
93

■資料 4

技術的特徴

家庭の電力使用量や太陽光発電量
などをいつでも表示でき、電力使用
量を自動で制御できる。

建物全体でエネルギー管理、節電、
ピークカットを行い、効率的なエネル
ギー使用を実現できる。

建物の外部から、機器（家電等）をコ
ントロールすることができる（ただし、
法的な制約あり）。

電力の可視化と
自動制御ができる

ピーク時の電力消費を
抑えられる

家電等を外部から
コントロールできる

概要

８ 省エネルギー対策技術（エネルギー管理システム）

建物・地域等において、電力使用量の低減・抑制やピークカット/ピークシフトを行
う際に有効

 蓄電システムや太陽光発電システムなどの導入費用が
高い

 機器の制御を行うにはHEMS対応機種への買い換えが
必要

 経済産業省「大規模HEMS情報基盤整備事業」により、全国約1万4千世帯のモニターを募集してHEMSを導入。各家
庭の電力データを一元的にクラウド管理する情報基盤のシステムを構築

（平成27(2015)年3月 iエネ コンソーシアム「平成26年度 大規模HEMS情報基盤整備事業 活動概要」）
 経済産業省の「スマートマンション導入加速化推進事業」にて、アグリゲーターを通じて導入されるMEMSの設置費用

の一部を補助し、 スマートマンションの普及を促進 (経済産業省HP 「スマートマンション導入加速化推進事業」)
 HEMSの通信方式として、日本はECHONET Lite、欧州はKNX、米国はSEP2.0という仕様の策定が進められており、

国際標準化が必要な状況
（平成24(2012)年3月30日 経済産業省「スマートハウス国際標準化研究事業の採択結果について」）

 スマートマンション導入加速化推進事業における交付申請数は、平成26(2014)年3月末時点で、941棟、107,895戸
（経済産業省「スマートマンションの普及状況（平成26年3月末）」）

 中小ビルに対するBEMS導入促進に向けた取り組みとして、21のコンソーシアムを選定し、補助事業を開始（予算額
300億円） （経済産業省「中小ビル等の更なる省エネ・節電に向けて ～省エネからエネルギーマネジメントへ～」）

センサーやＩＴを駆使し、家庭や建物内に設置された複数の機器とシステム連携を行
い、効率的にエネルギーを管理・制御を行う仕組み (HEMS、MEMS、BEMS等)

 異なるメーカー機器間での相互接続性確保
 機器の誤動作や不正な制御からの安全性確保
 HEMS等データの利活用方法

など

取り巻く状況

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/seihin_a
nzen/pdf/002_02_02.pdf ）
を一部加工

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/smartmansion_report.p
df）

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130913010/201309
13010-2.pdf）

課題等

HEMS：Home Energy Management System, MEMS: Mansion Energy Management System, BEMS：Building Energy Management System

遠隔操作
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■資料 4

技術的特徴

集めた情報をグラフで表示したり、地
図に重ねて表示すること等により、
状況や関係性を見える化

ネットワークを通じて収集できる様々
な情報をもとに、異常気象、機器故
障、不審行動などを察知・予測

データの分析結果を活用して、機械
やシステムを自動的に制御・動作さ
せることができる。

収集した情報を
見える化

異変の察知や
近未来の予測が可能

機械等を自動的に
制御できる

概要

９ ビッグデータ

蓄積されたデータや新たに生成されたデータから、事業に役立つ知見を得る際など
に有効

 どう活用すべきかが不明瞭で、投資対効果の説明が難
しい

 個人情報の適切な取扱や、プロファイリングからのプラ
イバシー保護

 「世界最先端IT 国家創造宣言」では、ビッグデータ利活用による新事業・サービスの促進について取り組む方針
(平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」)

 総務省では、ビッグデータの利活用関連として177.6億円を予算化
（平成24(2012)年度補正予算～平成27(2015)年度予算において「ビッグデータ」が含まれる予算名目の総額）

 米国では、平成24(2012)年に、5年間総額2億ドル超の研究開発予算を盛り込んだ「ビッグデータ研究開発イニシア
ティブ」を公表 （総務省「平成26年版 情報通信白書」）

 国は、ビッグデータを活用した地域経済の見える化システム「地域経済分析システム（RESAS）」を自治体向けに提供
(平成27年4月21日 経済産業省 ニュースリリース）

 武雄市、千葉市、奈良市、福岡市の4市は共同で「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会」を設立し、利活用
アイデアのコンテスト等を実施 （福岡市HP）

 企業におけるビッグデータの活用目的として、「経営管理」（47.6%）が最も多く、 「業務の効率化」（46.9%）、「商品・サー
ビスの品質向上」（42.9%）、「顧客や市場の調査・分析」（40.5%）までが40%を超えている。

（総務省「平成27年版 情報通信白書」）

過去から蓄積された情報や、ICT技術の革新により新たに生成・収集・蓄積が可能と
なった情報（SNS、GPS等）など、多様で膨大なデータ、及び、これらのデータから新た
な価値を生み出すデータ処理の仕組みのこと。

 データ分析を行う人材の育成
 データの収集や取引について、本人との事前の取り決め、

明確な法の規定、社会的なコンセンサスなどがない
など

取り巻く状況

出典：経済産業省 第８回日本の「稼ぐ力」創出研究会資料
（http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kaseguc
hikara/pdf/008_03_03.pdf）

出典：国土交通省 国総研レポート ２０１５
（http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2015report/ar2015hp0
37.pdf）

出典：国土交通省「情報通信技術を活用した公共交通活性化
に関する調査報告書」
（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/chosahokoku/0
4%20h26_dai3.2.pdf）

課題等
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■資料 4

技術的特徴

ファイアウォール、侵入検知/防止シ
ステム(IDS/IPS)、SIEMなどを導入し、
入口対策を行うことで、インターネッ
ト側からの不正なアクセスを防止

ウイルス対策ソフト、Webフィルタリン
グ、プロキシ認証などを導入し、内部
対策・出口対策を行うことで、ウイル
ス感染による情報漏洩を防止

CSIRTやSOC等の専門組織を設置し、
セキュリティ上の問題を常時監視し、
原因解析や影響範囲の調査を行え
る体制を整備しておくことで、標的型
攻撃やゼロデイ攻撃等に早期に対
処

インターネットからの
不正アクセスを防止

ウイルス感染による
情報の外部流出を防止

専門組織の監視により
未知の攻撃に対処

概要

１０ サイバー攻撃対策

ICT技術をインターネットと接続して安全に使用する際などに有用

 新たな攻撃手法、ウイルスへの対応
 セキュリティ人材の不足
 サイバー攻撃及びその対処に関する法整備

 政府の情報セキュリティに係る予算は、平成26(2014)年度当初で542.3億円、平成27(2015)年度当初で325.8億円。
（サイバーセキュリティ戦略本部 第２回会合 資料）

 政府は、サイバーセキュリティに関する施策を推進するため、「サイバーセキュリティ基本法」を平成26(2014)年11月6
日に成立。国の責務や基本方針を規定 (平成26(2014)年11月25日 情報セキュリティ政策会議

「我が国のサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方針」)
 サイバーセキュリティ戦略本部では、今後３か年程度のサイバーセキュリティ政策の方向性を定めた新たな「サイ

バーセキュリティ戦略」を策定中 （サイバーセキュリティ戦略本部 第４回会合 資料）
 内閣官房情報セキュリティセンターは、政府に対するサイバー攻撃の監視等を行う「政府機関・情報セキュリティ横断

監視・即応調整チーム（GSOC）」や、被害拡大防止、復旧、原因調査、再発防止のための技術的支援・助言などを行
う「情報セキュリティ緊急支援チーム（CYMAT）」を設置

（2014年7月3日 内閣官房情報セキュリティセンター「わが国のサイバーセキュリティ戦略」）
 総務省は、「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」を設置し、地方公共団体における情報セキュリティに係る抜本

的な対策の検討を開始 （総務省HP 「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」）
 米国は、企業とサイバー攻撃に関する情報共有を促す大統領令や、サイバー攻撃で米国の安全を脅かした組織・個

人を制裁できる大統領令を制定 （平成27(2015)年5月 国立国会図書館「外国の立法」No.263-2）

インターネットを利用した不正アクセスやコンピュータウイルスの送付などを通じて行
われる破壊活動やデータの窃取、改ざんなどの行為から、ＩＴシステムやネットワーク
を防御するための技術

 IoTでネットワーク接続される機器の増加によるリスクの
増加

など

取り巻く状況

出典：首相官邸 HP
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-

ampobouei2010/dai7/siryou2.pdf）

出典：IPA HP
（https://www.ipa.go.jp/security/event/2013/isec-
semi/documents/2013videosemi_targeted_cyber_attacks_v1.pd
f）

出典：総務省HP
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security_pre
vious/download/jissen_admin.pdf）

課題等

SIEM：Security Information and Event Management, CSIRT：Computer Security Incident Response Team, SOC：Security Operation Center
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技術的特徴

自分の話した日本語を外国語に変
換したり、相手の話す外国語を日本
語に変換でき、従来よりもスムーズ
な伝達や意思疎通ができる。

スマートフォン等に話すと即座に他
の言語に翻訳して音声出力でき、ハ
ンズフリーでの対応も可能。

一つの端末・アプリで複数の言語に
対応しており、相手の使用する言語
に応じて使い分けが可能。

外国人との
言葉の壁をなくせる

話した言葉を
即時に翻訳できる

複数の言語にも
対応可能

概要

１１ 自動翻訳(多言語対応)

観光、ショッピング、医療、防災関連で、外国人とコミュニケーションを図る際な
どに有用

 対応分野と対応言語の更なる拡大
（現状は基本的な旅行会話文などのシンプルな文章）

 翻訳精度のさらなる向上

 総務省は、「グローバルコミュニケーション計画の推進 -多言語音声翻訳技術の研究開発及び社会実証- 」の研究
開発に平成27年度13.8億円の予算を確保 （総務省資料 「グローバルコミュニケーション計画の推進」）

 「科学技術イノベーション総合戦略2015」では、重点的取組の１つに「多言語音声翻訳システム」が掲げられている。
（平成27(2015)年6月19日 「科学技術イノベーション総合戦略2015」）

 総務省は、世界の「言葉の壁」をなくしグローバルで自由な交流を実現するための「グローバルコミュニケーション計
画」を策定。あわせて、上記計画を推進する「グローバルコミュニケーション開発推進協議会」を設立

（総務省資料「グローバルコミュニケーション計画」、グローバルコミュニケーション開発推進協議会HP）
 ユニバーサル音声翻訳先端研究コンソーシアム(U-STAR)にて、音声翻訳アプリ「VoiceTra4U」を無料公開

（ユニバーサル音声翻訳先端研究コンソーシアム(U-STAR) 「VoiceTra4U」 HP）
 東京マラソン2015において、外国人参加者等との会話に「VoiceTra4U」を実験的に使用

（総務省資料 「グローバルコミュニケーション計画の推進」）
 八王子市が国や東京都と連携して、 「VoiceTra4U」を搭載したタブレット端末を観光案内施設に導入

(平成27(2015)年7月10日 日刊工業新聞)
 NICTは、これまでの研究開発成果を反映させた多言語音声翻訳アプリ“VoiceTra”（ボイストラ）の新バージョンを公

開。日本語を含む10言語について「旅行会話」を中心に精度を向上。固有名詞や固有の表現を充実、特に観光、医
療、駅名等の分野について合計約8万語の用語に対応 （平成27（2015）年10月22日NICT HP）

人々が日常のコミュニケーションで使っている言語（例えば日本語）を別の言語（例え
ば英語）に自動で翻訳する技術

 場所名や人名などの固有名詞の適切な翻訳
 翻訳アプリの普及促進

など

取り巻く状況

出典：総務省HP 
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000285578.pdf ）

出典：国土交通省HP（http:// 
www.mlit.go.jp/common/001088424.pdf）

出典：総務省HP
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000285578.pdf）

課題等
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技術的特徴

自身でシステムを保有するのではな
く、ネットワーク上で提供されるサー
ビスを利用する形態となるため、どこ
からでも必要な機能を利用できる。

サーバの集約などによりコンピュー
タの処理能力を最適化でき、また必
要な分だけを利用することで、システ
ム全体の運用コストを削減できる。

複数の自治体が共同でクラウドを設
置すれば、システム運用に係る各自
治体の負担を軽減できる。

どこからでも
必要なときに使える

必要な分だけ
利用できる

共同利用も可能

概要

１２ クラウド

システムの導入を短期間で行う場合や、システムの運用負荷を軽減したい場合など
に有効

 ネットワーク不通時に利用できない
 組織外にデータが通信・保管されるためセキュリティ確

保が重要
 サービスのカスタマイズには制限がある

 総務省は、自治体クラウドの導入の初期負担の軽減するために特別交付税措置を実施
（総務局資料「今後の電子自治体の取組みについて」）

 経済産業省は、「データセンターを利用したクラウド化支援事業」として省エネ性に優れたクラウドに移行する事業者
に補助金を交付 （平成27(2015)年7月 経済産業省

「平成26年度中小企業等省エネルギー型クラウド利用実証支援事業 事業成果報告」）
 政府は、「世界最先端IT 国家創造宣言」の中で、行政サービスにおいてクラウドを徹底活用し、「便利なくらし」社会

の実現を目指すとしている。 （平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）
 茨城県では、統合型GISと基幹業務システム、グループウェア、電子申請・届出、大容量ファイル交換の各システムで

自治体クラウドを導入 （平成27(2015)年4月 地方公共団体情報システム機構
「地方公共団体におけるクラウド導入の取組（平成26年度改訂版）」）

 米国政府は、平成22(2010)年11月、省庁のITシステムのクラウド化を推進する「クラウド優先政策（cloud-first 
policy）」を含む「IT調達戦略」を公表　　　　（一般財団法人マルチメディア振興センターHP 「ICTグローバルトレンド」）

 クラウドサービスを利用している企業の割合は、33.1％に上昇。また利用サービスは、「電子メール」(50.0%)、「ファイ
ル保管・データ共有」(45.6%)、「サーバー利用」(41.1%)が上位 (総務省「平成26年版 情報通信白書」) 

ネットワーク上にある情報サービス等を、どこからでも、必要な時に、必要な機能だけ
利用することができる新しいコンピュータ・ネットワークの利用形態のこと。

 既存システムからの移行が容易でない場合がある
 クラウド間での相互運用性確保が課題

など

取り巻く状況

出典：総務省 平成23年版 情報通信白書
（ http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23
/html/nc355210.html ）

出典：総務省 政府情報システムの整備の在り方に関する研究
会 最終報告書
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000062730.pdf）

出典：総務省 国民のための情報セキュリティサイト
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/ba
sic/service/13.html）

課題等
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技術的特徴

遠隔地に設置されたセンサーとネッ
トワークを通じて、遠隔地の状況を
即時に把握できる。

遠隔地にある設備や機器の故障等
を予測できる。

センシング・分析した結果を、人の判
断支援や機器の自動制御などに活
かすことができる。

遠隔地の状況を
即時に把握できる

未来の予測や
予防保全に使える

人の判断支援や
機器の制御に活かせる

概要

１３ IoT(Internet of Things)

状況に応じて高度な判断を行う場合や機器・設備を自動で最適に制御したい場合な
どに有効

 取得データに関するプライバシーの確保
 IoTデバイスのセキュリティ確保
 異なるIoTデバイス間での相互運用性確保

 ドイツでは、ハイテク戦略のアクションプラン「Industrie 4.0」に、280億円の政府予算を割当
(平成26(2014)年9月17日 科学技術振興機構「ドイツ政府の第4次産業革命 Industrie 4.0」)

 米国政府は、IoT団体に対して年間100万ドル以上投資
(平成27(2015)年6月24日自由民主党「デジタル・ニッポン２０１５」)

 国は、「世界最先端IT国家創造宣言」にて、IoTへの対応を含む世界最高水準のITインフラ環境を確保するという方
針 （平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）

 自民党「デジタル・ニッポン2015(案)」では、国家IoT戦略の構築と打ち出しを提言
(平成27(2015)年6月24日自由民主党「デジタル・ニッポン２０１５」)

 平成26(2014)年の国内IoT市場売上規模は9.4兆円、2019年には16.4兆円に達する見通し
（平成27(2015)年2月5日 IDC Japan プレスリリース）

 平成25(2013)年時点でインターネットにつながるIoTデバイスの数は約158億個あり、平成32(2020)年までに約530億
個まで増大 （総務省「平成27年版 情報通信白書」）

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。

 膨大な数のセンサから収集されるデータの通信・処理へ
の対応

 IoTデバイスの電力供給方法
など

取り巻く状況

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeiz
ai/pdf/002_07_00.pdf）

出典：総務省 ビッグデータの活用の在り方 について
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000160628.pdf）

出典：総務省 IPv6によるモノのインターネット社会ワーキング
グループ 資料
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000042599.pdf）

課題等

■資料4 ICTの概要




