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先に弁解を・・・

• ビッグデータそのものはやっておりませんが、2003-2007年の総務省ユビキタスプロ
ジェクトにおいては、近未来にユーザをとりまく情報が溢れてゆくことを予想し、ユーザ
の個人情報の管理手法を研究開発していました
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ケータイdeライフログ(2004)
日常生活で生まれる情報（ライフログ）を簡単に記録。 登録されたライフログ
はインターネット上に存在する情報との連携により、リッチコンテンツ化。
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実証実験の様子

ケータイの入力画面

Blogの様子

栃木県立宇都宮白楊高等学校にて
実証実験を実施

ケータイ版ライフログの適用事例；e-農業



５Gワイヤレス



5Gがやってくる

総務省 電波政策2020懇談会報告書 より



Usage scenarios of IMT for 2020 and beyond

M.2083-02

Gigabytes in a second

Smart home/building

Voice

Smart city

3D video, UHD screens

Work and play in the cloud

Augmented reality

Industry automation

Mission critical application

Self driving car

Massive machine type
communications

Ultra-reliable and low latency
communications

Enhanced mobile broadband

Future IMT

Recommendation ITU-R M.2083
“IMT Vision-Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond” より

超高速

多数同時接続 超低遅延

特にオープン
データ/ビッグ

データに期待
されるところ



5Gワイヤレスを用いた数多くのサービスシナリオが描かれている

総務省 電波政策2020懇談会報告書 より



将来のワイヤレスを取り巻く
世界像

ワイヤレス2020TF大橋入力資料より



センサネットワーク周辺技術の過去と今

2000年代前半

• センサ機器は高価。汎用センサノードも少な

く、個別開発は高価。

• 実証実験の機会が少なかった

• 多くはないセンサをある場所に配置し、そこ

から得られる情報を解析して何らかの傾向

を把握しようとしていた

• クラウドのような大規模ストレージは想定し

ていなかった

• スマートホンがなく、ユーザインタフェースと

して一般の方に利用していただけるものが

少なかった

昨今の動向

• スマートホンの普及

• アプリケーションが爆発的に増加。
利便性ある情報取得/操作環境。

• 大規模センサとしての利用が期待

• 通信の高速化＆コストの低廉化

• LTE等による通信速度向上

• 定額サービスの普及

• センサの低廉化

• 比較的簡単にインタフェースを介し
てシステムやネットワークに接続。

• クラウドの発展
• 大容量データを低コストで蓄積が可能

𝑈𝑈3 by 東京大学 例 arduino ワイヤレス2020TF入力資料



センサネットワーク：普及の方向性

1. 公共系センサネットワーク
河川流量管理や大気汚染モニタなど

• コストが膨大であるものの、社会的必要性が高いため、
公共団体がコスト負担して運用

• 今後公的インフラ更改にあわせて設置

2. 準公共系センサネットワーク
気象情報や道路交通情報

• 民間単独では事業化が困難であるものの、公共インフラ
を活用し、民間との協業によりサービスを提供

3. 民間系センサネットワーク
ホームセキュリティ、通学・高齢者見守りなど

• 純粋に民間で設置運用するケース。規模も小規模。投
資対効果が厳しくみられる。
⇒グローバルにマーケットが得られるかどうか

ワイヤレス2020TF入力資料

この領域が
公共オープン
データとして
の期待大



ワイヤレスを取り巻く将来予想1

• ワイヤレス通信のホットスポットはインドアに
• オフィスや家の中でのほぼコードレス化を実現できる通信が活況。

• センサやロボットアクチュエータもまずは構内でのワイヤレス利用

• 4Kが爆発的に普及、コンテンツはネットによる配信が一層の拡大

• 広帯域なワイヤレスがインドアに溢れることが予想される。

• ストレージレス環境
• コンテンツは（面倒なので）もう手元に持たなくなる。All contents on Cloud.
• 普通の人はスマホ、タブレットを持ち、もはやPCを持たない・使わない。PCを
持つのは専門家、ビジネスマン。

• すべてワイヤレスで手元で参照、あるいは大型ディスプレイでも視聴可能に。

• オンデマンド/ストリーミングコンテンツが主流
ネットを介した動画視聴、コンテンツ（本など）がさらに一般化、あるいはデフォルトに
なり、ワイヤレスの下り帯域の主要消費者に。

予想のポイント：例えばモデムの速度が速くなっていったとき、二度と遅いモデムが
使えなくなっていったように、差分は小さくても、（面倒がなくなり）後に戻れない
メリットのあるフィーチャを主としてピックアップ

ワイヤレス2020TF入力資料



ワイヤレスを取り巻く将来予想2

• WPT(無線電力伝送）: 典型例としてEVへの電力供給が。その他今後増
加が予想される低消費電力のワイヤレスセンサやアクチュエータに対
してWPTによる電力供給が期待

• 超臨場感通信：遠隔の高齢者との対話や、リモートでの現場作業をサ
ポートするなどのシーンでテレプレゼンスあるいは超臨場感通信が利
用される

• M2H(Machine to Human)/H2H(Human to Human)通信の飽和：視覚や
聴覚などの五感(上記超臨場感通信を含めて）に必要な伝送帯域が満
たされるように。以降はM2M/IoTの人を介さない通信が次第に通信の
主要帯域を占める

• クラウド/AIとの密結合：エッジに張り出したクラウド/AI環境からワイヤ
レスを介して、必要な環境（人、センサ、アクチュエータ）にアクセスする
ことで、これまでにない、リアルタイムな情報提供、注意喚起、機器制
御などを実現

ワイヤレス2020TF入力資料



ワイヤレスを取り巻く将来予想3
• ヘルスケア：ウェアラブルヘルスケアを用いたビジネスが活況。ウェアラブル装着者
と長寿化の相関が現れ、保険料率の低減も。

• ロボット：人が脅威を感じにくい部分から開始。夜間掃除ロボット、介護ロボットなど。
人間の仕事を脅かすとは見えないが、少しずつ普及してゆくイメージ。一方人々は
ほどなくロボットの業態を当然視するように。

• ドローン：新たな輸送インフラ。しばらくは、特殊目的での離島/山間部等への物資

搬送に利用。物資流通を支えるインフラになるにはもう少し時間を有する。エネル
ギー消費と利便性とのトレードオフ見極めが必要。

• ITS： レーダを始めとして車自身のICT武装が目覚ましく発展し、交通事故の減少、

乗員の安全確保が進む。社会インフラ整備には時間がかかるため、インフラも含め
たITSは、もう少し後になろう。いずれにせよ、ITSはリアルタイムワイヤレスの熾烈な
チャレンジの場となる。

• 見守りデバイス：レーダ技術の普及に伴い、安心、安全のための見守りデバイス、
サービスが発展する。
例1：車載用であった衝突防止やアラームシステムが、自転車や歩行者にまで適用。
パッシブデバイスでも良いかも知れない。
例2：プライバシを考慮した家における高齢者の動態監視など

ワイヤレス2020TF入力資料



将来のワイヤレスを取り巻く世界

4K/8K
高品質動画

ドローンやUAVによる
物資輸送

緑豊かな
コンパクト
シティ

EVへの
ワイヤレス給電

ITSインフラ 車載レーダや
車車間通信で
事故が激減
自動運転の実現高臨場感/

テレプレゼンス

ロボットによる
サービス提供

遠隔高齢者の
見守り

センサによる橋梁等
構造物モニタリング

ヘルスケア
& 能力向上

スマートグリッドによる
安定した電源供給

スマートホンによる多彩な
情報収集&機器制御

クラウド&AIインフラ

生活に必要なストレージを
全て集約 & コンテンツ提供
社会の背景知として人々に

安心・安全を提供

将来ワイヤレスは一層社会における
情報流通を促進し、人々の生産性を高め、
健康を守り、社会の安全を確保する

コードレス
居住環境

オンデマンド/
ストリーミング視聴

ワイヤレス2020TF入力資料



ビッグデータ/オープンデータと5Gワイヤレス

• ワイヤレスインフラが各種アプリケーションを支え世界をくまなく結ぶ

• ワイヤレスネットワークを通じてビッグデータが生成・流通され、新た
なマーケットが創出される

• ワイヤレスアクセスを通じ、各種コンテンツ（オープンデータ）が時間・
場所の制限なく、5Gデバイスを通じ広く人々に共有される

Recommendation ITU-R M.2083
“IMT Vision-Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond”
3.2 Role of IMT for 2020 and beyondより



オープンデータ & ワイヤレス活用への期待

集
約

5G Massive 
machine-type 
communication

sensors

解析・匿名化・
意味抽出

クラウド
蓄積

オープン
データ

発信・利活用

オープンデータの準自動生成
(RPA化)

新ビジネス

数多くの
センサからの
情報収集



セキュリティに関する課題
【ワイヤレス】

• 5G セキュリティのスキーム、プロトコル自身はこれまでの3G, 4Gからの発展を踏まえたものであ
り、安全性には現時点問題ないと考える。

• 無線LANに関しては、昨年WPA2に関するKRACKが報じられたことはあったが、最新のプロトコル
を使っている限りセキュリティにはfatalな点はない。

• 但し、無線の性質上、電波をモニタされることだけは避けられないので両者とも解析対象には容
易になる。

【センサ】

• センサノード側のセキュリティはIoTのアキレス腱、しかし遮断するからといって大丈夫とは思え
ない。

【ソーシャル】

• 個人的にはこれが最も脅威、今後AI、機械学習によってより攻撃が巧妙になってくることが予想
され、ここから情報が漏えいすることを懸念



オープンデータ化に関する懸念

• 個人情報露呈への懸念
• 直接には現れないとしても、複数のオープンデータ + SNSの断片情報から
個人（がそこにいたなど）情報が漏れないかの懸念

• いわゆる個人の判別に近づきやすい情報は活用者が欲しい vs 情報漏えいの危険性
➡個人に関わる情報は一定数𝑘𝑘以上のグループの中に埋め込ませる𝑘𝑘-匿名性を確保すべき

• 個人・組織資産への影響
• 浸水想定被害や犯罪事案、交通事故状況が公開され、解析されると、この地域は危険そうだ、犯罪が
増えつつある、過疎化が目に見えてきている、でここに住むのはやめよう、などと言われ土地所有者
が土地の価値、地域住民が地域の価値の下落を懸念する声もあるかもしれない。
➡これは隠すべきと言うより、市民のみなさんの理解を得る努力をする、改善のための大切な指標に
する意識が大切

• コスト増大への懸念
• 理念は賛同されても、その実現にコストがかかって財政を圧迫するようではいったい何のためにオー
プンデータにしたのか？の疑問が提示される
➡本来オープンデータとは、それを見せることにより得られる利益（社会的価値）が見せないことよりも
はるかに大きいという前提で進められてきているので、その損得は常に考える必要がある。あわせて
常に低コストでのオープンデータ実現を図る努力も必要。



福岡市オープンデータに関して

• データセットの充実
他自治体に比べて先駆的に数多くのデータを揃えており、高く評価できる

• データセットの完全性と公平性
例えばH20-27はあってもそれ以降が掲載されていないなど揃ってないのでは、とみなされるケース。あるい
はある地域は公開されていても別の地域は公開されていない、などをどう埋めるか？

• Chronicleな管理
今のスナップショットならこれでいいが今後の更新・継続を考慮してゆく必要がある。
例：xx計画 などとあるが、これがいつ策定されて、いつまでをターゲットとしているのかがわからない。
オープンデータも、一種の賞味期限があることを念頭においてほしい。つまり一かたまりのデータでも、
とても古くなったものと最新のデータが混在していると活用が面倒になる。

• オープンデータ活用ビジネスの育成
BODIKなどのCivictecもいいが、長い継続性を求めるのであれば、ビジネスの育成が大切。福岡市に
は良い例もみられるようなので、ぜひ他都市にさきがけて育成の試みを期待したい。
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