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はじめに 

 

 昨今の ICTの進展はめざましく、東京都は、情報公開や政策実現の場面

において、最新の ICTを駆使し、より質の高い行政サービスを提供してい

くことが求められる。 

 

また、都内中小事業者等での ICTの活用は、事業機会の創出、生産性の

向上につながり、経済活性化の面からも、東京都は積極的にその環境を整

えていくべきである。 

 

更に、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会は、最先端の

ICT活用のショーケースとして東京の高い技術力を世界にアピールするチ

ャンスでもあり、それまでに一定程度の ICTの高度化を図りたいところで

ある。 

 

こういった認識の下、東京 2020 大会とそのレガシーも見据えつつ、東

京の持続的成長を支える ICT のあり方を検討し、東京を ICT 先進都市とす

ることを目指して、本懇談会は設置された。 

 

 ICTを活用することによって、将来、都市がどのように変容しているの

かをつぶさに語るのは、技術が急速な発展を続けている中で、難しいこと

ではあるが、方向性は明らかに見えている。 
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その中で東京都は、どういった立ち位置で、何をしていけば、東京が

ICTを活用した最適な都市となるのか、一刻も早く構想し、その方向へと

歩みを進めるべきである。 

 

本懇談会は、その一助となるべく、概ね５年後の ICTを活用した東京の

将来像を検討した。 

 

しかし、５年が経つ前には、東京でオリンピック・パラリンピックがあ

り、ICTの活用に関していえば、ここは大事な中間地点となる。特に「お

もてなし」などの観点で ICT を効果的に活用し、その取組をレガシーとし

ていくべきである。 

 

そして、引き続き ICT先進都市を目指すことで、東京は、更に質を高め、

競争力のある世界有数のメガシティとなるのである。 
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総  論 

１ ICT 先進都市のキーワード 

ICT 先進都市のキーワードは、「オープン」、「データ」、「住民参加」で

ある。 

 

まず、「オープン」であるが、これは、あらゆるものがインターネット

につながるということであり、言い換えれば、組織、目的等の枠を越えた

連携をするということである。オープンな IoT1基盤を前提にし、リソース

と目的を切り離して自由に接続可能とするということで、例えば、施設管

理のために設置したセンサー2を施設管理だけに使うのではなく、障害

者・外国人移動支援、ロボット誘導、災害対応等、多目的に使う。このよ

うに共用することによって、全体として低コストで、サービスを向上させ

ることができる。 

 

次に、「データ」である。その一つは、IoT によりセンサー等から集め

たデータである。もう一つはオープンデータ3である。このオープンデー

タについては、行政が保有しているデータはもちろんのこと、民間からの

データなども可能な限り公開されれば、判断・決定の範囲は広がり、また

精度は上がる。あらゆるデータをオープンにし、全ての「物」、「人」、「組

                         
1 Internet of Things（モノのインターネット）の略称。PCやスマートフォンに限らず、センサ

ー、家電、車など様々なモノがインターネットでつながること。 
2 状態を監視・検知するための機器のこと。光、音、温度、湿度、速度、圧力などを検知するセ

ンサーがある。 
3 統計・行政などのデータを誰でも自由に二次利用できるよう、政府や自治体等がデータを公開

すること。 
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織」をつなげられれば（IoS4）、都市のサービス向上と、環境負荷を含む

コストの削減は両立できる。

そして、「住民参加」である。今後、更なる少子高齢化社会を迎えるこ

となどを考えれば、行政の抱える課題は数え切れず、その一つ一つに行政

のみの力で応えていくことはもはや不可能である。これからの行政施策に

おいては、「民」の力の活用が重要であり、行政は、どちらかと言えば、

そのための環境を整備する役回りになってくるのではないか。行政がデー

タをオープンにし、またオープンな IoT 基盤があれば、それらデータと設

備の多種多様な活用を「民」が考える。例えば、ボランティア・プログラ

マたちが、それぞれ短期間で、少ないユーザのために（しかしそれは個々

のニーズにきめ細かな対応をしている。）アプリを作ってくれる。行政と

しては、少ないコストで、短期間に、多様で高度なサービスが提供できる

状況を作り出せたことになる。この構図を支えるのが、オープンデータ、

IoT、API5といった ICTなのである。 

4 Internet of Service（サービスのインターネット）の略称。「物」「人」「組織」由来のサービ

スが意識せず APIで全てをオープン連携できる。
5 Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)

の略称。あるシステムを外部のアプリケーションから操作するためのインターフェース。
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２ データガバナンスとセキュリティ 

ICT 先進都市を実現するためには、その前提として、「データガバナン

ス」と「セキュリティ」への対応が必要となる。

まず「データガバナンス」である。多種多様な官民のデータをつなげる

には、データ活用のルールを明確にし、円滑かつ適切な運用を進めるデー

タガバナンスが重要となる。東京都のデータだけではなく、東京都と産学

等の共同事業で得られるデータについても、社会で広く共有し活用を促す

ガバナンスが求められよう。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6に対しては、活用推進によるメリットとリスクを勘案した合

理的なリスクマネジメントが必要である。その際には、リスクを過度に恐

れてデータ活用に消極的にならないよう留意すべきである。 

次に「セキュリティ」である。ICT を利用したサービス提供の前提とし

て、情報セキュリティの確保は必須である。サイバー空間のみならず、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が必要である。特に、

IoTの活用が進み、インターネットに接続する機器等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ある。グローバルなセキ

ュリティ動向の情報収集、個別システム・サービスの細やかな確認、「秒

進分歩」の変化への対応など、多様な視点からセキュリティの確保をして

いくことが重要である。

6 否定的な評価や評判が広まることによって、信用やブランド価値が低下し、損失を被る危険度。

評判リスク、風評リスクともいう。 

6



 
 

7 

 

３ 概ね５年後の ICTを活用した東京の姿 

日々進歩していく ICT を効果的に使うとき、概ね５年後（2022 年）に

東京は次のような姿になっていることが期待できる。 

 

Ⅰ ICT を活用し、都市機能を高め、東京の魅力が増大 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

2022 年の東京における ICT 活用イメージと、それに相応する海外の事

例を巻末に掲げる。  

※ICT活用主体は、主に、Ⅰは行政、Ⅱは官民連携、Ⅲは事業者 
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各  論 

Ⅰ ICT を活用し、都市機能を高め、東京の魅力が増大 

 

東京都が、将来を見据えて、ハード・ソフト両面からまちづくりをして

いくときに、ICTの活用は重要な鍵となる。 

 

１ 課題  

－国際化、少子高齢化などに対応し、オリンピックレガシーとして残

す－ 

 

東京は、確かに日本で一番成熟した都市である。ただ、東京 2020 大

会も控え、東京に求められている課題の一つは「更なる国際化」である。

東京都は、2020 年に向けた実行プランの中で、世界に開かれた都市・東

京を目指しており、訪都外国人 2,500 万人などの意欲的な目標数字を並

べている。少子高齢化で内需が減少しかねないことなどを考えれば、外

需、例えば海外から人を呼び込むというようなことは必要不可欠である。

しかし、海外から訪れる外国人にとって、東京は不自由のないまちかと

いえばそうではなく、国際化に向けては解決しなければならない課題が

ある。 

 

また、日本社会全体として、大きな課題である少子高齢化への対応が

重要である。2015 年の東京の合計特殊出生率は 1.24％と全国（1.45％）

7より低く都道府県別では最低水準である。また、高齢化率は 22.7％と

                         
7 厚生労働省「平成 27 年人口動態統計（確定数）」 
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全国（26.6％）8よりも若干低いとはいえ、東京は日本の都市で一番人

口が多いため、高齢者数は当然に多い。そこで、東京は少子高齢化社会

に対応するモデル都市になるべきである。高齢者に優しいということは

重要な要素で、それは障害者にも優しい、ユニバーサルデザインのまち

をつくることにほかならない。 

そして、2020 年に東京はオリンピック・パラリンピックを迎えるが、

これ自体は数週間のイベントである。オリンピック・パラリンピックは、

むしろ上記の課題を解決するための梃子で、その後の東京にレガシーを

残せるかという視点で考えるべきである。 

8 総務省「平成 27年国勢調査」 
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２ 課題解決の方向性 

  －様々な場面で ICT を組み合わせて、まちづくりやサービスを多様

化・高度化し、魅力を向上させる－ 

（１）ICTを活用したまちづくり

ビッグデータ9解析やオープンデータ、人工知能10、クラウドコンピュ

ーティングといった様々な ICTを組み合わせることで、新たなまちづく

りやサービスの可能性は無限に広がる。 

「誰にも優しい」というキーワードがあるが、現実は 10 人いたら 10

通りの要求がある。全ての要求に個別対応することは現在はできないが、

ICTはそれを可能にする（ダイバーシティの実現）。 

外国人の訪日・訪都数は拡大し、多くの人がスマートフォンを片手に

東京を訪れている。インターネット環境が整って、どこでも接続できる

ことで、様々なことが大きく変わってくる。 

国際化を考えるとき多言語化は欠かせないが、世界中の言語に対応す

る案内看板を立てることは、管理の面からも、視認性や景観の面からも

非現実的である。しかし、スマートフォンがあれば、それを案内看板に

9 過去から蓄積されてきた情報や、ICT の革新によって新たに生成された情報（SNSに書き込ま

れた情報やスマートフォン等の GPS で取得された位置情報等）など、多様で膨大なデータのこと。

また、これらのデータから新たな価値を生み出すために必要なデータ処理の仕組みのこと。 
10 人間の脳と同様の知的活動を行うことのできるコンピュータシステムのこと。画像認識・音

声認識や自然言語処理、機械学習などの技術を応用して、人間の活動を補助、代替させている。

ロボットの制御における人工知能の適用が進められている。
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かざして、本人が求める言語に変換することや、目の不自由な人には音

声で、車いすの人には段差のない経路を選択して、案内することができ

る。こういったことが、ICT を使えば可能になる。 

少子高齢化対応や環境負荷の削減でもICT活用の可能性は広がってい

る。IoTによって、あらゆるものがインターネットに接続されることで、

「見守り」というサービスや更なる省エネ化も可能になる。 

IoT は、施設維持管理、既存インフラの老朽化対応等にも当然使える

ものである。センサーやカメラ画像の認識技術11などを用いて、施設な

どのメンテナンスの見回りをある程度自動化していく。自動化によって、

少ない人的資源で対応できるようになり、メンテナンスコストの低減も

可能かもしれない。問題発生の予測をすることで予防修理ができれば、

インフラ老朽化に低コストで対応できる。人口が減少し高齢化が進み、

インフラのメンテナンスを担う人材減少に対する、ICTの活用例である。 

施設管理のために設置したセンサーは、そのためだけに使うのではな

く、例えば障害者・外国人移動支援等の目的と共用し、全体として、低

コストで、しかしサービスは向上させていく。

訪都外国人の利便性向上や、ユニバーサルデザインのまちづくりなど、

様々な場面で ICT を効果的に活用することにより、東京のまちは、東京

2020大会までにより魅力的になり、大会後にはレガシーとして世界に誇

11 画像データの画像内容を分析して、その形状を認識する技術。文字の認識や顔の認識、指紋

認識、赤外線等を使用した静脈等の認識もできる。 
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れるものとなろう。 

 

（２）ICTを活用した都民サービスの提供 

東京を住みたくなる、企業立地したくなる等、魅力的な都市にするに

は、都民ニーズにマッチした行政サービスが提供されることが重要であ

る。インターネットには、SNS12やニュースなど膨大な情報があふれてい

る。それらの情報を人工知能やビッグデータ解析を使うことで、今まで

見えていなかったニーズにも気が付くことが可能になる。 

 

また、デジタルデバイド13へ配慮しつつ、行政の様々な手続が ICTに

より簡便にできるようにすることも必要である。窓口に行かなくても各

種行政手続ができるようになれば、単純に楽というだけではなく、事情

があって窓口まで出向くのが難しい人も漏れなく行政との関わりが持

て、企業にとっては業務効率化につながる。 

 

（３）ICTの効用を都民が享受（テレワークの導入など） 

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ある。 

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ある。 

例えば、東京都の職員にテレワークが普及することで、業務が効率化

するだけでなく、育児・介護等を抱える職員の生活と仕事の両立、さら

                         
12 Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略称。Web上で

社会的ネットワーク（ソーシャル・ネットワーク）を構築可能にするサービスのこと。 
13 PC、インターネットなどの情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差。 
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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る。

これを行政の生産性の向上だけでなく、民間にも普及することによって、

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る。 

 

更に、パーソナルデータ14を効果的に活用できる都市であることも、

魅力の一つになるかもしれない。米国のパーソナルデータ活用施策とし

て「Blue Button」というものがある。これは、個人が自分に関係する

PHR15をダウンロードできるボタンのことである。ダウンロードした自分

の情報を自身の判断で、適切な医療従事者、介護者及び他の信頼できる

個人や団体に渡すことができ、それらの連携したサービスを受けること

ができるのである。こうした個人情報を用いて、自分の判断で、自分の

生活をより快適にできるような環境を整えることについて、現在国では、

PDS16、情報銀行17などの検討がなされている。将来のパーソナルデータ

の活用を見据え、都民に理解してもらえるような理念の確立と周知、東

京都や関係機関での活用の範囲等の検討に、東京都は早期に着手してお

くべきである。  

                         
14 特定の個人に関する情報のうち、氏名や住所などの個人情報を除外したもの。具体的には、

位置情報・購買履歴・インターネット閲覧履歴など、個人の行動や状態に関する匿名化された情

報を指す。 
15 Personal Health Records（パーソナル・ヘルス・レコード）の略称。個人の医療、健康関係

のデータのこと。 
16 Personal Data Store（パーソナル・データ・ストア）の略称。個人が自らの意思で自らのデ

ータを蓄積・管理するための仕組み（システム）のこと。 
17 データ活用に関する契約等に基づき、PDS 等のシステムを活用して個人のデータを管理すると

ともに、個人の指示又は予め指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上、データを第

三者（他の事業者）に提供する事業。 
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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 

行政と住民や企業が、連携して地域課題の解決を図るためには、公共デ

ータオープン化の取組とそのインフラの発展が鍵となる。 

１ 課題 

  －行政だけでは担えない課題に、民の参画を得る－ 

ハード・ソフト両面からのまちづくりについて、国や東京都など行政

が全てを囲い込んで行うことは不可能である。 

「一人では実現できない」時代になってきたということなのである。

国や地方の財政悪化（2015年の東京は既に超高齢社会18に突入している。

更に 2025 年以降は人口が減少する見通しであることから、社会保障費

の増加への対応や、高度成長期以降つくってきたインフラを維持・更新

し続けていくことは困難になっていく。）は、我が国だけでなく先進国

での全世界的傾向であり、行政機関が公共的サービスを単独で完結的に

提供することが難しい時代となってきている。そのような背景もあり、

途上国を含む世界的な動きとして、オープンデータの流通で行政にイノ

ベーションを起こそうという動きが生まれている。行政機関だけでなく

民間の力・住民の力とともに都市を運営しようという「オープンな連携」

18 WHO（世界保健機構）や国連の定義によると、65歳以上人口の割合が 21％超で「超高齢社会」。 
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の動きである。米国ではこの動きを明解に「ガバメント 2.0」と名付け、

広く認識されている。現在、サンフランシスコ市政府、ニューヨーク州

政府、ワシントン D.C.などあらゆるところで、行政関係データを API

で公開し、コンテストなども行い、利用アプリの民間での自主開発を促

進するということが行われている。 

 

 行政はもちろんのこと、企業、NGO、個人まで皆がネットワークで連

携し、それを相互に役立て、また各自が社会貢献し、その連携の結果、

低いコストで公共サービスを実現することができるのである。 

  

15



16 

２ 課題解決の方向性 

  －公共データをオープンにし、民の自発的な創造や参加を容易にする

環境を整備する－ 

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提供が行われた。多様なオープン

データが提供されることで、新たなアプリやサービス創出の機会を生ん

だ。例えば、ロンドン市交通局が地下鉄の列車位置データを含む多様な

交通関係データを APIで公開したことで、個人が、リアルタイムに地下

鉄の列車位置を地図上に表示する有益な交通情報提供サイトを構築し

た。重要なのは、これらのサービスを構築したのがロンドン市交通局で

はなく、個人だったということだ。オープンデータを活用すれば、個人

でも情報提供サービスを構築できるのである。その後、多くの交通情報

提供アプリや観光案内アプリが生まれ、オリンピックのレガシーとなっ

ている。また、この成功を見て、自前主義でアプリ・サービスを作って

いた欧州の他の公共交通機関もオープンデータ化に方針転換し、公共交

通データのオープン化が促進された。 

国内の公共交通機関の事例としては、東京メトロ（東京地下鉄（株））

の取組がある。東京メトロでは鉄道の運行データ等を公開することでア

プリ開発を促し企業単独では生み出せない多様なアイデアを鉄道事業

の発展に生かしている。この取組では、個人や企業から、外国人を母国

語で案内するアプリや、運行状況に合わせて目覚まし時計の設定を変更

するアプリ、駅周辺の観光情報提供など実に多くのアプリが寄せられた
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17 

 

という。こうした企業の取組を後押ししつつ、東京 2020 大会の開催に

向けては、官民の多様な交通手段が連携するプラットフォームを形成し、

より大きな社会的インパクトを目指すことが可能である。公共交通デー

タのオープン化を進めることで、個人や民間企業の力を活用した新規ア

プリやサービスの創出が期待される。 

 

これは、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・サービスの構築が容易となった結果、多くの人たちが未来のまちづ

くりに参画できるという仕組みである。 

 

まちづくりに民間の人たちの知恵が必要ということは、これまでも指

摘されていたことである。しかし、今起きていることは、民間が ICT を

使って具体的行動に移せるようになったという大きな変化である。キー

ワードは「オープン」と「参加」である。オープンとは開かれているこ

とであり、参加とは官や民を含む多様な主体が連携して参画できるとい

うことである。これらが低コストで実現できるというのは、ICT がなけ

ればあり得なかったことである。 

 

アメリカでは「ガバメント 2.0」という取組になって現れている。2.0

とは次世代の行政という意味である。アメリカの都市では、道路の陥没

や信号機の故障が発生するなど不都合が生じた場合、住民がスマートフ

ォンを使って、道路管理者にその状況を上げられる仕組みがある。この

情報は、Web サイトでオープンにされ、利用者はその道路を避けたり、

民間企業は道路管理者に補修工事の見積書を提出したりする。補修工事
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もオープン情報の中で落札者が決定するが、その後の工事で仮に不都合

が生じた場合、その情報もサイトでオープンにされるため、結果的に不

良企業などが排除されることになる。公共施設のメンテナンスを、ICT

を活用して住民や民間企業が連携して行うという形である。アメリカで

はこの取組によって、サービスを低下させずに行政コストを削減できて

いる。 

 

行政の役割は、環境整備にある。行政情報を機械判読可能な形で提供

するプラットフォームをつくること、それが、民間参入の契機をつくる

ことになり、ひいては、民の参加がレガシーともなる。 
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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 

 

都内企業数の９割以上を占める中小企業の活躍と新たな発展が、東京の

成長戦略の鍵となる。 

 

１ 課題  

－中小企業が ICT活用に踏み出すための後押しが必要－ 

 

日本の製造業においては、グローバル化やデジタル化の進展など、事

業を取り巻く環境が大きく変化している。これに加え、都内の製造業は、

地価、物価、人件費等の事業コストの高さや、住工混在や事業スペース

の狭さといった立地面での課題を抱えている。 

 

東京の製造業は、都道府県レベルで事業所数は２番目に多いものの、

出荷額は 10番目である。 

 

こうした中、東京の製造業では、事業所数、従業員数、出荷額、付加

価値額が減少しており、いずれも 2011 年は 2000 年の６割程度となって

いる。また、事業所数、出荷額の増減率も、他道府県と比べて大きく減

少している。19 

 

                         
19 東京都「東京の産業と雇用就業 2016」 
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資本金 10 億円以上の企業に対する調査で、ビッグデータや IoT の活

用状況を尋ねたところ、「活用している」との回答は１割に満たないも

のの、「活用を検討」と回答した企業の割合は製造業では 15％となって

いる。20 

一方で、中小企業白書によれば、現在 IT 投資を行っていない中小企

業に対して、IT投資を行わない理由を尋ねると、「IT を導入できる人材

がいない」、「導入効果が分からない、評価できない」との回答が多く、

また、今後 IT投資を行っていく上での課題を尋ねると、「情報セキュリ

ティ等のリスク対応が必要」、「社員の IT 活用能力が不足している」、「IT

人材が不足している」、「IT 関連のコスト負担が大きい」、「経営者の IT

活用能力が不足している」等の回答が上位を占めており、中小企業にお

ける ICT 活用の難しさを示している。 

しかし、このような状況にあっても、拡充・進出したい事業分野を都

内中小製造業に尋ねた調査では、「医療・福祉・介護」が３割弱と最も

高く、業種別にみると、材料・部品（金属）業種や一般・精密機械業種

では、「ロボット関連」も拡充・進出したい分野として比較的高い割合

となっている。21 

関連産業全体におけるIoTの活用という可能性が見え始めてきたとき

に、もともと製品に関して高い技術力を誇る東京の中小企業が、また革

20 （株）日本政策投資銀行「企業行動に関する意識調査」 
21 東京都「東京の中小企業の現状（製造業編）」 

20



21 

新的なアイデアを持つベンチャー企業が、IoT について大企業と同程度

に活用する機会を得て、しかも中小企業に適した形で活用できるよう支

援することが、東京の産業を発展に向けて導くこととなり、ひいては東

京の、そして日本の経済成長につながるものと考える。 
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２ 課題解決の方向性 

  －中小企業の ICTの活用を効果的に支援する、実証フィールドを提供

する－ 

 

（１）支援の取組の必要性 

  ICTを活用し IoTでつながることによって、ものづくり中小企業には、

様々なビジネスチャンスが生まれる。例えば、ニッチな製品づくりは中

小企業の得意とするところだが、受注量に急激な変化があると、従前は

対応できなかった。しかし、IoT でつながっていれば、それにも対応可

能となる。受託製造サービスということで、職人の技を提供していくこ

とも、ノウハウを知的財産として売っていくことも IoT でつながってい

れば可能になる。 

 

  サービス業は、一か所に集まれば生産性が上がる。工場も同様にすれ

ば生産性が上がるわけだが、物理的に一か所に集まらなくとも、IoTで

つながれば、それが可能になる。 

 

東京には地域密着のニーズがたくさんある。すなわち、東京の中小企

業には、潜在的なビジネスチャンスがたくさんあるということである。

例えば、介護施設では力仕事が多く、それは実は機械が得意とするとこ

ろであって、こういった地域のニーズと機械製造工場が IoT でつながれ

ば、ビジネスが成立し、しかもそれは継続的なサービス提供にもつなが

っていく。 
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  中小企業の強みは、意思決定が速いこと、チャレンジできること、地

域と密着していることなどであろう。一方で弱みは、人材、マーケット

開拓力、知的財産のプロテクトなどである。 

 

ニーズ・シーズのマッチング、IoT システムの構築、産業分野を超え

た連携など、中小企業単独では対応しきれない部分について的確に支援

することで、効果的な IoTの実装事例を、中小企業が集積するこの東京

から生み出せるものと考える。地域のニーズ、個別化・多様化したニー

ズなどに対応できることを前面に押し出したビジネスモデルが中小企

業において確立されることが、東京の中小企業を発展へと導き、日本の

成長エンジンともなるであろう。 

 

 また、支援策は、例えば中小のロボット関連企業においても必要である。

政府が、2020 年にサービスを中心とする非製造分野で使用されるロボッ

トの市場規模を 20 倍に拡大（600億円から 1.2 兆円22）させるとしている

中で、人工知能など高度な専門性を要することから、中小企業独力ではな

かなか対応できない分野である。そこで、標準モデルの作成、ロボットの

安全性評価についての事例の積上げ・提供などは、サービスロボット23産

業の中小企業にとって大きな後押しとなるであろう。 

 

さらには、ものづくり産業以外の東京の産業においても、IoT―つなが

                         
22 経済産業省「ロボット新戦略」 
23 介護、警備、掃除、配膳などのサービス業で使われるロボットを指す。 
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ること―で、生産性の向上や新規事業の創造による付加価値の増加等が期

待できる。 

 

例えば、東京特有の小規模農業も、IoT でつながることにより、より発

展の可能性は広がる。IoTを用いた農業ハウス内の監視・制御から始まっ

て、将来的には農産物の流通、販売の場面においても、IoT は有効に使え

るはずである。ただ、東京の小規模農家にとって、独力で最先端の ICTを

導入することは難しい。そこで、行政が、農業施策として、東京の小規模

農地（ハウス）に適した、低コストで高機能なシステムの開発を実施し、

システムの導入・運用面で農家がメーカーから適切なサポートが受けられ

るような体制を構築することが必要ではないかと考えられる。このような

支援体制が組まれたとき、東京における新しい独自の姿（東京型スマート

農業）の追求が可能となり、生産・流通・販売における ICT 農業が実現す

る。それにより、東京における収益性の高い農業経営が可能となるであろ

う。  
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（２）実証フィールドの必要性 

日本において、ロボットは、製造現場を中心に普及し、特に、自動車、

電気電子産業等の工場において導入され、高い労働生産性を誇ってきた。

現在でも日本は、産業ロボットの分野で、年間出荷額、国内稼働台数は

世界第一位である。 

 

そして、ロボット化の流れは、産業ロボットに代表されるように「自

動化」が主流であったものが、これからは、ロボットが人間を介さずに

データを収集し、特徴を抽出し、学習し、更新する「自律化」、もしく

は、ロボットがデータを収集し、特徴を抽出し、学習を行い、人間が判

断・意思決定し、更新する「半自律化」という形に変化していくことと

なろう。ディープラーニング24の活用を含めた人工知能技術（画像・音

声認識、機械学習）の飛躍的発展に伴い、ロボットの能力向上が大いに

期待されているところである。 

 

また、人間と空間、情報などをつなぐためのインターフェースとして、

「ライフハブ」という概念が提案されてきた。スマートフォン、タブレ

ット端末25、ウェアラブルデバイス26などのほか、パートナーロボット27

もそれである。 

                         
24 深層学習のこと。脳の神経回路にヒントを得た「ニューラルネットワーク」をベースにした

機械学習の手法。データの特徴を多段階でより深く学習できる。 
25 スマートフォンよりも比較的大きいタッチパネル付き液晶ディスプレイを備えた、板状の持

ち運び可能なコンピュータ。 
26 腕や頭部など、身に着けて持ち歩くことができるコンピュータのこと。例えば、スマートウ

ォッチやスマートグラスなどがある。 
27 介護、家事等の日常生活の支援を目的とし、人のパートナーとして人をサポートするロボッ

トを指す。 
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人口減少、高齢化が進む中で、人間と日常的に関わるロボットの存在

が重要になってくる。また、多言語コミュニケ―ション、教育支援など、

ロボットが活躍する場面は今後更に増えてくると考えられる。 

 

こうしたサービスロボットにおいては、人と自然なコミュニケーショ

ンができることが必要であり、そのためには、開発過程において、蓄積

事例の活用は不可欠である。 

 

 実際の事例の積重ねの中で、わかったことをロボットにフィードバッ

クし、人間の知覚・認知判断に近い仕組みで判断し、行動できるロボッ

トを具現化していくのである。 

 

 したがって、サービスロボットの社会実装のためには、実際の現場に

おける有用性や安全性等を確認することが不可欠であることから、実証

実験のフィールドは重要な役割を担う。 

 

 更にいえば、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

在は重要である。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る。実験の際に、専門家に

よる分析などの支援も併せて行うことで、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も期待できる。多くの人、物、情報等

が集まる東京都は、それぞれに適した場を持ち合わせていると考えられ、

26



27 

実証実験フィールドの提供は情報通信産業の振興という観点からも意

味がある。 
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