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■資料 4

技術的特徴

リストバンド型の端末を腕に装着す
れば、心拍数や身体の動きを計測で
き、スポーツやヘルスケア分野での
活用が見込める。

腕時計型の端末を使えば、連携する
スマートフォンのメール通知等を表
示でき、利便性向上が図ることがで
きる。

メガネ型の端末を使えば、透過型の
視野部分に付加的な情報を表示で
き、作業効率化が図ることができる。

運動中や24時間装着
しながら使える

装着性とICTとしての
機能性を兼ね備えている

リアルの視界に
情報を付加表示できる

概要

１４ ウェアラブル端末

医療現場等、端末の情報を参照しながら両手を使用したい場合などに有効

 盗撮・追跡等からのプライバシー確保
 装着感の向上（デザイン改良や軽量化など）
 長時間利用に耐えられるバッテリーの実現

 福井県は、「ふくいｅ－オフィスプロジェクト」の一環として、ウェアラブル端末やそのアプリの研究開発のために行う実
証実験費用を一部支援 （福井県 「平成27年度 ふくいｅ－オフィスプロジェクト補助金

（ウェアラブル関連実証実験支援分）活用事業者募集要項」）
 ウェアラブル端末は、様々な形態が発売されており、手首又は頭に装着する端末が全体の3分の2ほどを占める。

（総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 平成25(2013)年度に53万台だったウェアラブル端末の国内市場は、平成29(2017)年度には1,310万台まで拡大する

見込み （総務省「平成27年版 情報通信白書」）
 手を使わずに機械の操作やマニュアルが読める点を、メガネ型端末の業務メリットとして挙げている人が多い。

（総務省「平成26年版 情報通信白書」）

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。

 機能・性能の高度化
 電波法の規制緩和

など

取り巻く状況

出典：総務省 「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関
する調査研究の請負報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_08_hou
koku.pdf ）

出典：総務省 「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関
する調査研究の請負報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_08_hou
koku.pdf ）

出典：総務省 「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関
する調査研究の請負報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_08_hou
koku.pdf ）

課題等
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■資料 4

技術的特徴

ノートパソコンよりも軽く持ち運びし
やすく、スマートフォンよりも画面が
大きく見やすい。

パソコンに比べて起動が速く、すぐ使
える。

タッチパネルで直感的に操作可能

持ち運びしやすく、
画面も大きい

起動が速く、
即座に使える

指で直感的に
操作できる

概要

１５ タブレット端末

外出先や現場での対面業務、プレゼンテーション、情報参照を行う際などに有効

 マルウェア等に対するセキュリティ対策
 端末の紛失・盗難による情報漏洩リスク
 業務利用における費用対効果の明確化

 「世界最先端IT国家創造宣言」では、今後の電子行政サービスにおいて、スマートフォンやタブレット端末の利用を念
頭に置いた本人確認方法を検討 （平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）

 文部科学省「教育の情報化ビジョン」では、子どもたちに1人1台の情報端末環境（携帯性に優れた高機能なもの）を
整備することが重要な鍵との見解 （平成23(2011)年４月28日 文部科学省「教育の情報化ビジョン」）

 佐賀県の武雄市では、平成22(2010)年12月、全国の小中学校に先駆けて、小学校に40台のタブレット端末を導入
（平成27(2015)年6月 東洋大学「武雄市「ICTを活用した教育（2014年度）」第一次検証報告」）

 世田谷区では、窓口等におけるタブレット端末の活用実験（映像通信による手話通訳や区民への案内への活用等）
を実施 （平成26(2014)年7月2日 世田谷区「窓口等におけるタブレット端末活用の実験について」）

 日本国内のタブレット普及率17.3%に対し、米国・英国・フランス・韓国・シンガポールは40～50%超の普及率
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）

 スマートフォンとタブレットでのサービス利用率はほぼ同様の傾向だが、電子書籍の利用がタブレット端末に多い。
（総務省「平成26年版 情報通信白書」）

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

 アプリケーションが端末のOSに依存
（複数OSに対応するには開発コストが余計にかかる）

など

取り巻く状況

出典：青森県HP 「ICT利活用事例集（スマートフォン・タブレット
端末）」
（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/ICT_jireisyuu.ht
ml）

出典：総務省 スマートフォン及びタブレットＰＣの利用に関する
実態及び意向に関する調査研究
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_07_hou
koku.pdf）

課題等
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■資料 4

技術的特徴

スマートフォン等のカメラを通して街
中を見ると、店舗に関する情報や口
コミなどが見える。

スマートフォン等のカメラで自分を写
すと、服などを試着したイメージを確
認できる。

ARマーカーを、スマートフォンのカメ
ラを通じて見ると、実在していない建
造物などを表示できる。

現実を映した画面に
情報を付加できる

実際に行わなくても
イメージを確認できる

マーカーの位置に適した
情報を表示できる

概要

１６ 拡張現実（ＡＲ）

街中の案内、広告・宣伝、教育、アミューズメントとして使用する際などに有効

 付加情報としてのコンテンツ作成や既存情報との紐付
けが必要

 マーカー配置のための物理的スペースや景観の問題
（マーカーを使用する場合）

 総務省研究開発戦略委員会策定の「研究開発戦略マップ」には、拡張現実（AR）技術に関するロードマップがある。
平成24(2012)年～平成26(2014)年：基盤技術の研究開発、平成27(2015)年：実証評価、平成28(2016)年～：製品開
発・市場展開 （平成23(2011)年7月7日 研究開発戦略委員会「研究開発戦略マップ」）

 総務省「Active JapanICT戦略」における方策の１つに、拡張現実（AR）技術の研究開発・標準化が掲げられている。
（平成24(2012)年7月 情報通信審議会「～Active JapanＩＣＴ戦略～」）

 国土交通省は、訪日外国人旅行者を対象に、スマートフォンを利用した拡張現実（AR）による案内情報の提供方法
について検討 (平成24(2012)年11月 国土交通省

「拡張現実(AR)による訪日外国人旅行者への案内情報提供ツール導入の手引き」）
 豊中市では、「広報とよなか」の誌面に拡張現実（AR）技術を導入し、文字や写真だけでは伝わりにくい情報を分かり

やすく伝達 （豊中市HP「拡張現実（AR）について」）
 大阪市（大阪歴史博物館）で、拡張現実（AR）技術を活用して、歴史建造物の復元画像と現実の風景とを重ねて見ら

れるアプリケーションを提供 (平成24(2012)年4月25日 大阪市 報道発表)

Augmented Realityの略称。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

 位置合わせの精度や画像認識に伴う処理性能への影
響（マーカーを使用しない場合）

 カメラをかざす行為に対する周囲からの抵抗感
など

取り巻く状況

出典：姫路市HP 「姫路城グランドオープンについて」
（http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0070/1065/grandopen.
pdf ）

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenk
yu_kaihatu/str2010/a7_3.pdf ）

出典：経済産業省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenk
yu_kaihatu/str2010/a7_3.pdf ）

課題等
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■資料 4

技術的特徴

PC等のマイクに話しかけるだけで
（キーボードやマウスを使わずに）情
報の入力や検索等ができる。

人の声を、文字に変換して表示した
り、文字データとして記録できる。

自動翻訳技術と組み合わせることで、
外国人が話した言葉を即時で日本
語に翻訳できる。

音声で情報の入力や
機器の操作ができる

音声を文字に
変換できる

自動翻訳等への
応用も可能

概要

１７ 音声認識

コールセンター、会議、外国人との会話、作業場での端末操作、バリアフリーを行
う際などに有効

 騒音下、未知の言葉、不明瞭な発音などにおける認識
率の向上

 かな漢字変換の精度向上
 複数人での会話における話者識別

 米国政府は平成23(2011)年に「国家ロボットイニシアティブ」を発表し、人工知能（AI）分野や認識（音声、画像等）
分野を中心としたロボットの基礎研究に対して毎年数千万ドル規模の支援を実施

（平成27(2015)年1月23日 経済産業省 ロボット革命実現会議「ロボット新戦略」）
 総務省は、「グローバルコミュニケーション計画」において、多言語音声翻訳システムの高機能化を推進

（平成26(2014)年4月 総務省「グローバルコミュニケーション計画」）
 政府は、多言語音声翻訳技術を搭載した様々な端末を観光業や公共交通機関等で活用する方針

（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」）
 音声入力による情報検索、端末操作、文章作成、質問応答など、スマートフォン等に関する様々な音声認識サービス

が提供されつつある。 （総務省「平成26年版 情報通信白書」）
 北海道議会では、会議録の原稿作成用として、平成17年度から音声認識システムを導入

（平成18(2006)年7月1日 科学技術振興機構 J-STAGE 「情報管理」Vol. 49(2006) No. 4）

人間の声をコンピュータに認識させる技術。読み上げた文章をテキストに変換したり、
音声による指示で機器等を操作をすることが可能

 人前で機械に話しかける際のマナーや心理的なハードル

など

取り巻く状況

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

出典：情報通信研究機構 情報通信ベンチャー支援センター
HP
（http://www.venture.nict.go.jp/contents/node_2755/node_267
36/node_26738）

出典：情報通信研究機構 情報通信ベンチャー支援センター
HP
（http://www.venture.nict.go.jp/contents/node_2755/node_267
36/node_26738）

課題等
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■資料 4

技術的特徴

画像に写った物体を識別したり、画
像に写った文字をテキストデータに
変換できる。

画像から、異変のある部位や行動を
検知することができる。

画像に写った身体的特徴から、本人
の識別や認証を行うことができる。

物体・文字等を
識別できる

異常等を検知できる 人を識別・認証できる

概要

１８ 画像認識

目視で行っているような検査、監視、物体識別、本人認証を行う際などに有効

 光のあたり方等、環境の影響を受けた場合の認識精度
向上

 遠方の対象物などに対する認識精度の向上
 高解像度の画像のリアルタイム処理

 国は、構造物の劣化・損傷等の正確な把握や、「精密農業」における作物育成、土壌水分、収穫適期の解析などで、
画像処理・解析技術の開発に取り組む方針 （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」）

 画像認識技術の適用事例としては、顔認証、公安面、入国審査、アクセスセキュリティ、デジタルサイネージでのTV
視聴者に応じた広告配信、画像検索などがある。

(平成22(2010)年4月 IPA ニューヨークだより「米国における音声認識・画像認識技術とその応用を巡る動向」)

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。

 本人認証で利用した場合に、他人と誤認してしまうケー
スや本人と認識されないケースの発生

など

取り巻く状況

出典：警察庁 平成20年 警察白書
（http://www.npa.go.jp/hakusyo/h20/honbun/html/kd320000.h
tml ）

出典：国土交通省 社会インフラにおけるモニタリング技術の活
用に向けた取組事例

（http://www.mlit.go.jp/common/001016268.pdf）

出典：環境省HP
（https://www.env.go.jp/nature/yasei/sg_windplant/birdstrike/
rep_h25/05.pdf）

課題等
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■資料 4

技術的特徴

チェスや将棋での対局など、決まっ
たルールに従って多くの選択肢を高
速に分析できる。

コンピュータに専門家の知識を与え、
推論等を行わせることで、専門家に
近い判断を示せる（病気診断など）。

コンピュータが、与えられた大量の乱
雑な情報からその内容を認識し、推
論、思考を自ら行えるようになりつつ
ある。

有効な答えを
素早く探し出せる

判断を支援してもらえる
対応パターンや特徴を

自ら学習できる

概要

１９ 人工知能（ＡＩ）

画像認識、音声認識、自動翻訳、ビッグデータ分析等を行う際に有効

 精度を高めるために必要なデータの収集

 人工知能（AI）としての解析・判断が現実の経済社会活動に組み込まれることで、超スマート社会が到来する見込み
（平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」）

 総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 技術戦略委員会 重点分野WGでは、人工知能（AI）・ロボット分野
での深堀が必要とのことから、平成27(2015)年3月に「人工知能・ロボット アドホックグループ」を設置
（平成27(2015)年3月31日 技術戦略委員会重点分野WG「人工知能・ロボット アドホックグループの設置について」）

 人工知能（AI）は、WebやSNS、気象レーダー等のセンサー出力等のビッグデータ解析や、スマートフォン等の
コミュニケーションツール等、様々な分野で利用が拡大している。
(平成27(2015)年4月 技術戦略委員会 重点分野WG「人工知能・ロボット アドホックグループ 検討結果とりまとめ」)

 人工知能（AI）に関する動向として、チェス、クイズ、将棋においてコンピュータが人間に勝利するようになってきたこと
や、ロボット技術への応用が図られていることなどが挙げられている。 （総務省「平成26年版 情報通信白書」）

 特許庁が、「平成26年度 特許出願技術動向調査報告書（概要） 人工知能技術」 として、産業化の動向の各国の状
況や各国の政策状況などを整理

（平成27(2015)年3月 特許庁「平成２６年度 特許出願技術動向調査報告書（概要） 人工知能技術」）

人間の知的活動を補助・代替できる、あるいは、人間の脳そのものを模倣したコン
ピュータシステムのこと。人工知能（AI）技術には、画像認識、音声認識、自然言語処
理、機械学習などが含まれる。

 感情の理解や表現の実現
など

取り巻く状況

出典：総務省「ICT先端技術に関する調査研究 報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_09_hou
koku.pdf）

出典：総務省「ICT先端技術に関する調査研究 報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_09_hou
koku.pdf）

出典：総務省「ICT先端技術に関する調査研究 報告書」
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_09_hou
koku.pdf）

課題等
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技術的特徴

人が行けない場所にも行けるため、
搭載したカメラを用いて空撮や危険
地帯の調査などが可能

種や農薬の散布作業や、搭載したセ
ンサとカメラにより農作物の生育状
況を監視可能

搭載したカメラを利用して、橋梁、ト
ンネル、ダム、屋根、ビル壁面などの
老朽化状況を点検可能

人が行けない場所
からの撮影が可能

農業にも活用できる
社会インフラの
点検に活用可能

概要

２０ 無人航空機（ドローン）

防災、警備、通信中継、インフラ点検、農業、運輸、測量等の分野で有効

 墜落被害とその責任問題
 テロなどでの悪用の恐れ
 無許可撮影や盗撮等によるプライバシーや肖像権の侵

害

 国は、「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」を開催し、重要施設の警備体制抜本的強化、運用ルール策定、
関係法令の見直し等を推進中 （平成27(2015)年4月24日小型無人機に関する関係府省庁連絡会議 第１回資料）

 国会では、 平成27(2015)年9月4日、人や住宅が密集する地域でのドローン飛行を規制した改正航空法を成立
（平成27(2015)年9月4日 NHKニュース）

 内閣府は、自動飛行における「近未来技術に関する実証プロジェクト」と、その実現のための規制改革等を検討
（平成27(2015)年１月15日 内閣府「「近未来技術実証特区におけるプロジェクト」の募集について」）

 総務省は、第1回「近未来におけるICTサービスの諸課題展望セッション」にて、ドローンの安心・安全な活用について
議論を実施　 （平成27(2015)年5月28日 近未来におけるICTサービスの諸課題展望セッション 第1回資料）

 総務省は、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」（案）に対する意見募集
を実施 （平成27(2015)年6月29日 総務省 報道資料）

 茨城県は、産業廃棄物の不法投棄監視においてドローンを活用
（平成27(2015)年7月6日 茨城県HP「６月の不法投棄防止強調月間の実施結果及びドローンの活用状況について」）

 神奈川県は、火山活動により立入り規制された区域内の状況調査に、調査用カメラ付ドローンを活用
（平成(2015)年6月16日 神奈川県 報道発表）

 鹿児島県は、ドローンによって空撮した観光PR動画を公開 （鹿児島県HP 「BIRD'S EYE VIEW OF KAGOSHIMA」）

操縦士が乗らずに、無線での遠隔操作、または、自律的な制御によって飛行する航
空機。カメラ、GPS、センサなどを搭載可能なため、様々な用途での利用が検討され
ている。

 安全かつ適正な利用がなされるための法整備
 過度な法規制がなされていくことによるドローン産業の

縮小化
など

取り巻く状況

出典：総務省「ロボットにおける電波利用の高度化に関する技
術的条件」

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000346986.pdf）

出典：国土交通省「無人機に関する現状と課題」
（http://www.mlit.go.jp/common/001085970.pdf ）

出典：国土交通省「無人機に関する現状と課題」
（http://www.mlit.go.jp/common/001085970.pdf ）

課題等

■資料4 ICTの概要




