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はじめに 

 

平成 27（2015）年 3月末、東京における FTTH、CATV インターネットなどの超

高速ブロードバンド基盤の整備状況は 99.96％となり、ほぼ全ての世帯において

超高速ブロードバンド接続が可能となりました。 

また、平成 26（2014）年 9 月には、パソコンに近い性質を持つ携帯電話「ス

マートフォン」の契約台数が電話とメール機能が中心の携帯電話（フィーチャ

ーフォン。いわゆる「ガラケー」。）を超え、場所を問わずインターネットを楽

しむ人々が増えています。 

こうした ICT（情報通信技術。Information and Communications Technology）

インフラ基盤の下、いつでも、どこでも、人と人、モノとモノ、さらに人とモ

ノとがつながるコミュニケーションが可能となりました。 

今日、ICT は、人々のライフスタイルの一部に溶け込み、経済成長や社会的課

題を解決するための重要な手段の一つと考えられるようになっています。 

さらに、ICT の進歩によって、データや技術、サービスの連携が進み、従来ま

で困難だった個のニーズに適合したサービスの提供を可能にしています。 

 

現在、都では、「東京都長期ビジョン」（平成 26（2014）年 12 月に策定）で掲

げた「『世界一の都市・東京』の実現」に向けた様々な取組を進めていますが、

この取組の推進に当たって、個別具体的・多種多様なニーズへの対応を可能と

する ICT が果たすことのできる役割は大きなものがあると考えられます。 

 

都ではこれまで、都政に情報技術（IT）を積極的に導入し、都民サービスの

向上、徹底したスリム化、分かりやすい都政、そしてこれを支える情報基盤の

整備を目指して様々な取組を進めてきました。 

今後は、従来までの ICT を利活用した業務改善や情報システムの最適化とい

った「都政の高度化」に向けた取組に加え、ICT を政策実現のツールの一つとし

て利活用することを通じた、地域の活性化や新ビジネスの創出などを目指す「都

民生活の質の向上」の実現に向けた取組を進めていくことが必要です。 

そこで、今般、ICT の概況、都のこれまでの取組と合わせて、今後の都の情報

通信施策の基本的方向性を明らかにし、今後の都市づくりの基盤となる情報通

信環境の更なる向上を目指すことにより、東京を成熟都市として高めていくた

め、本報告書を策定しました。 

 

なお、今日、ICT 利活用は通信ネットワークの活用が前提でありセキュリティ

の確保が必要不可欠であることから、サイバーセキュリティ対策については、

別途、専門的見地からの検討を進めていくこととしています。  



 

 
 

目 次 

 

はじめに 

 

第 1 章 ICT の概況と都の取組･･････････････････････････････････････････1 

第 1 節 ICT の概況･･････････････････････････････････････････････････1 

第 1 項 ICT の概況････････････････････････････････････････････････1 

1.ICT インフラ･･････････････････････････････････････････････････2 

2.ICTサービス・ICT システム･････････････････････････････････････3 

3.個別ニーズに対応する ICTサービス･･････････････････････････････5 

第 2項 東京を取り巻く状況････････････････････････････････････････6 

1.ICT インフラの整備状況････････････････････････････････････････6 

2.ICT インフラの普及状況････････････････････････････････････････8 

3.国の動向、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に 

向けた動き･････････････････････････････････････････････････10 

4.ICT の進歩に対する期待･･･････････････････････････････････････12 

第 2節 これまでの都の取組･････････････････････････････････････････14 

第 1項 導入初期から普及拡大期･･･････････････････････････････････14 

第 2項 ネットワークを活用した情報化へ･･･････････････････････････14 

第 3項 個別最適から全体最適への IT化へ･･････････････････････････14 

第 3 節 「東京都長期ビジョン」と ICT････････････････････････････････16 

第 4節 都の取組･･･････････････････････････････････････････････････18 

第 1 項 「東京都長期ビジョン」における取組･･･････････････････････18 

第 2項 都における ICT利活用又は検討状況･････････････････････････21 

第 3項 行政分野別の技術マップ･･･････････････････････････････････24 

第 4項 主要 ICTの利活用状況･････････････････････････････････････26 

1.主要 ICTの利活用状況･････････････････････････････････････････26 

2.都における利活用の可能性････････････････････････････････････39 

 

第 2 章 ICT 導入・利活用検討における今後の方向性･････････････････････40 

第 1節 検討の視点･････････････････････････････････････････････････40 

第 2節 検討の留意点･･･････････････････････････････････････････････41 

第 3節 都が果たすべき役割･････････････････････････････････････････46 

第 4節 推進体制･･･････････････････････････････････････････････････47 

第 3 章 「東京都版 ICT導入・利活用モデル」の構築･･････････････････････49 

第1節 ICT利活用に関する検討プロセス･･････････････････････････････49 



 

 
 

第 1項 ICT導入・利活用に関する検討プロセス･･････････････････････49 

第 2項 実証実験実施に関する検討プロセス･････････････････････････50 

第 2 節 「東京都版 ICT導入・利活用モデル」の構築････････････････････52 

【事例 1】デジタルサイネージのコンテンツ共通配信････････････････53 

【事例 2】Wi-Fi認証手続の簡素化････････････････････････････････61 

【事例 3】オープンデータの推進･･････････････････････････････････68 

【事例 4】多言語音声翻訳システムの機能向上･･････････････････････73 

 

 

（資料一覧） 

資料 1 ICTの全体像（本文再掲）･･･････････････････････････････････････76 

資料 2 ICTの変遷、生活の変化（技術分野別）･･･････････････････････････78 

資料 3 ICTの変遷、生活の変化（行政分野別）･･･････････････････････････80 

資料 4 ICT の概要････････････････････････････････････････････････････86 

資料 5 重点整備エリアのアクセスポイントマップ･･････････････････････106 

資料 6 東京都の情報化の歩み････････････････････････････････････････110 

資料 7 国、地方自治体、民間事業者、大学・研究機関の役割分担事例･･･････114 

資料 8 東京都オープンデータ推進庁内ガイドライン････････････････････124 

資料 9 用語集･･････････････････････････････････････････････････････127 



 

 
 

  



1

 

1 
 

第 1章 ICT の概況と都の取組 

 

第 1 節 ICT の概況 

 

第 1 項 ICT の概況 

 

○ 情報通信技術（ICT：Information and Communications Technology）とは、

コンピュータやインターネットなどのデータ処理、通信を行うための技術、

サービスなどの総称である。ICT は、他の分野の技術と同様、過去から現在に

かけて人々の生活に変革をもたらし、それを豊かなものにしてきた（「資料 2 

ICT の変遷、生活の変化（技術分野別）」及び「資料 3 ICT の変遷、生活の変

化（行政分野別）」を参照）。 

 

○ この ICT の基盤整備や様々なサービスは、従来、主に国と民間事業者によ

って研究開発と社会実装が進められてきた。例えば、通信サービスは、昭和

60（1985）年の通信自由化まで、国（日本電信電話公社）によって独占的に

提供され、通信自由化以降は、民間事業者の活発な競争によって通信サービ

スの低廉化や通信ネットワークの整備・高度化等が進んだ。 

○ 近年、Wi-Fi1（公衆無線 LAN）や人工知能（AI）2など、情報通信分野に関す

る単語が一般向けのメディアで取り上げられる機会が多くなってきた。自動

車の自動走行に向けた研究、感情認識機能を持つロボットの実用化など、技

術革新のスピードは急激であり、技術の適応範囲が急速に広がっている。 

○ この勢いは、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け

てさらに加速しており、今後、新しい技術の開発・普及が進むことによって、

新たなサービスの創出や行政課題の解決などが図られ、その結果、人々の生

活がますます豊かなものになっていくことが期待される（「資料 4 ICT の概

要」及び「資料 9 用語集」を参照）。 

 

 

                                                  
1 無線でデータを送受信する仕組み。無線 LAN の規格の一つ。 
2 人間の知的活動を補助・代替、あるいは、人間の脳を模倣したコンピュータシステムのこ

と。AI は、Artificial Intelligence の略 
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（東京都総務局情報通信企画部作成） 

 

○ ICT の全体を、技術・機器、サービスごとに大きく分類すると、①ICT 利活

用の仕組みに共通的な機能を提供する、物理的な基盤を指す「ICT インフラ」

と、②ある具体的な目的をもって使用される技術やサービスなどを指す「ICT

サービス・ICT システム」の二つに区分することができる（「資料 1 ICT の全

体像」を参照）。 

 

1.ICT インフラ 

○ 「ICT インフラ」とは、ICT サービスを展開するに当たっての基盤に当たる

ものをいい、データの送受信を可能にするための基盤である「通信インフラ

（ネットワーク基盤）」及び様々なサービスを提供するに当たっての基礎部分

に当たる「ハードウェア（OS・ソフトウェアを含む。）」とがある。 

○ 「通信インフラ（ネットワーク基盤）」が整備されたことによってデータの

送受信が可能となり、都民の生活は大きく変わった。現代社会において、通

信インフラは、電気、ガス、鉄道、道路、上下水道などと並び、生活上欠か

すことのできない社会の基盤となっている。 

○ これらの整備は、昭和 60（1985）年の通信自由化以降、原則として民間主

導の下、国において適切な競争政策や投資インセンティブの付与を行うこと

により促進されてきた。 

ICTの全体像

ICT
インフラ

ｺﾝﾃﾝﾂ

ｻｰﾋﾞｽ

通信インフラ
（ネットワーク基盤）

活用 教育 文化・
スポーツ

暮らしと
すまい

福祉・
人権

健康・
医療

・固定電話網、携帯電話網
・インターネット
・ブロードバンド
・Wi-Fi
・電波
・周波数帯域（800/900MHｚ、1.7/1.8/2.1GHｚ）
・無線局
・衛星移動通信

・ビッグデータ処理 ・映像配信技術 ・仮想現実技術

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

・情報収集/提供

・コンテンツ消費/視聴

・コミュニケーション活性化

・広報

・ビッグデータ活用

・介護分野
での利活用

・障害分野
での利活用

・五輪大会
での利活用

・教育分野
での利活用

・教育機関
での利活用

・健康・医療
分野での
利活用

・医療機関
での利活用

ICT
サービス

・

ICT
システム

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

・交流人口
の拡大

・若者層の
利活用

・シニア層の
利活用

ｿﾌﾄｳｪｱ・ｱﾌﾟﾘケーション基盤

ある具体的な
目的を持って

使われる
技術や

サービスなど

ICT利活用の
仕組みに

共通的な機能
を提供する

物理的な基盤

ICT利活用における共通的な仕組み、
プラットフォーム

ICT利活用において扱われる情報

ある目的のために
利用される仕組み

実際の使われ方

・映像・音声・文字情報 ・オープンデータ

・地上波放送
・衛星放送
・ケーブルテレビ

雇用・
労働

経済・
産業

環境 まち
づくり

道路・
交通

防災・
安全

計画・
財政・税

その他

・ワーク
スタイル

・テレワーク

・デマンド交通
サービス

・高度道路
交通シス
テム（ITS）

・防災行政
無線

・消防防災
ネットワーク

・全国瞬時
警報シス
テム

（J-ALERT）

・地域企業／
中小企業
での利活用

・訪日外国人
観光客の
誘致

・生産性の
向上

・雇用の創出

・労働支援

・社会
インフラの
維持管理

・行政機関等
での利活用

・環境分野
での利活用

・消防防災
の情報化

・地域活性化
への利活用

・地域課題の
解決にむけ
た利活用

・オンライン
調査の実施

・インフラ
輸出

・技術貿易

・ICT産業

・スマート
グリッド

・電子政府

・電子自治体

・地域情報化

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

・サイバーセキュリティ対策

※ ICTとして称される技術、サービスのうち主なものを記載

・スマートフォン用アプリケーション ・位置情報ゲーム ・クラウド(SaaS) ・ASPサービス（ASP：Application Service Provider）

・ビッグデータ ・ホームページ

・多言語翻訳技術 ・クラウド（PaaS） ・人工知能 ・自動制御

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

ハードウェア
（OS･ソフトウェアを含む）
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○ また、「ハードウェア（OS・ソフトウェアを含む。）」によって、利用者のニ

ーズに応じて様々なサービスを提供することが可能となっている。 

○ これらには、多機能携帯電話である「スマートフォン」、試作・個別生産を

容易にする「3D プリンタ3」、介護・接客などの様々な場面でサービスを提供

している「ロボット」など、利用者が直接手にとって利用することができる

ものと、各種のソフトウェアを動作させる上で基本的なソフトとなる「OS: 
Operating System（基本ソフト）」やクラウドサービスの一形態である「IaaS4」

など、利用者が直接目にすることができないサービス基盤とがある。 

○ 利用者に広く受け入れられ、実際に使用されることによって機能を体感す

ることができるこれらのハードウェアは、製品の開発に当たって、世界の動

向、消費者の性向などを的確に反映することが必要なことから、民間事業者

の競争の下で、開発や製品化が進められている。 

 

○ 今日、「モノ」に通信機能を持たせ、データ収集、機器の自動制御などを行

う「IoT5」、各種のソフトウェアをより身近なところで利用することができる

腕時計型、メガネ型などの「ウェアラブルデバイス6」などの言葉を目にする

ことが増えてきたが、これらは、ICT インフラを、より一層強固なものにする

ための技術として研究開発が進められているものである。 

 

2.ICT サービス・ICT システム 

○ ICT インフラ基盤を活用して、「ソフトウェア・アプリケーション基盤」の

整備、「コンテンツ」の作成・加工・拡散、「サービス」の提供が行われてい

る。 

 

○ ICT 利活用における共通的な仕組みである「ソフトウェア・アプリケーショ

ン基盤」は、コンピュータを構成する回路・装置などの物理的実体（「ハード

ウェア」）を持たないプログラム、プログラムの扱うデータなどの「ソフトウ

ェア」及びアプリケーションを動作させるための基盤となるソフトウェアで

ある「アプリケーション基盤」から構成される。 

                                                  
3 CG データなどから立体物を作り出す機器のこと。 
4 Infrastructure as a Service の略。サーバー、回線などの機材や基盤を、仮想化技術を

利用してインターネット上のサービスとして提供するもの。 
5 Internet of Things の略。センサー、家電、車など様々なモノがインターネットでつな 
がること。 
6 腕・頭部など、身に着けて持ち歩くことができるコンピュータのこと。 
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○ 具体的には、拡張現実技術（AR）7、多言語翻訳技術、人工知能（AI）、自動

制御などを指し、サービスの根幹となっている技術そのものがサービスとし

て提供されている。 

○ こうしたソフトウェアが中心となっている技術は、適応範囲が広範にわた

り、かつ、目に見えるものではないため、利用者には、現に利用しているサ

ービスがどのような技術を活用して提供されているのかが分かりにくいとい

う特徴がある。 

 

○ 「ソフトウェア・アプリケーション基盤」を利用する形で提供される情報

の中身・内容は、「コンテンツ」と呼ばれている。 

○ 「コンテンツ」とは、映画、音楽、写真、漫画、アニメーションなどの文

字、図形、音声、映像若しくはこれらを組み合わせたもののうち、教養又は

娯楽の範囲に属するもの（「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する

法律」第 2 条参照）をいい、オープンデータ、ホームページなどもこれに該

当する。 

○ コンテンツは、使用に際して著作権等の権利に関する整理が必要となる場

合もあり、取扱いには注意を払う必要がある。 

 

○ これまで述べてきた技術やシステム、データなどの組み合わせによって、

「利用者ニーズに応えるもの」の開発・提供、「理想とする姿」「あるべき姿」

の実現、「問題・課題」の解決を目指すものが、「サービス」である。 

○ YouTube、Twitter、Facebook などのソーシャルメディア、スマートフォン

のアプリケーションなど個人を対象としたサービスのほか、全国瞬時警報シ

ステム（J-ALERT：ジェイアラート）や高度道路交通システム（ITS）8なども、

これに該当する。 

 

○ 近年、ICT の適応範囲が拡大し、大量かつ多種多様なデータの収集・集積・

分析によって発見した新たな価値をビジネスや住民サービスに応用する取組、

複数のサービスやシステムを一体のものとして新たなサービスやシステムを

作り出す取組などが進められている。 

○ 例えば、具体的な製品を提供する製造業などでは、単一のものを大量に生

産して消費者に提供する「多量生産（マスプロダクツ）」から、顧客・利用者

                                                  
7 現実世界に文字、図、音声などのデジタル情報を重ね合わせる技術。AR は、Augmented 

Reality の略 
8 人と道路と車両とを情報でネットワーク化し、交通事故、渋滞、環境悪化などの道路交通

問題を解決するシステム。ITS は、Intelligent Transport Systems の略 
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の個別ニーズに沿った製品の開発と提供を行う「マスカスタマイゼーション」

への転換が模索されている。 

 

3.個別ニーズに対応する ICT サービス 

○ コンピュータ演算能力の向上、通信ネットワークの高速化、膨大かつ多様

なデータの収集と蓄積、ビッグデータ9の活用、人工知能(AI)の進化、各種機

器・装置の進歩などにより、従来は、特定の分野での利活用に限定されてい

たデータや技術を、分野をまたいで組み合わせることが可能となり、利用者

のニーズに合わせた新たなサービスの創出が可能な時代となった。 

○ 今後、こうした技術やデータの連携が進むことにより、新たな価値やサー

ビスの創造、都民の生活の質の一層の向上が図られていくことが期待されて

いる。 

 

○ 例えば、環境分野においては、「エネルギーマネジメント」の考え方の下、

ICT を活用して電力需給のバランスを調整する「スマートグリッド」の取組が

進められている。 

○ これは、電力供給システムと ICT を組み合わせることにより、高効率、高 

品質、高信頼度の電力供給システムを実現し、電力消費量と CO2排出量の削減

を目指すものである。 

○ また、農業分野においては、温度、湿度、光、CO2濃度などの気象情報、作

業実績等のデータを蓄積、分析し、品目に合わせて栽培環境を最適化するこ 

とにより、収穫量の増加や高品質化などを目指す取組が進められている。 

○ さらに、製造業やサービス業においては、個人のニーズに対応した製品の

開発やサービスの提供が始められている。 

○ 例えば、3D データから立体を造形する 3D プリンタの普及に伴い、金型を作

成しない造形が可能になり、製品・部品などの試作や模型の作成、実際の部

品の製作などが、これまでより、短時間かつ低価格で行われるようになって

いる。 

 

○ このように、ICT の進歩により、個別性の高いサービスの提供が可能となっ

ていることから、今後は、「個人のニーズや具体的な利活用シーンを出発点と

して ICT の利活用を検討していく」という姿勢を持つことが重要である。 

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

き込まれた情報、スマートフォン等の GPS で取得された位置情報等）など、多様で膨大な

データのこと。また、これらのデータから新たな価値を生み出すために必要なデータ処理

の仕組みのこと。 
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第 2項 東京を取り巻く状況 

 

1.ICTインフラの整備状況 

○ ICTインフラのうち、音声やデータの送受信を可能にする通信回線は、主と

して、(1)ブロードバンド10（超高速ブロードバンド11）、(2)携帯電話網、

(3)Wi-Fi（公衆無線 LAN：Local Area Network）に分けられる。 

 

(1) ブロードバンド、超高速ブロードバンド 

○ ブロードバンドとは、従来のアナログ電話回線に比べて、高速で大容量の

通信ができる回線や接続サービスのことをいい、例えば、ADSL12、CATV13、

FTTH14、3G （第 3 世代移動通信）15 以降の携帯電話などの通信サービスがこ

れに該当する。このうち、FTTH、LTE16（第 3.9世代移動通信)及び下り 30Mbps

以上の通信サービスを、超高速ブロードバンドという。 

 

○ 平成 27（2015）年 3 月末における、日本のブロードバンド利用可能世帯

率（サービスエリアの世帯カバー率）は、ブロードバンド 99.9%、超高速ブ

ロードバンド 99.0％である（固定系のみ。小数点以下第二位を四捨五入）。

民間事業者を中心に積極的なネットワーク整備への投資が行われた結果、大

都市圏だけでなく日本全国のほとんどの地域でブロードバンドが利用可能

となっている。 

○ 東京における利用可能世帯率は、ブロードバンド 100.0％、超高速ブロー

ドバンド 99.96%であり、ブロードバンドは都内全ての世帯で、超高速ブロ

ードバンドは一部地域を除く全ての世帯で利用可能となっている。伊豆諸島

の 5村 6島（利島・新島・式根島・神津島・御蔵島・青ヶ島）では、採算面

                                                  
10 従来のアナログ電話回線に比べて、高速で大容量の通信ができる回線や接続サービスの

こと。 
11 ブロードバンドのうち、回線速度 30Mbps 以上のもの。ブロードバンドには、FTTH 等の

超高速ブロードバンドに加えて、DSL、衛星インターネット、3.5 世代携帯電話等が含まれ

る。 
12 Asymmetric Digital Subscriber Line の略。既存の加入者電話回線を使ってデータ通信

を実現する技術。下りと上りの通信速度が異なる。 
13 Cable Television の略。同軸ケーブルや光ファイバーケーブルなどを使ったテレビの有

線放送サービスのこと。 
14 Fiber To The Home の略。通信事業者から一般家庭に光ファイバーを引き込み、提供す

る構想・サービスのこと。 
15 3rd Generation の略。平成 13（2001）年ごろから普及し、高速なデータ通信を可能にし

た通信方式のこと。  
16 Long Term Evolution の略。平成 22（2010）年ごろから普及した、ブロードバンド並み

の高速通信が可能な携帯電話の通信方式のこと。 
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等の理由から民間事業者による情報通信基盤の整備が進んでおらず、超高速

ブロードバンドの利用環境について本土との格差が存在する。17（利用可能

世帯数は、住民基本台帳等に基づき、事業者情報等から一定の仮定の下に推

計） 

○ 平成 27（2015）年 10 月に一般財団法人森記念財団が発表した、「世界の

都市総合力ランキング(GPCI) 2015」では東京の都市力は 4 位となっている

（平成 20（2008）年の調査開始以降 8年連続）が、ICT インフラ基盤の整備

状況については、総合ランキング第 1位ロンドン、第 2位ニューヨーク、第

3位パリを擁するイギリス、アメリカ、フランスよりも進んでいる。 

（東京都総務局情報通信企画部調べ） 

 

(2) 携帯電話網 

○ 携帯電話網とは、外出先から電話やインターネットに接続することを可能

とする通信サービスのことであり、広いエリアでの利用が可能である。 

○ 平成 25（2013）年 11 月時点における、日本の携帯電話の人口カバー率（携

帯電話サービスエリア内の人口の割合）は 99.97%であり、エリア外人口は、

3.9 万人（3,240 か所）となっている。 

○ 平成 27（2015）年 3月末時点における、東京の人口カバー率はほぼ 100％

である。 

 

(3) Wi-Fi（公衆無線 LAN） 

○ Wi-Fi（公衆無線 LAN）とは、パソコン、スマートフォン等の機器にケー

ブルをつながずに、無線でデータを送受信することを可能にする仕組みをい

い、無線 LAN の規格の一つである。施設内通信網である「LAN」を無線化す

る方式を発展させたものであり、利用エリアは狭い。 

                                                  
17 この格差解消に向け、平成 28（2016）年度に御蔵島及び神津島の 2島に海底光ファイバ

ーケーブルを整備することとし、残る 4島についても、平成 29（2017）年度以降の早期か

つ確実な整備を推進していく。 

国(都市)名 実  績 
 日  本 平成 27（2015）年 3 月末時点、超高速ブロードバンド 99.98％ 
   東 京 平成 27（2015）年 3 月末時点、超高速ブロードバンド 99.96％ 
 イギリス 平成 27（2015）年 3 月末時点、超高速ブロードバンド 80％超 
 アメリカ 平成 25（2013）年末時点、超高速ブロードバンド 83％ 
 フランス 平成 27（2015）年 6 月時点、超高速ブロードバンド 49.2％ 

（2012 年末人口(最新公表数値)を用いて算出） 
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○ 平成 27（2015）年における、国内大手通信事業者 3 社の日本国内の利用

可能なアクセスポイント数は約 74 万か所であり、このうち、東京は約 17

万か所である。 

○ 店舗等の商業施設を中心に整備が一定程度進んでいる一方、公園・庭園な

どの外国人旅行者が訪れる都立施設や歩行空間においては、未だ整備が十分

になされているとはいえない（新宿駅周辺及び国立代々木競技場周辺のアク

セスポイントは下図の赤い点。その他の地域は、「資料 5 重点整備エリア

の Wi-Fi アクセスポイントマップ」を参照。）。 

 
 

○ 今後、都立施設などの公共施設や歩行空間での無料 Wi-Fi アクセスポイン

トが増えることにより、公共空間での情報収集が一層容易になることが見込

まれ、Wi-Fi アクセスポイントを用いた観光振興、まちづくりなどの地域活

性化に向けた様々な取組へ応用されていくことが期待される。 

 

2.ICT インフラの普及状況 

○ 利用可能な環境が一定程度整っている ICT インフラについて、(1)携帯電話

普及率、(2)スマートフォン保有状況から、普及状況を概観する。 

 

(1) 携帯電話普及率 

○ 平成 27（2015）年 3 月末時点における、日本の携帯電話加入契約数は

152,698,000 件となっており、これを人口数で除した携帯電話普及率は

119.2％である。計算上、全ての国民が 1 台以上の携帯電話を保持している

ことになる。 

○ 一方で、全世界の携帯電話契約数は平成 25（2013）年時点で 67 億件であ

り、平成 31（2019）年時点には 93 億件に達すると見込まれている（スウェ
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ーデンの通信ベンダーEricsson 社調査）。 

○ 世界の携帯電話普及率は、平成 12（2000）年の 12.1%から平成 24（2012）

年には 89.5%にまで増加しており、多くの途上国でも普及率は 75%を超えて

いる。インターネットと同様、先進国以外に途上国でも普及が進んでおり、

地球的規模で急速に携帯電話が浸透している。 

 

(2) スマートフォン保有状況 

○ 平成 25（2013）年末に、日本の携帯電話の加入契約数全体に占めるスマ

ートフォンの比率が 62.6％（対前年比 13.1 ポイント増）となり、国民の 2

人に 1人以上がスマートフォンを保有するようになった。 

 

○ 平成 26（2014）年末におけるスマートフォンの保有比率（全世帯）は、

64.7％である。これを世帯主の年齢階層別に見た場合、世帯主の年齢が低い

ほど保有比率が高く、20 歳代 94.5％、30 歳代 92.4％、40 歳代 83.9％、50

歳代 75.1％となっており、今後ともスマートフォンの普及は進むことが見

込まれる。 

 

 
※当該比率は、世帯全体におけるスマートフォンの保有割合を世帯主の年齢階

層別に示したものである（無回答を除く。）。 

（出典）総務省平成 26 年通信利用動向調査（世帯編） 

 

36.7

75.1

83.9

92.4

94.5

64.7

0 20 40 60 80 100

60歳以上

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

全体

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

ある。 

○ 一方、平成 26（2014）年 3 月時点における、イギリス、アメリカ、フラン

スの保有比率は、それぞれ80.0%、69.6％、71.6％であり、東京とほぼ同程

度である。 

 

（総務省（2014）「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関する調査研究」

及び平成 26年通信利用動向調査（世帯編）を基に作成） 

 

○ 都内のほぼ全域において携帯電話やインターネットへの接続が可能な環境

が実現され、全ての国民が 1 台以上の携帯電話を保有している今日、携帯電

話は、都民の生活を支えるインフラの一つとなっているといえる。 

 

3.国の動向、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた動

き 

○ 現在、国では、「世界最高水準の IT18利活用社会」の実現に向け、世界一安

全なサイバー空間の実現、公衆無線 LAN、自動翻訳等による属性に応じた情報

提供等の取組を推し進めることにより、社会全体の IT化を進めている。 

                                                  
18 ITとは、情報技術（Information Technology）の略であり、コンピュータやネットワー

クなどの情報処理に関する技術を総称する言葉である。情報通信技術（Information and 

Communications Technology）の略語である ICTと同義で使用され、国の省庁では、経済産

業省は ITを、総務省は ICTを用いている。 

71.6

69.6

80.0

71.1

64.7

0 20 40 60 80 100

フランス

アメリカ

イギリス

東京

日本

（％）



11

 

11 
 

○ これらの取組は、東京 2020 大会が開催される 2020 年を一つの契機に位置

付けて進められている。 

 (1) 国の動向 

○ 平成 24（2012）年 12 月、日本経済の再生に向けて、経済財政諮問会議と

の連携の下、政府一体となって必要な経済対策を講ずるとともに、成長戦略

を実現することを目的として、内閣に「日本経済再生本部」が設置された。 

○ 平成 27（2015）年 6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015－未

来への投資・生産性革命－」では、IoT・ビッグデータ・人工知能（AI）時

代の到来を、ビジネスや社会の在り方そのものを根底から揺るがす、「第四

次産業革命」とも呼ぶべき大変革が着実に進みつつある状況と捉え、「セキ

ュリティの確保を大前提としつつ、IT の利活用を徹底的に進めていく」こ

とがうたわれている。 

○ また、内閣総理大臣を本部長とした「内閣官房 IT 総合戦略本部」では、

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の策定とその実施

を推進している。 

○ 「世界最先端 IT 国家創造宣言：～第二次安倍内閣の「新たな IT 戦略」～」

（平成 25（2013）年 6月決定（平成 26（2014）年 6月改定、平成 27（2015）

年 6月改定））では、今後 5年程度の期間に、我が国の国民一人ひとりが IT

の恩恵を実感できる世界最高水準の IT 国家となるために必要となる政府の

取組等を取りまとめている。 

○ その中では、IT の利活用によって、(1)革新的な新産業・新サービスの創

出と全産業の成長を促進する社会、(2)健康で安心して快適に生活できる、

世界一安全で災害に強い社会の実現、(3)公共サービスがワンストップで誰

でもどこでもいつでも受けられる社会、の三つを実現するための取組が明ら

かにされている。 

(2)  東京 2020 大会に向けた動き 

○ 昭和 39（1964）年のオリンピック東京大会・国際身体障害者スポーツ大

会（後に、第 2 回パラリンピックと位置付けられた。）では、世界で初の衛

星放送による国際中継に成功し、平成 10（1998）年の長野オリンピック・

パラリンピック冬季競技大会では当時急速に普及が進みつつあったインタ

ーネットを初めて本格的に活用し、競技結果の即時配信等を実現させた。 

○ このように、オリンピック・パラリンピックは技術革新を遂げるまたとな

い機会であり、その国の技術水準を全世界に向けて発信する絶好の機会とな

っている。 

○ 東京 2020 大会も、世界各国への日本の先端 ICT の貴重なショーケースと

すべく各種の取組が進められており、我が国の 2020 年以降の持続的な成長
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の実現に向けた非常に重要な機会と位置付けられている。 

○ 総務省では、平成 26（2014）年 11 月に東京都を含む関係機関、関係省庁、

民間企業等を構成員とした「2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関す

る懇談会」（以下「ICT 懇談会」という。）を設置し、東京 2020 大会以降の

我が国の持続的成長も見据えた、社会全体の ICT 化を推進するための産学官

が連携した取組を進めている。 

○ 内閣府では、東京 2020 大会で活用又は大会に合わせて実用化していくべ

き科学技術イノベーションの取組に関するプロジェクトを形成するため、特

命担当大臣（科学技術政策）の下、各界有識者及び東京都を含む関係機関を

構成員等とした「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた

科学技術イノベーションの取組に関するタスクフォース」（以下「オリパラ

タスクフォース」という。）を開催している。 

 

4.ICT の進歩に対する期待 

○ 過去、ICT は、オリンピック・パラリンピックを契機に、大きな進歩を遂げ

てきた。 

○ 東京 2020 大会においても、大会の開催を契機として、技術革新が進むこと

が期待できる。 

○ 特に、オリパラタスクフォースに位置付けられている、「多言語音声翻訳シ

ステム（自動翻訳／音声認識）」、「大会運営サポート、観光案内や介護アシス

ト（ロボット）」、「福祉用具（ウェアラブルデバイス）」、「セキュリティ（画

像認識）」や、これらを支える「人工知能（AI）」は、今後数年のうちで大き

く発展することが予想されることから、都としても、動向を注視していくこ

とが必要である。 

 

○ これらの ICT は、都においてもいまだ十分な利活用が進められておらず、

今後、こうした ICT の進歩が、都の施策に大きな影響を与える可能性がある。 

 

○ 1964 年オリンピック東京大会・国際身体障害者スポーツ大会（第 2回パラ

リンピック）では衛星放送による国際中継が、また、1998 年長野オリンピッ

ク・パラリンピック冬季競技大会ではインターネットを活用した競技結果の

即時配信が実現した。オリンピック・パラリンピックの開催ごとに ICT を利

活用した新たなサービスが提供され、それがレガシーとなり、現代に生きる

人々の生活を支えている。 
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○ 東京 2020 大会においても、開催を契機として生み出される ICT を利活用し

たサービスが、その後の日本のレガシーとなる可能性が十分にある。 

 

○ また、こうした契機を十分に生かすことで、東京のサービス水準が大きく

向上し、東京を成熟都市へと高めていくことが期待できる。  




