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午後１時00分開会 

○事務局 それでは、ただいまから第４回「ICT先進都市・東京のあり方懇談会」を開催い

たします。 

 本日は、御多忙のところ、御出席いただきましてありがとうございます。 

 私は、会議の事務局を務めさせていただきます、総務局情報通信企画部の久原でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の出席者につきましては、資料１の出席者名簿の配付をもって代えさせていただき

ます。 

 越塚構成員が、所用で御欠席でございます。 

 それでは、この後の議事進行につきましては、坂村座長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○坂村座長 それでは、ここからは私が進行を務めさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、早速ですけれども、知事、よろしくお願いいたします。 

○小池知事 改めまして、皆様、こんにちは。小池でございます。 

 本日も、御多忙のところ、「ICT先進都市・東京のあり方懇談会」に御参加いただきまし

て、まことにありがとうございます。 

 早いものでございます。１月にスタートしたこの懇談会でございますが、今回でひとま

ず最終回ということになります。その上で、きょうは御提言をおまとめいただく運びとな

りました。 

 言ってみれば、この分野の日進月歩から考えれば、ずっとやっているわけにもいかず、

次々となすべきことをさっさと進めるということかと思いますので、きょうの御提言を受

けまして、早速さまざまな作業に入らせていただきます。 

 また、この懇談会だからこそということもこれあり、ずっと皆様方のテーブルには、ペ

ーパーレスでタブレットを使った形で御議論いただきました。最初はここの円卓だけだっ

たのですが、見てください。陪席の皆さんのところにもタブレットがようやく行き渡るよ

うになりました。まさしくインフラは整えられつつあるということでございますが、デー

タ化をしていく、それがベースになる、そのデータの出し方をどうするのか、セキュリテ

ィはどうなのかということで御議論いただいてきたわけでございます。 

 生産性を向上させることがこのICTの最も得意とすることだと存じます。IoTを活用する

ことによって、さらにその生産性が上がっていく。人手不足に悩んでいる中小企業などに

も、このICT、IoT、IoS、いっぱいあってごちゃごちゃになりますけれども、これをよりう

まく使ってもらって、東京のさまざまな中小・零細企業も活用できるようにしていきたい

と思います。そのためにも、どう支援していくかという点についても御提言いただければ

と存じます。 

 そのほか、都市、都民生活をより快適なものにしていくことなど、さまざまな場面にお
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きまして、このICTの持つ可能性に大いに期待したいと存じます。御承知のように、セーフ

シティ、ダイバーシティ、スマートシティという３つのシティを標榜させていただいてい

るわけでございますけれども、ぜひこのICTをフルに活用して、都民がこれらの３つの新し

い東京を実感できるように、より快適な生活が送れるようにと考えております。 

 さらにその先には、2020年のオリンピック・パラリンピックがございます。まさしくこ

れはいいチャンス、ショーウインドウの役がなされると思っております。そして、そのこ

とがレガシーにもなっていく。こういう方向を見ながら、皆様方の御助言とともに進んで

いきたいと思っております。 

 それでは、皆様、どうぞ本日はよろしくお願い申し上げ、今後とも御指導のほどお願い

申し上げたく存じます。 

 ありがとうございました。 

○坂村座長 どうもありがとうございました。 

 ということで、早速議事に入りたいと思うのですけれども、きょうの目的は、前回の第

３回目の懇談会で提言の素案が出たのですが、まだそのときは構成員の皆様全員からの発

表も終わっていなかったときなので、今、知事もおっしゃっていましたけれども、特にデ

ータガバナンスとかセキュリティの点が反映されていなかったということで、今回の報告

書にはそれが反映されています。また、前回いただいたいろいろな意見交換で、こういう

方向を入れたほうがいいのではないかということも、前回は素案でしたので、入っていま

せんでしたから、今回はその素案の中にそれが反映されたということになっています。 

 きょうの手順なのですけれども、まず、事務局からどのように反映されたのかというま

とめをやっていただいた後、構成員の皆様からお一人ずつそれに対してコメントをいただ

くということで、まとめさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、この段階ではまだ提言案ということになっておりますけれども、これがどうい

うようになっているのかということで、事務局から御発表をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事務局から御説明をさせていただきます。 

 タブレット画面の概要版と、お手元配付の提言案の冊子を御参照いただきながらという

ことで御説明をさせていただきます。 

 まず、概要版ですが、本懇談会はおおむね５年後のICTを活用した東京の姿を御提言いた

だくということで始まっておりまして、その中でも2020大会時には、最先端のICTのショー

ケースとなり、また、それをレガシーとして残すことを意識しております。おおむね５年

後のICTを活用した東京の姿、そのキーワードは、「オープン」、「データ」、「住民参加」

でございます。 

 「オープン」とは、IoT基盤を前提に、全てのものがインターネットにつながり、組織や

目的の枠を越えて連携することを意味しております。同じリソースを異なる目的で共有す

るものでございます。 

 「データ」でございますが、行政や民間が公開するオープンデータやビッグデータが活
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用されているものでございます。 

 「住民参加」でございますが、オープンにしたIoT基盤やデータを活用し、行政だけでは

なく、都民、事業者が地域課題の解決に参画しているということでございます。 

 そして、ICT先進都市を実現する前提として、「データガバナンス」と「セキュリティ」

は忘れてはならないものであるということを記載してございます。 

 その下、おおむね５年後の姿を、ローマ数字で示した３つの柱で整理してございます。 

 １つ目は、主に行政が、ICTを活用することによって、都市機能を高め、東京の魅力が増

大するというもの。 

 ２つ目の柱は、公共データを用い、行政と民間が連携、協働することで、大都市東京の

課題が解決するというもの。 

 ３つ目の柱は、行政がICTを使うわけではなく、行政は支援の側に回りまして、事業者が

ICTを活用することによって、生産性向上や新価値創造がされて、東京・日本の経済が活性

化していくというものでございます。 

 ここからは、提言案、冊子で御説明させていただきます。 

 ４ページからが「総論」となっております。先ほど概要版でも御説明いたしましたICT

先進都市の３つのキーワード、「オープン」、「データ」、「住民参加」を記載しており

ます。 

 ６ページでございます。こちらに、前回、井上先生、中西先生よりお話しいただきまし

た「データガバナンス」や「セキュリティ」について記載しております。 

 まず、「データガバナンス」についてですが、多種多様な官民のデータをつなげるには、

データ活用ルールの明確化、円滑かつ適切な運用を進めるデータガバナンスが重要。また、

データ活用に係る法的リスクやレピュテーションリスクについて、活用推進のメリットと

リスクを勘案しながら合理的なリスクマネジメントが必要ということでございます。 

 次に、「セキュリティ」でございます。ICTを利用したサービスの提供の前提として、情

報セキュリティ確保は必須でございます。異なるセキュリティレベルの新旧インフラの混

在や、ドローン、防犯カメラの乗っ取りなど、先進都市ならではの脆弱性にも考慮する必

要がございます。今後、IoTの活用が進み、インターネットに接続する機器が爆発的に増え

たときのセキュリティの確保は、非常に大きな課題でございます。グローバルの視点であ

ったり、あるいは細かな視点であったり、多様な面からセキュリティの確保をしていくこ

とが重要でございます。 

 ７ページには、先ほど概要版で申し上げました３本柱を載せてございます。 

 ８ページから、それぞれの柱について記載している「各論」に入ります。 

 １つ目の柱でございますが、「Ⅰ ICTを活用し、都市機能を高め、東京の魅力が増大」

でございます。 

 東京の課題といたしまして、2020大会を控えて、さらなる国際化、外国人受入環境の課

題などがございます。また、少子高齢化が進む中、高齢者にも障害者にも優しいまちであ
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るべきというところが課題でございます。 

 10ページから、そのための課題解決の方向性を記載してございます。 

 課題解決の方向性の１点目は、ICTを活用したまちづくりでございます。ICTをさまざま

に活用することで、まちづくりやサービスを多様化、高度化し、東京の魅力を向上させる

というものでございます。多様性といいますか、個の要求に応えるといいますか、10人い

れば10人の要求があるわけで、そういうきめ細かな対応はなかなか難しかったところでご

ざいますが、ICTであれば、それに応えることが可能である。スマホをデジタルサイネージ

にかざせば、外国人の方にはその方の母国語で、目の不自由な方には音声で、車椅子の方

には段差のない経路を選択して、それぞれ御案内ができます。 

 11ページでございますが、IoT、ICTでインフラの維持管理をし、老朽化状況の把握や問

題予測もできるようになり、効果的に予防修理ができるようになる、安全・安心なまちが

実現できるというものでございます。施設などの維持管理で使われておりますセンサーな

どにつきましては、そのためだけに使うのではなく、例えば、障害者や外国人の移動支援

や災害時の避難誘導などの目的に活用することで、都市全体としてのサービスの向上が図

られることになりますし、拡大したサービスに比べてコストは低く抑えられます。 

 12ページから、課題解決の方向性の２点目として、ICTを活用した都民サービスの提供で

ございます。東京を魅力的な都市にするために、都民ニーズに合った行政サービスが提供

できることが重要でございます。ビッグデータ解析でニーズを把握する、行政手続を原則

電子化し、24時間365日いつでも、窓口に行くことなく各種手続ができるようにすることな

どでございます。 

 ３点目として、テレワークの導入などにより、ICTの効用を都民が享受できることでござ

います。都民がICTの大きな効用を日々の生活の中で実感できること、これはまさしくICT

先進都市における住民の姿でございます。働き方改革の一つとして、ICTを活用したテレワ

ークは有効でございます。例えば、都の職員にテレワークが普及することで、業務が効率

化するだけではなく、育児・介護等を抱える職員の生活と仕事の両立、さらには災害時や

臨時・突発事態に自宅等から対応することも可能となります。これを行政の生産性の向上

だけではなく、都として民間にも普及させていくことによって、時間や場所にとらわれな

い働き方、女性の活躍の後押し等、誰もが生き生きと活躍できる都市の実現を図ることが

できます。 

 13ページですが、個人データはこれまで保護する一方でございましたが、パーソナルデ

ータは、自分の情報を自身の判断で提供しサービスを受けるというものでございまして、

欧米では既に始まっている動きでございます。国も検討に着手しています。注視していく

必要があるものでございます。 

 14ページ、２つ目の柱「Ⅱ 公共データと、民間の知恵と技術で、大都市東京の課題が

解決」でございます。超高齢化社会、人口減少、社会保障費増加、高度成長期につくられ

たインフラの更新等々、課題は多くございまして、世界的に見ましても行政が単独で全て
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に対応するのは難しくなっておりまして、アメリカの「ガバメント2.0」などを初めとして、

行政や企業、NGO、個人も含めた皆がオープンな連携をすることで、サービスを実現してい

るという姿がございます。 

 16ページに移っていただきまして、課題解決の方向性でございますが、ロンドンやリオ

デジャネイロでは、オリンピック・パラリンピックをきっかけに、積極的なオープンデー

タの提供が行われました。ロンドンでは、公共交通機関の運行データなどがオープン化さ

れることで、民間の力を活用したさまざまなアプリやサービスが生まれ、オリンピック後

のレガシーともなっています。公共データをオープン化することで、個人や企業によるア

プリ・サービスの構築が可能となり、多くの人たちが未来のまちづくりに参画できるとい

うものでございます。民間の知恵が必要ということはこれまでもよく言われてきましたが、

ICTを使うことにより、まさに具体的な行動に移せるようになったということでございます。 

 17ページの下でございますが、アメリカの例でございます。例えば、道路の陥没を住民

がスマホを使って道路管理者に報告、その情報はオープンにされ、利用者はその道を避け

たり、業者は補修工事の見積書を提出したりする。補修工事の結果もオープンにされるの

で、不良業者は自然に排除されていくという仕組みです。いずれにしましても、行政とし

ては、データを出すこと、データを検索しやすい基盤をつくること、これによって民間も

協働しやすい環境が整うということでございます。 

 19ページ、３つ目の柱「Ⅲ ICTで生産性向上と新価値創造をするなど、東京・日本の経

済が活性化」でございます。 

 20ページの中段あたりからでございますが、中小企業においては、IT人材の不足、ITコ

ストの問題等々の面で、ICTの導入が進んでいないという現状がございます。しかしながら、

IoTを用いた中小企業間の連携などでさらなる高付加価値を生み出すことは可能でありま

して、そのために中小企業がICT活用に踏み出すための後押しが必要でございます。 

 22ページに移りまして、課題解決の方向性の１点目として、中小企業のICT活用支援の取

り組みの必要性でございます。ICTを活用しIoTで中小企業がつながることで、さまざまな

ビジネスチャンスが生まれるということでございます。例えば、サービスや工場などは一

カ所に集積することで生産性は上がりますが、物理的に離れていても、IoTでつながること

で、受注量の急変に対応すること、職人の技を提供していくこと、ノウハウを売っていく

ことなども可能となります。 

 23ページにございますとおり、ニーズ・シーズのマッチングやIoTシステムの構築、産業

分野を超えた連携などについて、的確に支援することで高付加価値を生み出すことが可能

になるものでございます。また、例えば、ロボット産業などでいえば、標準モデルの作成、

安全性評価についての事例の積み上げ、積み上げた事例の提供も、中小企業にとっては大

きな後押しとなります。 

 さらには、24ページにございますとおり、農業などでも東京の小規模農業に適した形で、

監視・制御から流通、販売まで、IoT、ICTを活用することで収益性の高い農業経営も可能
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になろうということでございます。 

 25ページから26ページにかけましては、２点目の課題解決の方向性です。 

 26ページですが、今後、高齢化が進む中で、また、教育現場などで、人と自然なコミュ

ニケーションができるサービスロボットの需要は高まってまいります。しかし、社会実装

のためには実際の事例の積み重ね、それによってわかったことをロボットにフィードバッ

クしていくという繰り返しの作業が不可欠となってきます。また、ロボットに限らず、新

技術を社会実装していくに当たり、実験結果のフィードバック、最終調整を行う実証フィ

ールドの存在は重要でございます。東京には多数の大学や研究機関もあるため、産学官連

携した実証実験フィールドの活用が可能となります。また、実証フィールド提供時に、専

門家による支援もあわせて行うことで、新たな価値や想定していなかった活用方法を見出

すなどの効果が期待できます。多くの人、物、情報が集まる東京都は、それぞれの実証に

適した場を持ち合わせており、実証実験のフィールドを提供していくことは意味のあるこ

とでございます。 

 本文は以上でございますが、巻末、29ページ以降に参考資料といたしまして「2022年の

東京におけるICT活用イメージ」、35ページ以降に「海外の事例」、最後に４つの分科会報

告をお付けしてございます。 

 説明は、以上でございます。 

○坂村座長 どうもありがとうございました。 

 小池知事もおっしゃっていましたけれども、何でICTとかこういうことをやるのかという

と、一つは、今までやっていたことをICT化することによって、省力化、コストを下げよう

ということです。これは非常に重要なことだと思います。 

 それと、できることならば、もう一つ、ネットとかICTを使わないとできなかった新しい

ことをチャレンジしようということです。「新価値創造」、この中ではそういう言葉で書

いてありますけれども、これが確実にイノベーションにつながって、経済の活性化が起こ

るだろうという前提でこの資料がつくられているわけです。 

 そのときに、これは自動車と一緒だと思うのですけれども、いくら便利な機械だからと

いっても、やはり安全装置の研究はしなければいけないです。例えば、人が来たときに自

動的に止まるような機能というのは、昔の自動車には入っていなかったのですけれども、

それが入れられている。もう一つ、交通ルールです。ルールがないと、自動車の社会が技

術だけで出来上がるということはないですから、交通規則のそういう法律をつくったり、

制度を整備する必要があるということです。これは、こちらの情報の世界でいくと、安全

装置に相当するもののことでいえば、セキュリティが非常に重要だということになります

し、また、データをいつ誰がどういう条件で使っていいのかというのは、そのデータのガ

バナンスです。活用のルールとか、そういうものをつくらなければいけないということに

なるわけです。 

 そういうことで、前回いただきました意見を全部集約しまして、一応こういう形でまと
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まったということになっております。先ほども小池知事が何回もおっしゃっていましたけ

れども、何のためにこれを都はやっているのかというと、一つは2020オリンピック・パラ

リンピックが３年後に迫ってきていますので、そのときにということもありますし、その

後のレガシーとして、こういうことで都が先進的なICT都市になるということで、こういう

技術を都のレガシーとして使いたいということなるのではないかと思います。東京都とい

うのは、あらゆる産業が集約していて、いろいろな人たちがいますから、都を実験場とし

て、さらに2020のときには、それを世界の人たちにショールームとして見せたいという思

いが、この中に込められているわけです。 

 そのときに、非常に重要な言葉で、先ほど出てきました概要に書いてありますけれども、

キーワードが「オープン」と「データ」と「住民参加」になっていて、都はできる限りイ

ンフラ、基盤の整備を行うことによって、都ももちろん使うのだけれども、東京都の企業

の方とか住民の方にも積極的にその基盤を使うことによって、この都をもっとよく発展さ

せていきたいという考えで、これがつくられているということだと思います。 

 そういうことでいろいろ前回言っていたことが反映されていると思いますが、ここで構

成員の皆様に御意見を聞いて、確認をしていきたいと思います。 

 順番に御発言いただきたいと思いますけれども、まず、井上さんからお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○井上氏 井上でございます。 

 データをオープンにし、都民も含めて多様な主体が知恵を出し合って新たな価値をとも

につくっていく。３つのキーワードのもとに、非常にいい提言がまとまったのではないか

と思っております。 

 昨年末に成立した官民データ活用推進基本法の理念を東京都が具体化していくことにな

ります。東京が変われば日本が変わるという意気込みで、ぜひ具体的な施策を進めていた

だきたいと思っております。 

 おおむね５年先を見据えた提言となっていますが、「５年」というのは絶妙な数字だと

思っております。オリパラを中間の折り返し地点として、私たちが実感できるような近未

来を見据えながら具体的に進めていく。現時点と５年後を比較したときに、確かに都民が

何か変わったなと感じられるような取組を進めていただきたいと思っております。 

 提言の内容で一つ申し上げておきたいのは、実証フィールドの開放のところ。従来は、

事業者が最初から完璧なシステムを作り上げて顧客に提供する、それも単独の事業者がそ

れを行うという発想が強かったと思いますが、これからは、小さく始めて、しかも多種多

様な主体が関わって新たなサービスを作り上げていく。実際にサービスを提供してみてユ

ーザーの意見をフィードバックしながら改善し、さらに進化させていくという発想に変わ

りつつあるのだろうと思います。実証実験は、ユーザーの意見を反映したサービスを構築

するための第一歩でもあります。また、産官学、都に集積したさまざまな主体、中小企業

も含めて、連携する場づくりにも有効だと考えております。 
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 ユーザー、都民、産官学を巻き込んで、ICT先進都市を実現するためのエコシステムをつ

くる場が、実証フィールドになるということです。 

 実証実験をしようと思っても、様々な規制があるからなかなか進められないということ

があると思います。規制を大胆に緩和し、実証実験を支援していただきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○坂村座長 ありがとうございます。 

 小池知事は、特区でもいろいろと大胆にと。今のキーワードの中で、東京が変われば日

本は変わると、全くそうだと思うので、ぜひこれをきっかけにして、そういうことになれ

ばと思います。実証実験を小さく始めて、いわゆるアドホックに、どんどんやりながら変

えていくというのは、最近の情報関係のシステムのつくり方もそういうトレンドになって

いますので、ぜひそういう形で、全てが決まらないと始められないというのではなくて、

やろうということですね。ありがとうございました。 

 それでは、久保田さん、お願いします。 

○久保田氏 久保田でございます。 

 東京都の未来に向けて、この提言はよくまとめられていると思います。個の提言の内容

に関しまして意見を少し述べさせていただきたいのですが、私の意見は、今、井上先生が

おっしゃった内容とかなり近いので、少し違う観点から説明させていただきたいと思いま

す。 

 今回、IoT、IoSのインフラの重要性は、さまざまな観点から分析されてきました。これ

らを用いると、人々が積極的かつ能動的に、文化や言語の壁を越えて参加できる、携われ

るという環境が提供できるようになると思いますし、さらに、一方で、人々が意識せずと

も自動的にそういう支援を受けることができるような環境も提供できるかと思います。 

 ここで重要なことは、人々が自動的にさまざまな支援を受けられるということは、言い

換えると、サービスを提供する側、ロボットやシステムが、人々の意図、さらには周囲の

環境、予期し得ないような個別の状況などを理解できる能力が必要である。つまり、そう

いう観点から考えると、今後、さらなる知能化、自律化というものが重要になっていくで

あろうと思います。 

 そこで特に人が関わるということは、設計開発の段階では予想し得なかったような、さ

まざまな問題を洗い出していく必要があります。そのためにも、東京都としては、実証実

験フィールドを提供していくことの重要性がますます高まっていくであろうと思います。 

 さらに、提言の中にもありましたが、実証実験の際に専門家による多角的な分析を行う

ことによりまして、新しい価値、想定していなかった活用方法、そういうものも見出すこ

とができるであろうと思いますので、ぜひとも積極的なフィールド提供をお願いしたいと

思います。 

 最後に、一言、この懇談会に関する感想です。首都大学東京は、もちろん東京都の大学
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です。私は、着任以来、東京都の施策に関する会議や委員会にいろいろと参加してきまし

たし、東京都と連携した研究開発も行ってきました。この懇談会を通して特に強く感じた

ことは、さまざまなレベルにおいて、東京都と大学の双方的かつ有機的な官学の連携の形

があるであろう、ということを強く思いました。実際、こういう懇談会でさまざまな事象

を対象としてやっていくのは大変難しいかと思いますが、今後もこのような懇談会を展開

していくことは非常に重要かと思いますので、引き続きぜひともよろしくお願いします。 

 以上です。 

○坂村座長 ありがとうございました。 

 いろいろなことが起こるから、実証は重要ではないかということと、首都大学東京は東

京都の大学ですから、ぜひ貢献したいということですね。 

○久保田氏 引き続き、頑張ります。 

○坂村座長 ありがとうございます。 

 それでは、庄司さん、お願いします。 

○庄司氏 庄司です。 

 私は、最初の回から、国際的な都市間競争を意識しながら発言をさせていただいてきま

した。特に東京が、世界の知が集まる、あるいは世界の方々が来て楽しいと思う、知りた

いと思うような魅力的な場所になっていくために、データということを一つの切り口とし

て、いろいろな発言をしてきました。 

 前回、最後の最後に「高齢化」と書いてあるけれども、「少子化」も大事なのではない

かということを申し上げましたが、その点を加えていただき、ありがとうございます。保

育園の問題ですとか、学校教育をどうしていくかということは、本当に都市としての魅力

を高めることにもつながる、非常に大事なことだと思います。また働き方改革にもつなが

ります。少子化の問題につながる問題として、テレワークのことも書いていただきました。

ただ、もちろんテレワークは、育児や介護をしている人だけのものではなくて、いろいろ

な人がよりいい仕事をする、質の高い仕事をするための条件だと思いますので、これも多

くの人に影響します。それから特に少子化のところについては、データに基づいて、東京

都が最低水準である、と書いていただいたのも非常によかったと思います。 

 今、データに基づいた政策形成が非常に求められています。国がいろいろな統計データ

を公開したり、ツールを提供したりしているのもそういう背景がありますけれども、東京

都でも、みんなが納得して今後の行く先を考えていく上では、こういった数値に基づいた

議論は大事かと思います。 

 私は、発言の機会をいただくたびに、市民参加をレガシーにしたいということをずっと

申し上げてきました。これは、言い換えると、オープンガバメント、「ガバメント2.0」と

いうことにもなります。レガシーというと、物理的に物として残るものもありますけれど

も、文化をレガシーとして残すということもあると思います。その意味で、2020年の機会

を、いろいろな市民や企業が自らチャレンジをする、市民が主導的にどんどん動いていく
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ような文化を、この機会につくれればいい。その素材として都はデータを供給する、とい

う関係になればと思います。 

 それからこれは全般的なお願いになるのですけれども、非常にすばらしい内容が書かれ

た提言を進めていくためには、やはり東京都、都庁のいろいろな後押しも必要になるだろ

うと思います。特にデータという意味では、部局を超えていろいろなデータをつなげて掛

け合わせていくことが求められますし、民からいろいろ、実験したい、こんなことをやり

たいとなると、規制緩和の話などにもなってきます。そうした部局を超えた動きや、民間

とコミュニケーションしてその要望に応えるということは、守りの組織では本当にやりに

くいですので、これはぜひ知事からも後押しをしていただき、東京都全体がオープンに仕

事をしていこうと変わるきっかけになっていけばと思います。 

 私からは、以上です。 

○坂村座長 ありがとうございました。 

 やはり少子高齢社会で働き手をどうやって確保するのかというのは非常に重要な問題な

ので、これは入れようということで、知事も気にかけられていることで、テレワークは２

ページにわたって入れました。 

 それから、やはり市民参加ですね。レガシーというのは、必ずしも物だけではなくて、

今後、人々の考え方が変わるというのも重要な未来へのレガシーで、そういうことでなっ

たらいいということで、それも反映されていると思いますけれども、改めてどうもありが

とうございます。 

 それでは、中西さん、お願いいたします。 

○中西氏 皆様方の御意見とかなり共通するところもありますけれども、まず、基盤とし

てのセキュリティということを明言していただいたことは、非常にありがたいと思います。 

 実際にこうした提言というのは夢の世界のほうを強く打ち出しがちですけれども、それ

を支えるためには、やはりガバナンスであるとか、あるいはセキュリティであるとかとい

うところが非常に重要になってきます。それにつきまして、座長に自動車のメタファーで

かなり分かりやすく解説していただきました。 

 既に前回御紹介したランサムウェアが、現在、皆様方も報道で御存じのとおり、非常に

重要な課題であるということで報道されています。これをもう一度再確認していただいて、

セキュリティの実装につきましても考えていただきたい。 

 また、その対応は非常に重要です。ですから、そうした対応をされている方についての

リスペクト、あるいは、提言には、表には出ないですけれども、その中の人、裏方の方々

に対するリスペクトを、これは提言の内容についてではございませんけれども、我々は認

識していく必要があると理解しております。 

 それから、働き方改革についての話題が出ました。こちらはワーク・ライフ・バランス

あるいはダイバーシティということはもちろん、有事の際の対応を盛り込んでいただいて

いるところを評価したいと思います。実際に東日本大震災の際には、幾つかの事業者さん
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で、ワーク・ライフ・バランスだけではなくて、働き方改革でテレワークをやっていたこ

とが事業継続につながったという事例を持っております。これを前提として、またセキュ

リティについても、リモートにおけるセキュリティということを考えていく必要が、今後

はあるのかなと思いました。 

 最後、実証実験につきましては、皆様方からさまざまな御意見がありました。前にも御

紹介いたしましたように、今、私は、内閣府で戦略的イノベーション創造プログラム、SIP

でセキュリティに関する研究開発に関与しております。これはオリパラを目指しておりま

すけれども、それのまさにショーケースとして、東京都が一つのフィールドになるのかな

ということを、改めて今回の提言を見て感じました。 

 ぜひ我々も含めて、国や事業者さんを巻き込んで、都民の方々が快適に生活できる、そ

うした形での提言の実装を、お願いしたいというよりは、我々がやりたいというように感

じます。 

 以上です。 

○坂村座長 ありがとうございました。 

 前回は入っていなかったのですけれども、今回は基盤としてのセキュリティは確実に中

に入れ込んでいます。また、これも前回から出ていますけれども、正常時と非常時という

モードを分けて、非常事態でどうするのかということも大事だということも触れられてい

ます。ありがとうございます。 

 それでは、西岡さん、お願いします。 

○西岡氏 西岡でございます。 

 今回、分科会において、提言の中に組み込まれた３つの中の３番目、「ICTで生産性向上

と新価値創造」といった視点で主に議論させていただきました。 

 今回の提言で非常によかった点、評価すべき点は、都民、住民が、生活者としての目線

と同時に、事業者、働く側の立場があるということで、特に事業者、中小企業や小規模企

業で働く立場として、こういったICTの新しいイノベーションからどのような恩恵をうける

のか、ICTを利活用することによって、モノやサービスを提供する側としてどれだけ豊かに

なっていくのかという観点を色濃く入れることができた点かと思います。 

 生産性の向上という点は一つの大きなテーマですけれども、それに加えて新しい価値を

創造するための、新たなつながりが重要です。今まではなかなか触れ合う機会もなかった

し、仕事上もつながりが持てなかった、そういった事業者同士、あるいは事業者と最終的

な生産や消費の現場とのつながりが、このICTでいろいろ生まれる可能性があります。検討

会では、こういった可能性が新たな価値創造につながるという点や、そういった環境の中

でみんなが切磋琢磨できる空間、あるいは場をいかに提供するかという点が議論されまし

た。価値の創造といった視点は、物をつくるとか具体的なターゲットがないだけに、なか

なか難しいとは思うのですけれども、あえてそういった点を強調していただいた点は重要

だと思います。 
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 私は、どちらかというと製造業、ものづくりに非常にかかわってきましたが、よく言わ

れるように、ものづくりの場合は、現場力が強みです。東京都でも工場の生産現場で日々

いろいろな改善が行われたり、小さな価値をたくさん創造しています。そういった今まで

のしっかりとした強みを、さらに他の事業者とつながることによって、サービス業である

とか、あるいは農業なども含めて、いろいろな産業に伝播させていき、東京都全体、さら

には国全体で、「ものづくりマインド」で新たに価値を創造していくための具体的なやり

方が広まっていくことを期待したいと思います。 

 特に「つながる」というキーワードは、ICTの非常に大きな可能性を表していると思いま

すので、新しいつながり、今は想像もできないような新しい出会いとイノベーションを、

この５年間で見出すことができたらいいと思います。 

 以上です。 

○坂村座長 どうもありがとうございました。 

 やはり目線は重要ですね。今言った生活者の目線とか都民の目線、そういう目線がどう

かということで、私は思うのですけれども、データなどに関しても、今までは、プライバ

シーとか個人のデータをやるときに、ベンダー、サービスを提供するほうがユーザーの情

報をマネジメントするという、どちらかというと、CRM、Customer Relationship Management

だったものから、最近、世界的には、ユーザーがどういうサービサーにデータを渡すのか

を個人がマネジメントするのだ、ということでVRM、Vendor Relationship Managementに変

わろうとしています。また、今、最後に先生が言われていた、ものづくりという産業の活

性化にも重要なのですけれども、この提言の中では、まさに具体的な製造業のものづくり

から農業まで、あらゆる産業が東京にはあるということで、そういうものの効率改善にど

うつなげていくのか。また、みんなでいろいろな産業につながることによって、VCM、Value 

Chain Managementがより一層促進するだろうということに触れられている。どうもありが

とうございます。 

 構成員の皆様からいろいろな御意見が入っているかどうかの確認をさせていただいたの

ですけれども、入っていることが確認できたと思います。また、きょうは御欠席なのです

が、越塚さんからは事前に「基盤」というキーワードが入っているかということを確認さ

れていまして、縦割りで個別に実施するのではなく、基盤としてこういうものが使えるよ

うな基盤を東京都はつくるのだと、そういう考えが重要だという御意見をいただいていま

して、それも提言の中に入っていることが確認されています。 

 私は思うのですけれども、これから実行に移そうという話が小池知事から出ていますけ

れども、まさにその実行に移す前に、実証実験をしたりする前に、哲学が一番重要で、ど

ういう考え方で、どういう目線で、誰のために、何をするのかという哲学、それがここに

はちゃんとまとまっているのではないかと私は思いますので、知事に、「ICT先進都市・東

京のあり方懇談会」の成果として、私からこの提言をお渡ししたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 
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（坂村座長より小池知事へ手交） 

○坂村座長 どうもありがとうございました。 

○小池知事 ありがとうございました。 

○坂村座長 それでは、知事、一言よろしくお願いいたします。 

○小池知事 構成員の先生方、そして、何よりも座長をお務めいただきました坂村先生、

本当にありがとうございます。すばらしい哲学のこもった提言をおまとめいただきました

ことに、まずもって御礼を申し上げます。 

 このICTは日進月歩で発展しているというのは先ほど申し上げたとおりですが、本当に速

過ぎて、そういう中で、追いつくどころか、むしろ本当は東京の役目はトップランナーで

あるべきなのだろうと思います。 

 しかしながら、まず、このベース、「基盤」という言葉もありましたけれども、ICTの考

え方の基盤をこの御提言でおまとめいただきました。１回目が１月30日、本日が最終回と

いうことで、わずか４カ月でおまとめいただいたこと、本当に感謝を申し上げます。分科

会などでもいろいろ御議論いただいたわけでございまして、本当にありがとうございます。 

 IoT、さらにその先のIoSということで、その先の中の一つが2020年の東京オリンピック・

パラリンピックであるということでございます。きょうもたまたまそういったIT関係の展

示のほうに行きまして、多言語でさまざまに表示できるとか、顔認証を始めとして、ロボ

ットなど、本当に日本の企業はとても先進的に取り組んで、次の東京大会に即活用できる

技術はある。すばらしい技術がある。それをどう技術からビジネスにつなげていくかとい

うのも大きなテーマでしょうけれども、そのショーケースになるのが2020年の東京大会だ

と思っております。 

 インフラ維持の管理にICTを活用するという話は、今、入札改革をやっているのですけれ

ども、それを飛び越えた新しい形で、オープンもいいところですね。そういう一つのあり

方も御提言いただきましたし、行政手続の電子化ということで、判子が要るというのが日

本のさまざまな行政の決まり事ではございますけれども、そこをどう確保していくのか。 

 オープンデータ、確かに東京都が持っているデータというのは、大変膨大でありかつ重

要であり貴重であるということでございます。東京の持っているデータで一番活用してい

ただいているのが雨雲の動き方のアメッシュだと、最近、私は確認しまして、１年間に7,800

万アクセスがあるという話でございます。あれは一度見るとはまってしまうのですけれど

も、これもオープンデータの一つだと思います。 

 データをオープンにするときの方法、例えば、PDFではだめだというお話から、確か始ま

っていたと思います。これをAPIに切り替えていくというお話もございました。データの出

し方を、きょうの提言を踏まえまして、一つずつ各局で検討してもらうようにいたします。 

 人工知能、サービスロボット、ICT、IoT、IoSに関する御議論をいただいて、本当にあり

がとうございました。都民が安心して質の高いサービスを享受できるように、ルールとセ

キュリティも手当てしていかなければならないということで、ここは肝に銘じていきたい
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と思っております。 

 東京大改革は、ICTを活用してさらに実を実らせていきたいと思いますし、そのためにも

このデータのオープン化と同時に、いろいろと御提言いただいているのは、アプリコンテ

ストです。各地でやっていて、民間のデータをオープンにすることによって民間から出て

くるアプリが、使いよいアプリはさらに進化を遂げ、あまり使い勝手のよくないアプリは

あまり使われないという非常にリアルな世界があると思いますが、使い勝手競争といった

ことが起こってくるのは健全なのだろうと思うところでございます。 

 ぜひ東京をICTの先進都市とする取組に一刻も早く着手していきたいと考えております。

また、今のアプリコンテストにしましても、具体的にどのようなアプリコンテストを進め

ていったらいいかということを、この後、ぜひ検討してもらいたいと思っております。 

 本当に短期間の間に、これだけの提言をおまとめいただきました。本当にありがとうご

ざいます。ぜひこれをきっかけに東京は一気にIoTへ進んだと言われるように、今度は現場

のほうで頑張らせていただきたいと思います。またその際も御助言を賜れればと思ってお

ります。 

 本当にありがとうございました。 

○坂村座長 どうもありがとうございました。 

 私は思うのですけれども、この提言がまとまって、これが実行できるかどうかは、ひと

えに知事がこの後も続行してイニシアチブを発揮していただくことが一番重要で、これは

小池イニシアチブで出来上がったものです。知事がいまだに旺盛にICT、IoTに興味を持っ

ていただいて、都の改革と前進のために、ICT、IoTを全面的に使おうということなので、

ぜひこのまま都も実行に移していただければと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局から御連絡があります。 

○事務局 長時間にわたり、ありがとうございました。 

 事務的な御連絡ですが、本日の議事録につきましては、早々に作成の上、御参加の皆様

に送付いたしますので、お手数ですが、内容の御確認をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○坂村座長 ありがとうございます。 

 これをもちまして「ICT先進都市・東京のあり方懇談会」の第４回を終わらせていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。 

午後１時52分開会 


