
ＩＣＴを活用した新たな街づくり 
のイメージ（例） 

 
（ＩＣＴを活用した街づくりとグローバル展開 
に関する懇談会第2回資料2-3参考資料） 

 



【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 日本アイ・ビー・エム提出資料 

1 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 



2 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 日本アイ・ビー・エム提出資料 
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能 

3 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

将来像（災害時） -情報・エネルギーが断絶せず、人と繋がる安心・安全な社会- 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第１回）横須賀市説明資料 
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4 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

将来像（平時） -市、コミュニティ（市民）、加えて民間企業が協調する社会- 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第１回）横須賀市説明資料 



「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）三井不動産説明資料 

5 



6 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）三井不動産説明資料 



7 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）日立製作所説明資料 



8 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例）② 

情報共有社会を目指して 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）日立製作所説明資料 



9 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）パナソニック・パナソニックシステムソリューションズ説明資料 



10 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）パナソニック・パナソニックシステムソリューションズ説明資料 



11 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）ＫＤＤＩ説明資料 



12 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）ＫＤＤＩ説明資料 



13 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）つくば市説明資料 



14 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第２回）つくば市説明資料 



15 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第３回）日本電気説明資料 



16 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 日本電気提出資料 



17 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第３回）東日本電信電話説明資料 



18 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第３回）東日本電信電話説明資料 



19 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例）⑧ 

スマートコミュニティのイメージ 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第３回）経済産業省説明資料 



20 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例）⑧ 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第３回）経済産業省説明資料 



21 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 富士通提出資料 



22 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 富士通提出資料 



23 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

センサーの活用分野は、急速に拡大している。 

防災情報収集 

センサー単体の活用 

高度化（より大規模に、情報収集から分析、情報配信、自動制御へ） 

活
用
分
野
の
拡
大 

自動水洗 

体温計 

ＮＷで情報収集 

情報分析、情報配信、
自動制御 

他システムと連動した 
高度な制御 

アメダス 

河川情報 
システム 

震度情報 
ＮＷシステム 

土砂災害 
警戒情報システム 

自動改札 
ＥＴＣゲート 

社会インフラ 

車両運行支援 
（自動車、列車） 

交通渋滞情報配信 
（カーナビ等） 

マウス 

人感センサー付 
照明 

百葉箱 

エアコン、冷蔵庫 
など家電 

水道、ガス、 
電力メータ 街づくり 

工場制御 
（製造業、農業） 

端末情報管理 
（スマートフォン等） 

異常監視・対策 
（トンネル） 

交通管制 
（信号機、標示板等） 

在庫管理・配達員派遣 
(自動販売機等） 

銀行ATM 

＜例＞ 
震度情報 
の場合 
 

震度計の設置 
ー設置箇所の震度を把握ー 

震度情報ＮＷシステム 
ー近隣や全国の震度情報を把握－ 

緊急地震速報 
－地震波の特性を利用し、震源・震度の予報を

発表－ 

緊急地震速報等に基づいた自動制御 
－鉄道会社の運行管理システムと連携した列車運行停止な

どに活用－ 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 ＮＴＴデータ提出資料 



24 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 ＮＴＴデータ提出資料 



25 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 情報通信研究機構提出資料 



26 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会 情報通信研究機構提出資料 



27 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第４回）三鷹市説明資料 



28 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第４回）三鷹市説明資料 



29 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第４回）日本ケーブルテレビ連盟説明資料 

① 地域の防災力を高める、災害に強い地域の公共的な情報通信メディア 
② 行政、コミュニティ、住民と連携し、身近な生活情報を的確に発信する情報通信メディア 
③ ICTによる産直物販支援など、地元経済復興にも貢献する総合情報通信メディア  
④ 住民の利便性と地域の魅力を高め、地域コミュニティ再生に役立つ情報通信メディア 
⑤ 省エネルギー、環境重視など、未来志向のまちづくりに貢献できる情報通信メディア 

地震だけでなく、台風や集中豪雨等による土砂崩れ・洪水被害、 
豪雪等による被害等、天災のリスクは日本中、あらゆる地域で等しく存在 

⇒ 常に求められるのは、正確な、そして身近な情報 

平時に求められるのも同じ。 
正確な、そして身近な情報が 
誰でも簡単に得られること 

ケーブルテレビの目指す姿 



30 「ＩＣＴを活用した新たな街づくり」のイメージ（例） 

【出典】ＩＣＴ街づくり推進部会（第４回）日本ケーブルテレビ連盟説明資料 

街そのものの経営戦略・コンセプト

エコ・環境 便利・快適 安心・安全 絆
(コミュニティ)

ICT基盤
の整備

地域情報
の提供

地域住民
の繋がり

街の活性化・市民の幸福・誇り

ケーブルテレビが
果たす役割

これからの街づくりに求められるもの 


