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 第１章 計画推進のために 
 

前章までの電子都庁実現のための計画を着実に推進するため、次のような取組を行います。 

 

１ 職員の意識改革  
  

 今日のように社会経済環境が激変する中にあって、都政には次のことが求められていま

す。 

 

 ○ 行政ニーズを素早く察知し、迅速な意思決定のもとに事業を展開する 

  （スピードの重視） 

 ○ 事務事業の実施に当たってコスト管理を徹底し、経営感覚を高める 

  （コスト意識の徹底） 

 ○ 事業成果を重視し、常に検証し見直す 

  （成果の重視） 

 

 こうした課題を解決する手段としてＩＴを活用することが重要です。ＩＴを効果的に取

り入れることで、時間と場所を異にする多くの人々との直接のコミュニケーションが可能

となります。そして、従来では想像できなかったような施策が、次々と現実のものとなり、

行政施策の可能性が広がっていくことになります。 

 ＩＴの導入に当たっては同時に、都の業務プロセスを普段から徹底して分析し、効率的

に見直しを進める、いわゆるＢＰＲの実践が必要です。現在の業務プロセスを維持したま

まＩＴを導入するのでは、十分な効率化は期待できません。ＩＴとＢＰＲがしっかりと結

びついた取組が強く求められています。職員一人ひとりが、おう盛なチャレンジ精神をも

って、電子都庁実現のための事業展開の担い手となるよう、次のように意識改革に努めま

す。 

 

 ① ＩＴの基本理念を明確に提示することで、役職や立場に関わらず、組織の垣根を越 

  えて、ＩＴを活用した業務運営を率先して進められる職場環境や組織風土を築き上げ 

  る機運を盛り上げていきます。 

  

 ② ＩＴの活用方法、技術動向等を職員に周知する広報誌「ＴＡＩＭＳタイムス」をネ 

  ットワーク上で発行していきます。 

  

 ③ 全庁の各分野で実施されているＩＴ化への努力・成果を顕彰するとともに職員の 

  ＩＴ化への積極的な姿勢を助長するため「都庁ＩＴ化コンテスト」を検討します。 
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２ 推 進 体 制 の 整 備           
 

（１） 推進組織の整備 

  ① 中央管理部門 

   電子都庁を実現していくためには、地域情報化施策を含めて情報化施策の総合的な 

  企画調整を行う「企画立案部門」、全庁共通システムの開発などを行う「システム部門」、 

  ネットワークの維持管理などを行う「通信部門」の各部門が連携を取りながら、電子 

  都庁の実現及び運営を行う、総合的かつ一体的な推進体制が必要です。このため、従 

  来、異なる部署で担当してきた情報化施策を一元的に担う部相当の組織である「ＩＴ 

  推進室」を設置します。 

  ② 各局の情報化推進体制 

   各局のそれぞれの分野においてＩＴ活用等の情報化施策を企画立案し、調整する組 

  織を、すべての局において明確に位置付けます。各局は、その組織のもとで、既存の 

  ＯＡシステムを含めて局内の情報化施策の全体を調整し、ＩＴ化施策を強力に推進し 

  ていきます。さらに、局の情報化施策の進ちょくに応じて推進体制の拡充を図ってい 

  きます。 

    

（２） 全庁的調整機関 

  ① 東京都ＩＴ会議の設置 

   各局でのＩＴ化の取組を調整し、事業間の整合性のとれた電子都庁を構築するため、 

  全庁的な取組を総合的に推進する組織として、各局の情報施策担当責任者で組織する 

  東京都ＩＴ会議（仮称）を設置します。この会議において、各局のＩＴ化施策の進捗 

  管理や技術動向等についての情報交換を行うとともに、各局のＩＴ化施策のうち関連 

  する事業の調整を図っていきます。 

  ② システム開発体制の整備 

   東京都ＩＴ会議内の個別の推進組織として、電子申請システムなど各局に共通する 

  システムの検討及び開発を行うプロジェクトチーム等の局横断的な組織を設置し、都 

  民に使いやすいシステムの開発を進めていきます。 

 

（３） 区市町村調整組織 

  国が目指す電子政府との整合性を図るとともに、東京都と区市町村が連携をとって情 

 報化が進められるよう調整・協議する、東京行政ネットワーク協議会（仮称）を設置し 

 ます。この協議会のもとに総合行政ネットワークの整備について検討するとともに、ワ 

 ンストップサービス等広域的な行政サービスとの関連性についても意見交換していきま 

 す。 
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３ 電子都庁モデル局と各局計画   
 

（１） 電子都庁モデル局の設置 

 電子都庁の基幹システム等を円滑に構築していくためには、パイロット事業を実施しなが

ら、実務上の問題点や開発上の課題等を検証していく必要があります。 

 このため、平成１３年度から平成１４年度までの２か年間、パイロット事業を総合的かつ

組織的に実施していくモデル局を設置します。 

  ① モデル局の設置 

   モデル局は、都民、企業と日常的に接する事業所を多く設置し、多様な事業を所管する 

  産業労働局と建設局とします。 

② パイロット事業 

 モデル局では、「電子都庁各局推進計画」の中で、パイロット事業として具体的に実施す

る事業を明らかにします。 

 

（２） 電子都庁各局推進計画の策定 

 電子都庁を実現していくためには、基幹的なシステムの開発だけでなく各局が担当するそ

れぞれの行政分野でＩＴを活用する積極的な取組を行っていく必要があります。さらに、基

幹システムは各分野において創意工夫を持って発展させていくことにより、所期の効果をあ

げることができます。 

 このため、原則として平成１３年度から平成１５年度の３か年を計画期間とする「電子都

庁各局推進計画」を平成１３年度上期に策定していきます。概略は以下のとおりです。 

① 計画の目的 

 各局で担当する個別行政分野について、ＩＴを積極的に導入することで各行政分野の特 

性に応じた多様なサービスの提供を図ることを目的とします。 

② 計画の内容 

 各局のＩＴ化の取組として、ＩＴを導入することにより都民サービスの向上や業務の効 

率化を図ることができる事業を検討するとともに、電子申請等基幹システムの各局におけ 

る活用についても道筋を明らかにします。また、計画を実施する推進体制の整備や、事業 

所でのＴＡＩＭＳ展開方針を明らかにしていきます。 



 
電子都庁推進計画 第３部 第１章 

-130- 

４ 電子都庁を推進する職員の育成・確保   
 

 従来から、都の情報化を促進すべく情報処理に関わる人材の育成に努めてきましたが、電子

都庁推進計画を軌道に乗せるためには、さらなる取組が必要になります。具体的には以下のよ

うな観点から、職員の育成方法を見直していきます。 

 

（１） 情報化における人材育成の課題 

① 絶対数の不足の解消 

 これまでも、高度情報処理要員の育成を行ってきましたが、全庁に広く配置できるほど

の人数に至りませんでした。また、育成後は大規模システムの保守要員として扱われるこ

とも多く、配置部署に偏りも見られました。 

 

② 求められるスキルの変化への対応 

 従来のシステム管理要員に対しては、汎用コンピュータやクライアント・サーバ上での

アプリケーション開発・維持管理が、求められる
※

スキルの主体でした。しかし、近年のイ

ンターネット環境の進展や他のネットワークとの連携の必要性などを背景に、ネットワー

クの知識を主体とした開発技術や、セキュリティ関連の知識も必要となってきています。 
 
③ 一般職員のリテラシー不足の解消 

 これまでは、スタンドアロンパソコン上でのアプリケーション操作を重点に研修を進め

てきましたが、②と同様にネットワークユーザとしての基礎知識や、セキュリティ対策に

ついての考え方等を習得できるよう、研修体制を整備していく必要があります。 
 
④ 職員の能力や意欲を生かした人材の確保 

 従来から情報化を担当する職員は、定期人事異動の中で配置されてきました。しかし、

急速な情報化の進展により、新たな知識や能力のある人材が求められ、職員の能力や意欲

を生かした柔軟な人事管理も必要となっています。 

 

（２） 情報化施策に対応した人材育成・確保 

  上記の課題に対応するためには、職員の育成方法や任用方法を見直すことが必要です。電 

 子都庁を強力に推進していくため、以下の体系で人材を育成します。 

  また、育成した人材と研修成果をそれぞれの職場で、情報化のリーダーとして、最大限活 

 用していきます。 
 

 ① 中央管理部門の強化 

  中央管理部門の所管する情報化推進基盤を構築・維持するとともに、各局への技術支援 

 を行うため、中央管理部門の職員について、高度情報通信技術を習得させるための研修を 

 実施します。 
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 ② 人材公募制度の導入 

  職員の能力・適性や意欲等を最大限生かすために、平成１２年度から実施される「庁内  

 公募制人事」を活用し、情報化推進のリーダーとなる管理職や中央管理部門の一般職員を 

 公募し、人材の活用を図っていきます。 

 

 ③ 幹部職員の育成 

  各局の事業に基づいた情報化の方向を示すとともに、効果的な業務改革・システム運用 

 を推進するため、これらを企画立案し、遂行していく幹部職員を育成します。 

 

 ④ 職員の情報リテラシーの向上 

  職員全般の情報リテラシーを向上させ、新たな事務執行体制に対応できるよう、研修を  

 充実させます。 

  ア 情報化推進研修（基礎） 

   パソコン操作・セキュリティ管理等の研修を実施します。 

  イ 情報化推進研修（基礎・幹部） 

   幹部職員については、情報技術・ネットワークの活用が業務の改善にもたらす効果、 

   電子データのセキュリティ管理等の知識を付与する研修を実施します。 

   ウ 情報化推進研修（中級） 

    各部署でネットワークの管理を行い、情報の共有化を進めるための機器設定及びセキ    

   ュリティ管理を行える職員を育成します。 

   エ 情報化推進研修（上級） 

    ネットワークを活用して職場の情報化を推進するためのリーダーとして、業務改善に  

   取り組む職員を育成します。 

 

  ⑤ その他 

   ＴＡＩＭＳの操作説明会や各局の研修などが増加するため、実機を備えた研修環境が必 

  要です。このため、新宿本庁舎内にパソコンネットワークを備えた、会議や説明会等に利 

  用する多目的会議室を整備し、各局の研修や操作説明会にも利用します。 
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年 度 別 育 成 計 画 

 １３年度 １４年度 １５年度 
情報化推進（基礎） 各局実施 各局実施 各局実施 
情報化推進（基礎・幹部） ６０ ６０ ６０ 
情報化推進（中級） ２１０ ３００ ３００ 
情報化推進（上級） ９０ ９０ ９０ 
幹部職員の育成 ６ ６ ６ 
その他（中央管理部門強化） ４ ４ ４ 
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５ 安全性の確保と個人情報の保護   
  

 今日、インターネットでは、ハッカーやコンピュータウィルスなど不正アクセスによる

データの改ざんや破壊、あるいは、悪意をもった人による他人へのなりすましや否認、情

報の漏えい等のトラブルが日常的に多発しています。 

 また、ＩＴの活用による大量かつ多様な個人情報の流通、蓄積、利用により、個人の権

利利益を侵害されるおそれも増大しています。 

 

（１） 安全性の確保 

  現在、都では「東京都セキュリティ対策基準」を定め、災害対策、障害対策、過失対 

 策、不正対策等を図っていますが、今後、電子申請・届出などインターネットを利用し 

 た電子データのやり取りを安心して行うためには、より一層の安全対策を講じ、快適な 

 システム環境を確保していかなければなりません。 

  都ではすでに都庁内外からのネットワークへの不正な侵入を防ぐファイアウォールの 

 設置等の対応可能な措置を講じていますが、引き続き、以下のことについても取組を行  

 っていきます。 

 

  ① ハッカー対策 

   人為的な不正アクセスに対しては、通信データの暗号化や電子署名、電子認証の導 

  入などの技術動向を踏まえ、安全性に万全な対策を講じていきます。 

 

  ② 利用（アクセス）制御 

   情報管理の観点から、権限のある者以外の者が特定の電子データを閲覧したり、書 

  き換えなどができないように利用制御を行う他、利用履歴の記録管理を行います。 

 

  ③ リスクマネジメント体制の確立 

   危機管理対策を徹底するため、都が保有する情報資源を取り巻く脅威や、その脅威 

  に対するリスクの大きさを分析し、実際に脅威が発生した場合の被害の大きさに対応 

  できるようなリスクマネジメントの体制づくりを実現していきます。 

 

  ④ 知的財産権の保護 

   ソフトウェアの利用やコンテンツの作成に当たっては、著作権等の法令の遵守など  

  により知的財産権保護のための適切な対応を行います。 
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  ⑤ セキュリティポリシーの策定 

   以上のような取組を確実なものとするため、施設への入退室管理の徹底など物理的 

  安全性、職員に対する教育など人的安全性、ウィルス対策などの技術的安全性、緊急  

  時の対応、知的財産権保護教育など、システム運用全般について定めた「東京都情報    

  
※

セキュリティポリシー（仮称）」を策定します。そのうえで、システム運用に関する組  

  織・体制的な対応を行い、定期的な検証・見直しをすすめ、システムの安全性確保に 

  努めます。 

 

（２） 個人情報の保護 

  国においては平成１３年の通常国会への提出に向け、従来の個人情報保護法（「行政機 

 関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」）から一歩踏み込んだ、 

 官民双方を対象とする個人情報保護法制の取組が進められています。 

  この中では、個人情報保護義務を行政機関だけでなく民間の個人情報を取り扱う事業 

 者にも課すことや、地方自治体において個人情報に関する苦情処理のあっせん等を行う 

 ことなどが検討されています。 

  都においても平成３年より施行された個人情報保護条例等により、都民のプライバシ 

 ー保護についての対策をとってきましたが、今後、電子都庁推進計画においては、電子 

 申請などの行政手続の電子化により個人情報の取扱いに関してはこれまで以上の配慮が 

 必要となるため、上記の国の法制化の動き等をみながら必要な規程類の整備、システム 

 上の対策等を講じるなど、都民の個人情報保護について万全の対策を図っていくことと 

 します。 
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６ 関係規程の見直し・整備   
 

電子都庁推進計画は電子申請、届出を始めとし、幅広い行政分野にまで及びます。電子

都庁を円滑に実現し、ＩＴの導入効果を最大限に発揮させるには、業務そのものを、従来

からの紙をベースにした制度から電子情報をベースとした新しい制度に変えていく必要が

あります。 

そのため、現在紙ベースでの各種事業や業務を規定している条例、規則などを電子的な

手続も可能なよう見直していきます。それに加え、業務プロセスにおいても、中間に介在

する手続をできるだけ省くとともに、類似、関連した手続を標準化し、複雑だった行政手

続を簡素化し、分かりやすくしていきます。 

さらに、多くの添付資料を手続上要求するなどの従来の紙ベースの規程から派生した慣

行も、内部事務の効率化の視点からだけでなく都民の利便性向上の観点に立って見直しを

進めていきます。 

 また、電子都庁推進計画を着実に推進していくために都の情報処理全般を規定している

電子情報処理規程の改正やシステムアセスメント制度の改善も検討していきます。 

 

 

７ 進ちょく度の明示   
 

電子都庁の着実な実現のため、本計画については毎年、各事業の進ちょく状況を明らか

にし確実な進行管理を行って行きます。また同時に、近年の激しい外部環境の変化や新技

術の動向を取り入れたり、開発システムの評価結果（システムアセスメント）も勘案し、

必要に応じた計画の見直しも行っていきます。 
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第２章 電子都庁のメリット 

  

 電子都庁の最も大きなメリットは、使い易く便利なサービスが電子都庁から提供され

ることで、都民の都庁利用率が高まり、豊かで暮らしやすい生活が実現することです。

そこで、都民や事業者にとっての行政サービスの質的向上や、都庁内部の事務効率化の

メリットを予測しました。 

 なお、このメリットは、電子都庁の基盤が概ね完成する平成１６年度を想定していま

す。 

 

（１） 都民サービスの向上 

  ① 都民の可処分時間の創出 

窓口への往復時間 １,１６２万時間（２９０万件分の申請に相当）  

   電子申請等により、自宅やオフィスに居ながら行政手続等を行うことができます。 

  これにより来庁のために要する往復時間を削減し、都民や事業者の可処分時間（自 

   由に使える時間）が新たに創出されます（４時間相当）。 

  ② 来庁に要する交通費の負担軽減 

交通費 ２１億円  

   可処分時間の創出と同様の理由から、来庁に要する往復の交通費の負担が軽減され、 

  間接的に都民サービスの向上に貢献できます。 

 

 

来庁 
（都庁） 

窓口への往復時間と 

交通費の負担 

従 

来 

電 

子 

申 

請 

（自宅・企業） 

電子申請、電子調達、都政情報の提供

による都民への軽減は 

可処分時間で １,１６２万時間 

往復交通費で 21億円 書類の入手や提

出、入札手続のた

めの来庁が不要 
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（２） 事務効率の向上 

  ① 職員の可処分時間の創出 

職員の可処分時間 ２５０万時間）  

   電子メールや電子決裁（ワークフロー）を利用することで「連絡待ち」時間を減ら 

  したり、組織内での情報共有をすすめて「問い合わせ－回答」に要する時間を減らす 

  ことで、事務の効率化が図られ、職員の可処分時間が新たに創出されます。この可処 

  分時間は、政策立案、新規事業の実施など、新たな都民サービスの拡充などに振り向 

  けるとともに、効率的な執行体制を実現していきます。 

  ② ぺーパレス化による事務コスト削減 

コスト削減（１８億円）  

   文書の電子化等により用紙類、コピー経費及び文書保管経費の削減（４０％）を図 

  るとともに、出張旅費（１０％）と刊行物のホームページ上への掲載による出版経費 

  の削減（２０％）も期待できます。 

用紙代・コピー代及び 

文書保管経費の４０％削減 

 

都刊行物出版経費の２０％削減 

用紙（文書） 

ペーパーレス化の推進

による効果は約18億円

文書総合管理システム 

都庁ポータルサイト 

用紙代・コピー代の削減 

文書保管経費の削減 

刊行物印刷経費の削減 

刊行物 

 

出張旅費の１０％削減 



                    電子都庁推進計画 第３部 第２章 

 - 138 - 

（３） 様々な視点からのメリット 

  上記のメリットに加え、都民サービスや事務効率向上の面で、以下のメリットを生み 

 出すことが期待できます。 

 

  ① 都民・事業者へのサービス向上 

 

項目 概要 

申請等の 24 時間対応 

（ノンストップサービスの実現） 

 行政窓口の受付時間にかかわらず、いつでも申

請や届出ができるようになります。 

行政手続処理期間の短縮 

 申請後の審査・決定手続や登録などの事務フロ

ーを見直し、電子化することで、手続自体に要す

る時間の短縮化を図ることができます。 

インターネットによる公共施設

等の利用申込みによる利便性向

上 

 施設の空き状況の確認や予約をする場合に、施

設に行く必要がなくなります。また、窓口受付時

間内に問い合わせるなどの時間的な制約がなく

なります。 

電子調達の実現による事業参入

機会の拡大 

 都の入札情報や落札情報がインターネットで

簡単に検索が可能となるとともに、入札が電子化

されることに伴い、来庁することなく複数の入札

に同時に参加できるため、事業者にとって事業の

参入機会（ビジネスチャンス）が拡大します。 

都政情報の迅速な提供と提供範

囲の拡大（昼間都民等） 

 豊富な都政情報が都庁ポータルサイトを通じ

て広く提供されることで、迅速に都民生活や事業

者の活動に必要な情報を入手することが可能に

なります。また、都外から通勤・通学する「昼間

都民」も簡単に情報を入手することができます。 

自動車利用を利用した都民・事業

者の来庁減による環境施策への

貢献 

 来庁する必要性そのものを減らすことで、自動

車利用も減らし、省エネルギーや排ガス対策に貢

献することができます。 
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  ② 事務効率の向上等 

 

項目 概要 

文書の電子化による意思決定の

迅速化 

 

 電子決裁などのワークフローを利用すること

で意思決定に必要な協議や審査にかかる時間を

短縮します。また、文書の電子化により、必要な

資料の検索も簡単に行えるようになります。 

ナレッジマネジメントによる政

策形成能力等の向上 

 意思決定や業務に必要な資料の情報共有化を

図り、有効活用することで、政策形成が促進され、

相談指導のレベルが向上するなどの効果が期待

できます。 

電子調達による事業者間競争の

拡大と落札価格の低下、調達事務

コストの削減 

 

 より多くの事業者に参入機会を付与すること

で事業者間の競争性を発揮させ、落札価格の低下

を導きます。また、契約に関する事務手続きを見

直し、電子化することでコスト削減を図ります。 

ペーパーレス化による執務環境

の向上・省スペース化 

 

 庁内で保管管理されてきた紙の資料文書が大

幅に削減されます。この結果、収納ロッカー等

に収納されていた紙の資料文書が減少し、執務

スペースを効率的かつ快適に利用することがで

きます。また、執務室を占有してきた紙の保管

スペースが減少することで、執務室を他の用途

に転用することも可能となります。 

ペーパーレス化による木材伐採

抑制(地球環境保全) 

 紙の使用量そのものを減らすことで、森林資源

の保護に貢献することができます。 
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第３章 情報ネットワーク社会の課題と対応 
 

１ デジタルデバイド   
 [現状と課題] 

 インターネットの普及によって情報入手や発信が容易になる一方で、そのための技術を

利用できるか利用できないか等の違いが生活そのものに影響を及ぼし始めています。例え

ば、パソコンを使えないと希望の会社に就職できない、チケット代や銀行手数料はインタ

ーネットを利用した方が安い、インターネットで提供されるサービスを利用できる人は有

益な情報を得られるがそうでない人は情報から遠ざかってしまうなど、収入や生活の質、

社会参加の機会に差が生じてしまう。これがデジタルデバイドです。 

 デジタルデバイドが生じる原因としては、さまざまな要因が考えられます。所得差、年

齢差、障害の有無、居住する地域のインフラ整備状況などが複雑に絡み合い、パソコンや

インターネットを利用しにくい状況を生み出しています。 

 デジタルデバイド解消には、２方向のアプローチが考えられます。現在パソコンやイン

ターネットを利用できない方に、利用できる（利用しやすい）ように支援する方法と、逆

に、パソコンを利用できなくても、ＩＴの恩恵を受けられるようアクセス方法の多様化を

進める方法です。対策の主なものを下表にまとめました。 

 なお、これらの方法も東京都が事業展開するだけでなく、国の施策との連携や企業、 

ＮＰＯなどと協力したり、その活動を支援していく方法で進めることが必要です。 

方針 項目 概要 

高齢者等に対する操作講習 
の実施 

パソコンの基本操作の習得 
個人情報・著作権保護に関する啓
蒙など 

学校教育の充実 同上 

操作環境のバリアフリー 
の促進 

既存インタフェースの改善 
音声操作など新しい技術の導入 

パソコン利用層の拡大 

地域間格差の縮小 通信環境の整備など 
パソコンによらない 
アクセスの促進 

新技術に対する対応・支援 
携帯端末、ボイスアクセスなどへ
の対応 

 

 [対応] 

 都では、地域ＩＴリーダーの養成や技術専門校においてＯＡ関連科目を設置するなど技

術、経営、資金面からＩＴ化対応を支援してきています。また、国の進める全国民を対象

としたＩＴ講習事業の積極的な展開も図っています。さらに、国の障害者情報バリアフリ

ー設備整備事業を活用して、在宅の障害者（児）が、容易に情報機器を利用できるよう、

福祉施設等へパソコンを設置します。今後も国や企業等とも連携しながら対応を進めてい

きます。 
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２ 青少年保護   
 

［現状と課題］ 

 家庭や学校などへのインターネットなどの新たなメディアの急速な普及により、子ども

でも簡単に世界中の情報を入手することができるようになりました。しかし、これらの情

報の中には、暴力や薬・ポルノなど青少年に不適切な内容も含まれています。青少年がこ

れらの情報に影響を受け、犯罪を行ったりするケースが発生しています。 

 また、不特定多数の人とメール交換をして仲間を探すというホームページもあり、簡単

に見知らぬ他人と知り合うことができる機会が増えていますが、これらの中には、営利目

的や性的接触を目的とするものもあり、青少年が犯罪に巻き込まれるケースも少なくあり

ません。情報化の進展が与える影響が、青少年の育成上、大きな問題となっています。 

 

［対応］ 

 ① 基本的な対応 

  このような状況から、青少年を守るためには、情報を発信する側と受け取る側の双方 

 からの取組が必要です。 

  現在、青少年に悪影響を与える情報（有害情報）、特にわいせつな内容の発信について  

 は、刑法による規制が行われているとともに、プロバイダやソフトウエア会社を中心と 

 する業界においては、発信する情報についての倫理規定や自主規制が行われていますが、 

  今後、さらに規制内容の見直しなどを行う必要があります。 

  また、受け手による受信情報の取捨選択を可能にする手段として、ホームページで提 

 供されている情報を格付けし（レイティング）、子供などに見せたくない情報は表示でき 

 ないようにする技術（フィルタリング）を家庭や学校のパソコンに導入することによっ 

 て、子どもたちを有害情報から守る技術的な措置を講じる必要性もあります。 

  さらに、子どもたち自身が、誤った情報や不要な情報に惑わされることのないように、 

 必要な情報を選択できるようになることも必要です。 

 

 ② 都の取組 

  現在国では、有害情報等から青少年を守るための法整備をはじめ、有害情報を見せな 

 い仕組みづくり等への検討を始めています。 

  都においても、今後、関連する協議会等において、青少年の有害情報に対する判断や 

 主体的な情報活用能力を育成するためのメディアリテラシーの育成や条例整備など、青 

 少年の健全な育成のための取組をすすめていきます。 
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３ 著作権保護   
 

 [現状と課題] 

 文章や音楽、絵画、写真など、著作物は著作権法によって保護されており、著作物に関

する権利は、著作権者のみに帰属しています。そのため、私的利用など一部の例外を除い

ては、著作権者の許諾なしに、著作物を複製、転載、改変したりする行為は法律違反とな

り、刑事罰（三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金）や民事罰（損害賠償など）の対象

となります。 

 コンピュータで使用するソフトウェアやデジタルコンテンツ（電子化された著作物）は、

その性質上、複製したり、改変したりすることが極めて容易であるため、違法であるとの

意識が希薄になる場合が多いようですが、これらも著作物であり、等しく著作権法の保護

下にあり、罰則にも変わりはありません。主な著作権の侵害について以下の表にまとめま

した。 

 

項目 概要 影響 

ソフトウェア著作権の侵害 
違法コピー、違法コピー品の
購入、違法行為を助長する情
報提供など 

デジタルコンテンツの侵害 

画像・音楽等の違法複製、 
ホームページ記載内容の無
断転載、フリーソフトの無断
改造・再配布など 

刑事責任、民事責任、社会的
信頼性の低下、ウィルス感染
の危険性、開発者の育成阻害
など 

 

 [対応] 

 著作権の保護については、Business Software Alliance (BSA)や社団法人コンピュー

タソフトウェア著作権協会 （ACCS）などの団体が、啓蒙活動や情報提供を始め、企業

内での不正使用対策などの活動を行っています。また、技術面では、電子透かしや認証を

利用したコピー防止などの方法が開発され、それを利用して著作権を保護しようとする製

品も増えてきています。 

 都では、まず、内部での適正使用を確認し、引き続き、職員への著作権保護に関する知

識の普及に努めていきます。また、インストール制限や監査ツールの導入など違法コピー

ができない環境の整備を進めていきます。 

 デジタルコンテンツについては、誰もが加害者にも被害者にもなる可能性があります。

まず著作権を侵害しないことに留意し、著作権を侵害されたときに、どう対応していくか

を整理していきます。 

 また、東京都内部だけでなく、都民に対しても、著作権の保護について啓発活動を行っ

ていきます。 
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４ 消費者保護   

 

［現状と課題］ 

 最近では、一般消費者向けのホームページによる商品販売（インターネット通販）が盛

んになってきています。時間や場所、国境にとらわれずに、さまざまな商品を選び、買い

物できる環境は、消費者の利便性が向上するだけでなく、企業側にも店舗が不要になるな

ど大きなメリットがあります。 

 しかしその反面、電子商取引におけるトラブルが増えているのも事実です。「代金は納め

たが、商品が届かず業者と連絡が取れない」｢無料のつもりで申し込んだが代金を請求され

た｣、｢マルチ商法まがい｣などがあげられます。 

 通常の商取引よりもトラブルが起こりやすい原因として、相手の確認がしづらい－ 

「インターネットの匿名性」、ネット通販に関するルールが不明確―「法・制度の不備」、

契約する意志があいまいなまま、簡単な操作で契約できてしまう－「消費者の知識不足」

などが考えられます。 

 このようなリスクを抱えた電子商取引から消費者を保護することが課題となっています。 

 

［対応］ 

 匿名性については、認証基盤の整備が進めば解決の方向に進みますし、法制度について

は、現在、政府が消費者保護のための法改正やネット上での広告・勧誘のルールなどの整

備を始めています。 

都としても、国に対し法整備や国際ルールについて具体的な提案を行うとともに、事業

者の自主規制として電子商取引推進協議会が制定した「消費者取引ガイドライン」や 

「
＊

オンラインマーク」の普及を支援していきます。また、都民が電子商取引を円滑に行っ

ていけるよう、消費者、事業者に対する教育・啓発活動や都民からの消費生活相談対応に

力を注いでいきます。 
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５ 電子商取引における課税ルールの確立 
  

 [現状と課題] 

 経済取引に適切に課税していくためには、税務当局が「だれが」、「いつ」、「どこで」、｢どの

ような取引を｣、｢どれだけ行ったか｣といった取引の実態を正確に把握する必要があります。し

かし、電子商取引は、インターネットの匿名性や取引がネットワーク上で電子的な手段により

行われるなどの理由から、取引そのものの把握や取引をした当事者を特定することは容易では

ありません。 

 また、現在の課税制度は取引が行われた場所等を前提とし、課税を国ごとに行っています。

しかし、電子商取引は、取引場所が「国内」なのか「国外」なのかを区別することも困難であ

る等現行制度の枠組みを超える部分があるため、各国の課税権の及ぶ範囲や国際的な課税ルー

ルの基準等が定まっていません。 

 この結果、電子商取引に対して課税されないままになったり二重課税されるなど、税の不公

平を生じる可能性があります。 

 このため、電子商取引の普及拡大にブレーキをかけることなく、公正かつ簡素で効率的な課

税のしくみを構築していくことが国、地方を通じた課題となっています。 

 

 [対応] 

 電子商取引では国境を越えた取引が展開されるため、一国だけが独自の制度を導入すること

は望ましくありません。このため、現在ＯＥＣＤ（経済開発協力機構）において国際的な電子

商取引の課税基準の作成が進行しています。 

 都としても、国際的基準や国の法改正等の動きに留意しながら、課税に係るより現実的な問

題点や課題の解決に向けた調査、研究を進めていきます。 



電子都庁推進計画 参考 

 

（参考）都民、都議会、職員からの意見・要望 

 本計画の策定に当たっては、広く都民意見を募り、職員からの提案や意見も最大限取り

入れるとともに、これまでの都議会での質疑も十分踏まえて、電子都庁にふさわしいＩＴ

の道筋を盛り込んでいます。 

 

  ① 都民意見 

「電子都庁推進計画（中間のまとめ）」の発表に当たり、｢広報東京都｣に掲載する

とともに、東京都ホームページに全文を掲載し、都民の皆さまからの意見・提案を募

集しました。たくさんの方から電子都庁に関するご意見を頂き、感謝しています。原

則として、お寄せ頂いた全てのご意見に電子メールにより返事をお返ししました。そ

の結果、二度、三度と意見が寄せられ、貴重な議論に発展したケースも見られました。 

最も多く寄せられた要望は、電子申請や問い合わせの実現についてで、とりわけイ

ンターネットアンケートの実施に関するものが多くみられます。調達情報の提供や入

札プロセスの電子化、区市町村窓口等でのワンストップサービスなどへの期待が多く

寄せられました。 

また、知事の政策情報の広範な提供など、インターネットを通じて直接都庁に触れ

る要望、地域の工事関係等の予告情報の提供など、見える都庁への要望もありました。 

さらに、ボランティア登録手続きの電子化、インターネットを活用した都政モニタ

ー方式に関する提案など、都政へ参画し、動かしていくためのツールとして情報シス

テムを活用するという提案も見られました。 

寄せられたご意見、ご提案は、必ずしも大型のシステムを必要とせず、身近なとこ

ろから速やかに、比較的簡単な仕掛けで実現するものが多く見られたのも特徴的でし

た。 

 

  ② 都議会からの意見 

 電子都庁の推進に当たって、都議会本会議及び常任委員会の審議を通じて、従来に比

べてＩＴに関する論議がいろいろな観点から活発に行われました。具体的には、「ＩＴ

を活用した業務改革をどのように図っていくのか」、「どのような点に留意してＩＴ化

を進めていくのか」、「パソコンを所持していない人、ハンディキャップにより使えない

人等に対して、どう対応するのか」などについての質疑がありました。 

 

  ③ 都の職員からの意見 

 昨年１２月の中間のまとめを発表した後、職員提案制度やその他の意見集約方法によ

り、都の内部の職員からの意見も募りました。 

 それぞれの提案・意見は、内部事務に関するものとして、研修業務における研修ポー

タルサイトの活用、図書管理台帳のＴＡＩＭＳ掲載、備品管理システムなどがありまし



電子都庁推進計画 参考 

 

た。都民向けのものとして、公表工事の指名通知等の電子化、災害情報提供の携帯電話

活用、災害時の安否情報の提供などがありました。 

 

 これらの各方面からの貴重なご意見は、本計画に反映するよう努めましたが、今後策

定する電子都庁各局推進計画や、さらには本計画の見直しに際して、さらに織り込んで

いくよう努めることとします。なお、その他、代表的な提案や意見の要旨を、参考とし

て掲載しました。 

 

［電子都庁に対する意見・要望］ 

○パスポートの交付申請などの手続きを休日にできるようにして欲しい。 

○都のポータルサイトでどのような情報が得られるのかわからないが、他の自

治体の情報も入手できるようにして欲しい。 

○現在必要とされているボランティア情報が一覧で分かると、登録申込みに便

利である。 

○電子アンケートがあると、優先的に解決すべき課題が明確になる。 

○「仕方なく行政と向き合う」住民が積極的に公益活動に参加するチャンスが

増えるため、電子都庁の推進を応援する。 

○駐車違反の取締りへのＩＴの活用方法を検討するべきである。 

○答申、通達、条例改正の動向などの施策関連資料の検索を、一連に簡単に行

えるようホームページを充実すべきである。 

○災害時に携帯電話による安否確認情報や、現在位置から避難場所、応急給水

拠点までの情報を割り出せるようにしたり、本人あるいは知人が安否情報の

登録・問い合わせができる情報検索システムを構築する必要がある。 

○パソコンを所持していない人、ハンディキャップにより使えない人等、パソ

コン利用が困難な都民への配慮が必要である。 

○ＩＴ化は、障害を持っている人にとって職域を拡大できるものと期待すると

ころもあるので、障害をもった都民や職員に配慮したＩＴ化を図って欲しい。 

○都民全員が利用できる電子都庁とすべきである。 

○高齢者など情報技術に触れる機会のない都民に配慮し、インターネット利用

の技術講習を行って欲しい。 

○ＩＴに関する職員個人のスキルアップに関することについて、自主的に取り

組む必要がある。 

○単に３ヵ年の実施計画として小さくまとめるのではなく、本格的なＩＴ時代 

を見通しての最初のステップと位置づけるべきである。 

 



 
アウトソーシング（outsourcing） 

 行政活動に必要な機能の一部を、業務委託などの手法で外部の機関を利用して実現すること。 

 

インターフェース（interface） 

 もともとは、異なるもの同士の境界の意味。転じて異なるコンピュータの装置同士、人間と装

置の間やコンピュータ・システム間で情報を交換する方式や、接続の仕様を指す。 

 

ウェブ化（web based） 

 クライアントサーバ型のシステムで、クライアント側に独自のソフトを持たせず、ブラウザ（イ

ンターネットを閲覧するためのソフト、インターネットエクスプローラなど）を使用して開発す

る手法。ブラウザにプラグイン（追加ソフト）を組み込んだり、ソフトをサーバからダウンロー

ドして動作する。 

 

オンラインマーク（online shopping trust mark） 

 日本商工会議所が発行する信頼性保証のマーク。ただし、通信販売事業者が実在すること、そ

のホームページが法令等を遵守して作成されていることを保証するものであり、商品やサービス、

契約内容について保証するものではない。 

 

霞が関ＷＡＮ 

 政府の各省庁で整備されているＬＡＮを相互接続し、情報交換および情報共有を実現するため

つくられた国のネットワークのこと。→ＬＡＮ、ＷＡＮ 

 

クライアント・サーバ（client server） 

 データベースやプリンタ等のコンピュータ資源を集中して管理するコンピュータ（サーバ）と

それを利用するコンピュータ（クライアント）で構成されるネットワークまたはシステムのこと。 

 

グループウェア（group ware） 

 個人間での情報交換・共有を目的として、ネットワーク上で使用するソフトウェアの総称。電

子メール、電子会議室、スケジュール管理などの機能を組み合わせて利用することが多い。 

 

コンテンツ（contents） 

 コンテンツは「内容」の意味。コンピュータのシステムそのものではなく、それによって提供

される情報やサービスの意味で使用される。 

 

 

ア ～コ  

用語解説 



 

サーバ（server） 

 →クライアント・サーバ 

 

システムアセスメント（system-assessment） 

 アセスメントは査定・評価の意味。コンピュータシステムの開発・運用の影響や費用対効果な

どを、主として事前に評価すること。 

 

システムベンダー（system-vendor） 

 コンピュータシステムを販売する企業。自社製品を販売する企業（メーカー）と他社製品を販

売する企業（エージェント）を一括して称する場合に使用する。 
ジ～デ 

情報キオスク端末 

 公共施設や街頭に設置される共用端末機。タッチパネルなど利用し、簡易な操作を実現する。

パソコンを利用してインターネットに接続できない場合も、アクセスができるよう設置される。 

 

スキル（skill） 

 直訳すると「技能、技術、わざ」。情報処理の用語では、特定の環境で特定の作業を行える能

力を指す。 

 

スパムメール（spam mail） 

 勧誘・いたずら・いやがらせなどを目的に不特定多数に送られる迷惑メールのこと。内容は宣

伝、デマ、チェーンメール（不幸/幸福の手紙）など他愛のないものが多いが、アドレス詐称、

不正中継、メール爆弾など、不正アクセスの一手段となる場合もあり、対策が必要となる。 

 

セキュリティポリシー（security-policy） 

 セキュリティ保護に関する基本的な指針を定めるもの。具体的には、情報機器や情報のうち「な

にを」「どうやって」「どれくらい」保護するのかの方針を策定する基準となるものをいう。 

 

ダウンサイジング（downsizing） 

 業務で使うコンピュータをこれまでより小型のものに替えること。パソコン等の性能の向上

やコンピュータ・ネットワークの整備等が進んできたことを背景とする。これにより、情報処

理コストの削減が期待される。 

 

 

 

サ ～ダ  



 

データベース（database） 

 蓄積したデータに対して、入力、検索、更新などの操作が容易になるよう意味づけを行ったも

のをいう。 

 

デジタルデバイド（digital-divide） 

 ＩＴの普及を背景に、それを使うことができるか否かで、受けられる恩恵に差が生じるという

問題があり、これをデジタルデバイドという。操作環境のバリアフリーに関する意識を高めたり、

パソコンによらないアクセスを可能とするよう努めることで、デジタルデバイドの解消を実現し

ていく。 

 

デジタルミュージアム（digital-museum） 

 美術館等の文化施設の収蔵物や記録をデジタル化してデータベースに蓄積し（デジタルアーカ 

イブ）、インターネット上で公開することで仮想のミュージアムを構築する構想。利用者は、自

宅にいながら、各文化施設の持つものを検索したり、観覧できるようになる。 

 

電子商取引 

 商取引の一部又は全部をインターネット等のネットワーク上のやりとりで実現すること。電子

商取引を促進するには、電子認証基盤等の条件整備が必要となる。 

→電子認証 

 

電子認証 

 ネットワークを利用したデータのやりとりに際して、そのデータが「どこから」「どこあてに」

発信されたものか確認でき、途中で「改ざんされていない」「盗聴されていない」ことを保証す

る技術。電子申請・届出を実現する際に不可欠な基盤となる。電子的な証明書の登録、発行など

を行うサーバ（認証局）を設置する必要がある。 

 

東京構想２０００ 

 ２１世紀の東京がめざすべき中長期的な将来像（おおむね１５年後）を展望した構想。 

 東京をめぐる長期展望と今後15年の課題、めざすべき東京の将来像、１５年間の政策の目標

と取組の方向性などを内容としている（平成１２年度策定）。 

 

盗聴 

 ネットワーク上のデータを当事者に知られないように傍受し、情報を盗む行為。一般的な「盗

み聞き」ではない。 

 

デ ～ト  



 

都庁改革アクションプラン 

 東京都における行政改革の基本的な考え方、取組の方向を明らかにするもの。 

「ビジョンＩ」は、直ちに取り組むべき改革として、平成１５年度までの４か年の実施計画を内

容とし、その後に策定する「ビジョンⅡ」は、中長期的視点での東京の将来像を踏まえた改革に

ついて、東京をめぐる自治制度そのものの抜本的な改革も視野に入れた制度改革の提言を内容と

する予定（平成１２年度策定）。 

 

都庁スーパーバックボーン 

 バックボーンは「背骨」の意味で主にネットワークの基幹回線部分を指す。当計画では、電子

都庁実現のために要求される高速で大容量なネットワークを整備するため、庁内の情報系ＬＡＮ

および庁外事業所間を結ぶネットワークを都庁スーパーバックボーンとして再構築する。 

 

都庁ポータルサイト 

 ポータルサイトは、もともとは、インターネットに接続したとき最初に表示されるサイトの意 

味。当計画では、電子都庁の玄関であり、電子申請、情報提供、政策参画などすべての業務の入

り口となるという意味で使用している。 

 

ナレッジマネジメント（knowledge-management） 

 職務を遂行するうえで得た知識－いわゆるノウハウ－とマニュアルで参照できるような体

系的な知識の両方を合わせて管理し、行政のあらゆる分野で活用できるよう工夫すること。ＩＴ

の積極的な利用があって初めて可能となる。 

 

ハッカー（hacker） 

 一般には「不正アクセスを行う者の総称」として用いられる。元々はコンピュータについて 

知識が深く、創造的な才能にあふれたプログラマを指していたが、転じて情報の盗聴や改ざん、

破壊などの違法行為を行う犯罪者の意味として用いられることもある。 

 

パラダイムシフト（paradigm-shift） 

 ものの見方、考え方の基準となる概念の枠組みが、革命的、非連続的に変化すること。 

 

バリアフリー（barrier free） 

 バリアは柵、障壁など「はばむもの」の意味。システムの設計時に、障害者や高齢者などの利

用に配慮すること。 

 

 

ト ～バ  



 

ファイアウォール（firewall） 

 もともとは「防火壁」の意味。都庁内部のネットワークとインターネットなど外部のオープン

なネットワークの接続環境に、あらかじめ定められた形態のデータのみ通過可能となるよう設置

したハードウェア、ソフトウェアまたはその機能のこと。都庁への外部からの不正なアクセスを

遮断し、ネットワーク上のセキュリティを確保する手法のひとつ。 

 

プラットホーム（platform） 

 システム開発の基盤となる技術やハードウェア、ソフトウェアのこと。使用されるコンピュー

タやＯＳの種類を示すことが多い。 

 

マルチペイメントネットワーク 

 現在、公共料金や税金などの支払いは、口座振替以外の場合は、納付書を利用して金融機関等

で支払いを行う必要がある。これをインターネットやテレホンバンキングなどを利用して、「い

つでも」「どこでも」払える環境を実現できるよう検討している新しいネットワークシステムの

こと。都への税金、手数料、施設利用料などの支払いに使用できれば、都民の利便性が向上する

だけでなく、都庁での事務効率化にも大きな効果がある。 

 

ミレニアム・プロジェクト 

 平成１２年に政府決定された、新しい千年紀を迎えるに当たっての国家プロジェクト。教育

の情報化、電子政府の実現、高齢化社会への対応、環境問題への対応等を主な内容とする。 

 

メーリングリスト（mailing list） 

 電子メールを利用した電子会議の一形態。メーリングリストあてに出されたメールをリストに

登録されたメンバーに全員に配信するシステムをいう。 

 

リテラシー(literacy) 

 読み書きの能力のこと。転じて、特定の分野に関する知識やそこで発揮できる能力を指す。 

 

ワークフロー（workflow） 

 ある作業での仕事の流れ。例えば給与事務手続であれば、申告－確認－決定－施行がワークフ

ローとなる。この計画の中では、ワークフローの各処理間のやりとりを電子メッセージ化し、電

子決裁などに利用できる仕組みのことを意味している。 

 

 

 

フ ～ワ  



 

ワンストップサービス（one-stop service） 

 一つの窓口で一度申請すれば、自動的に複数の関連した行政手続が実施されるようにするサー

ビス。完成すれば、例えば、転居した場合、その旨をどこかの窓口に届ければ、住民票の異動や

各行政機関への住所地変更の届出が自動的に行われるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワ  



 

ＢＰＲ（Business Process Reengineering ビー ピー アール） 

 行政事務の効率化や都民サービスの向上といった目的を実現するため、既存の事務の内容やプ

ロセスを分析し、実際の業務内容や組織を再構築を行うこと。当計画では、ＩＴを再構築のツー

ルとして位置付けている。 

 

ｂｐｓ（bit per second ビー ピー エス） 

 データ通信での情報の通信速度の単位で、1秒間に通信することのできるデータ量（ｂｉｔ

数）を表す。Ｍ（mｅｇａ）は１０の６乗、ｋ（ｋｉｌｏ）は１０の３乗.。 

 

ＣＡＬＳ（Continuous Acquisition and Life-cycle Support キャルス） 

 直訳すると「継続的な調達とライフサイクル支援」。他の組織と業務上必要な情報を標準化、

電子化して共有・共同利用することで、低コスト化、工程短縮、品質の向上を図ることを目的と

する。建設CALS/ECという場合は、公共工事実施の際にＣＡＬＳとＥＣ（Electronic 

Commerce→電子商取引）の手法を取り入れ、設計－入札－契約－施工－維持管理などの過程

でＩＴを適用すること。 

 最近では、「高速の商取引（Commerce At Light Speed）」の略語とすることもあるが、概

念的には同じものである。 

 

ＣＡＴＶ（Ｃable TV シー エー ティ ビー） 

 ケーブルテレビのこと。インターネット接続サービスが提供され始めており、ｘＤＳＬと比

較すると、回線容量は小さいが、加入者は、少額の追加投資で常時接続の環境が実現できる。 

 

ＣＬＯ（Collateral Loan Obligation シー エル オー） 

 ローン担保証券のこと。ある機関が、銀行などの金融機関のローン債権を譲り受け、それを

担保に投資家向けの証券を発行して資金を調達する手法である。米国では、住宅ローンなどで

多く取り入れられているが、日本ではまだあまり行われていない。 

 

ＤｏＳ（Ｄenial of Ｓervice ドス） 

 サービス不能攻撃と呼ばれる不正アクセス手段のひとつ。サーバやルータ（ネットワークを

接続する機器）に対して大量のデータや不正なデータを送りつけたり、不正な通信手段でアク

セスすることで、対象システムがサービスを提供できないようにする。 

 

e-ラーニング（e-learning イー ラーニング） 

 ＩＴを利用した遠隔教育の手法のひとつ。インターネットを利用した双方向的な学習形態を

想定することが多い。 

Ｂ～Ｅ  



 

ＥＵＣ（End User Computing イー ユー シー） 

 情報システム部門がシステムを構築し、システムの利用者（エンドユーザ）は利用するだけ

という構図ではなく、利用者自らがシステムの構築・運用を行う、または、システムが保有す

るデータをパソコン上で加工したりするなど、積極的に技術の活用を図ること。お仕着せのシ

ステムではなく、エンドユーザのニーズに沿ったシステムの構築・活用が可能となる。 

 

ＧＩＳ（Geographic Information System ジー アイ エス） 

 デジタル化した地図上に、道路やライフラインなど構造物の情報、人口や土地利用など地域の

特性、降雨量などの環境情報など、さまざまなデータを蓄積するシステム。蓄積されたデータを

重ねたり、加工することで、データの分析や業務の計画支援等に利用することができる。 

 

ＧＰＫＩ（Government PＫＩ ガバメント ピーケーアイ） 

 ＰＫＩ（Public-Key Infrastructure）は公開鍵を利用した電子認証基盤の概念のこと。ＧＰ 

ＫＩはＰＫＩを用いて、政府への申請、届出等を電子的に行えるようにするために国が整備する

認証基盤を指す。→電子認証 

 

ＧＰＳ（Ｇlobal Ｐositioning Ｓystem ジー ピー エス） 

 測地衛星の発信する電波を利用して、三角測量の原理で、受信者の現在位置（緯度・経度）を

特定するシステム。衛星波の他に地上波を利用することで観測精度を上げ、地図情報と組み合わ

せてカーナビゲーションシステムをつくる、という使われ方をする。 

 

ＩＴ（Information Technology アイ ティ） 

 情報通信技術と訳されることが多い。はっきりとした定義はないが、（特にインターネットで）

ネットワーク化されたコンピュータやその他の機器（携帯電話や携帯端末など）で利用される情

報処理技術と考えればよい。 

 

ＬＡＮ（Local Area Network ラン） 

 同一組織内、ビル内など限定された場所に敷設されたコンピュータネットワーク 

 

ＬＧＷＡＮ（Local Government Wide Area Network エル ジー ワン） 

 総合行政ネットワークの略称 

 

 

 

 

Ｅ～Ｌ  



 

ＴＣＯ（Total Cost of Ownership ティ シー オー） 

 コンピュータ・システムを管理・運用するためにかかる総経費のこと。開発費やハードウェア

の経費だけでなく、運用のための人件費、障害時の対応に必要な費用、ユーザサポートの費用な

どすべてを含めて、そのシステムにかかるコストと考える方法。ＴＣＯ削減のためには、ツール

を利用して、資産、運用、ユーザ管理などにかかる工数を削減する手法が一般的である。 

 

ＷＡＮ（Wide Area Network ワン） 

 ＬＡＮと対比して広範囲をカバーするネットワーク。または、ＬＡＮ同士を接続するためのネ

ットワークを指す。→ＬＡＮ 

 

ｘＤＳＬ（ｘ Digital Subscriber Line エックス ディ エス エル） 

 アナログ電話用の銅線を利用して、高速なデータ通信を実現する規格がＤＳＬであり、そこか

ら派生した規格をまとめてｘＤＳＬと呼ぶ。ＡＤＳＬ、ＨＤＳＬなどが有名。銅線を利用するた

め、通信距離が長くなると信号が減衰し使用できないが、近距離回線の高速化に効果がある。 

Ｔ～Ｘ  



                    

 

   
 

 

 

 

 

 

■本計画についてのご質問等は、下記までお願いします。■ 

東京都総務局総務部情報システム管理課 

（※平成 13 年 4 月から東京都総務局ＩＴ推進室となります。） 

電話（０３）５３８８－２３４３(ダイヤルイン) 

 

 

■「東京都ホームページ」http://www.metro.tokyo.jp でもご案内しています。■ 
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