す「半
⾃律化」という形に変化していくことが予想される。

○ 「⾃律化」「半⾃律化」に伴い、多⾔語コミュニケ―ション、教
育・介護⽀援など、⼈との直接的な接点において、サービスロ
ボットが活躍する場⾯が増え、⼈間・空間・情報をつなぐための
インタ フェ スとして ⼈に寄り添う⽀援など これまでなか たインターフェースとして、⼈に寄り添う⽀援など、これまでなかった
シーンでの役割が期待される。
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検討内容（2/4） 4

論点①

企業が迅速な開発を⾏える仕組みと環境の整備

中⼩企業のロボット分野への参⼊⽀援

課題 ○ サービスロボットの製品化に当たっては、有⽤性や安全性を適切に評価することが必須であるが、
中⼩企業においては独⼒での対応は困難な領域

○ 安全性評価、性能評価のための環境整備、提供
○ 中⼩企業がサービスロボットを速やかに製品化するための技術⽀援

都に求められる
役割

○ 都に求められる役割と照らして 次の取組を推進○ 都に求められる役割と照らして、次の取組を推進
【都⽴産業技術研究センターの取組】

整理状況

都産技研が開発したロボットLibra（リブラ）
デパート・美術館等の案内ロボットとして活用

複合環境振動試験機
振動と温湿度の可変により

耐環境性能を評価

疑似実証実験スペース
実際の生活環境下における

安全性を評価

○ これらの取組を通じて、ロボットの試作開発から安全性評価までを⾏い、機能向上を図るとともに、
ロボットの実⽤化、事業化を⽀援

デ ト 美術館等の案内ロボットとして活用
耐環境性能を評価 安全性を評価

検討内容（3/4） 5

実証実験フィールドの提供

企業が迅速な開発を⾏える仕組みと環境の整備

論点② 実証実験フィールドの提供

○ サービスロボットの開発過程においては、蓄積された事例の活⽤が不可⽋であり、社会実装へ向

論点②

○ サ ビスロボットの開発過程においては、蓄積された事例の活⽤が不可⽋であり、社会実装へ向
けて、実証実験のフィールドの役割は重要

○ サービスロボットに限らず、社会実装⼀歩⼿前のICTにおいて、実験結果をフィードバックし、最終
的な調整を⾏う実証フィールドの存在は重要

課題

○ 都が有する現場の提供都に求められる ○ 都が有する現場の提供
（多くの⼈、物、情報等が集まる東京都は、様々な技術・サービスそれぞれに適した社会実装に
向けた実証実験の場を持ち合わせていると考えられる）

都に求められる
役割

○ ⺠間事業者が都のフィールドで実証実験を希望する場合に、円滑かつ公正に実現するための枠
組みを検討整理状況 組みを検討整理状況

63



検討内容（4/4） 6

サービスロボット導⼊⽀援の在り⽅

現場への導⼊⽀援

論点

○ ⼿本となるような先⾏事例の少ないサービスロボットを、効果的に導⼊し、適切に使⽤するに当
たっては、現場の実情やニーズを収集・整理し、分析することが不可⽋だが、専⾨家が不在の現
場単独では困難

課題

○ 財政的な⽀援にとどまらない、導⼊後に効果的に活⽤されるような助⾔的⽀援

場単独では困難

都に求められる
役割

○ ⽀援のスキームにコンサルティングも含め、導⼊⽀援に加え、導⼊後の活⽤⽀援と活⽤状況の
検証を実施し、その成果を報告会等を通じて広く普及

【福祉保健局の取組（ロボット介護機器・福祉⽤具活⽤⽀援モデル事業）】
○ 専門家であるアドバイザーがモデル施設の実情を踏まえ、目的に見合ったロボット介護機器・福祉用具

の選定や、既存の福祉用具等を含めた適切な使い方のコンサルティングを実施
○ 定期的なモニタリングにより導入効果を測定し、効果的な使い方を検証
 福祉用具等の ンサルテ ングや効果的な ボ ト介護機器 福祉用具の使用方法を検証し 適切

【福祉保健局の取組（ロボット介護機器 福祉⽤具活⽤⽀援モデル事業）】

整理状況  福祉用具等のコンサルティングや効果的なロボット介護機器・福祉用具の使用方法を検証し、適切
な使い方を都内施設に広めていく。

〈導⼊後〉
導⼊⽀援の流れ
〈導⼊前〉

整理状況

介護業務に関わ
る課題の認識と
整理

課題解決に必要
な介護ロボット
機器等の選定

導⼊計画及び
導⼊可能性評価、
施設の体制整備

モニタリング 効果検証
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