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高度情報通信インフラ整備と地域活性化

藤本幸生市

Economic Development in Local Area 

by Constructing a High-quality Information Infrastructure 

Sachio Fujimoto. 

Both of the central government and local governments are re-developing vari-

ous policies for a local information service in earnest， against the recent pop仕

larization of the Internet. On the other hand， President Clinton had signed into 

the Telecommunication Reform Act of 1966. It is said that this legislation will 

lead all Americans into a more prosperous future by preparing economy for the 

21st Century and opening wide the door to the Information Age. 

This paper will answer about the following questions: 

(1) Why do policies for the local information services get into the limelight now ? 

(2) What roles do they play for the local economic development in future ? 

(3) What conditions do they need for the success of the local information services ? 

(4) Where and What issues do they take ? 
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は じ め に

最近のインタ]ネットの窓、速な普及に呼応して，

中央政府はもとより地方政府においても地域情報

化に関する様々な施策が本格的に展開されようと

している o 80年代中頃から地域情報化に力を入れ

てきた中央省庁は97年度予算要求に際して，再度

地域情報化政策を目玉商品としている口例えば，

自治省は地方自治体が情報通信ネットワ…クの構

築などを目的とする地域情報化計画を支援するた

めに有識者による「地域情報化の推進に関する研

究会」を発足させるし，建設省は光ブアーパーを

道路下なピに収容する情報溝の敷設やマルチメディ

ア対応型住宅の実用化実験に取り組む。また，地

方レベルでも岡山県の情報ハイウェイ構想に代表

されるように多くの自治体が地域振興を目的とし

て地域情報化に向けた事業を展開しようとしてい

るo NTTは評判がよい 1S D N (1996年 3月

現在125万チャンネル)の申込から設置までの期

聞を 1週間程度に短縮すべく全社を挙げて対応し

ようとしている O

一方，米閣では1934年に施行された鷺気通信法

を1996年 2月に改正した。それはN1 1 (Nation-

al Information Infrastructure) およびG1 1 
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(Global Information Infrastructure)を包含す

るもので，全国規模の通信インフラ整備を進展さ

せるために市場原理と競争を導入し，規制緩和を

促進させるための新しい通信政策の枠組みである。

それは地方電話・遠距離電話・無線電話，衛星放

送，ケーブルテレビ，インタ}ネットを合むコン

ピュ}タ・ネットワークなどすべての通信手段を

範鴫としており，すべての米国人は通信システム

が提供するサ}ピスを享受できることを保障して

いる口(資料1)

また，地域情報化に必要な通信インフラすなわ

ちγルチメディアに対応した将来の高度情報通信

基盤の整備についての議論は，閣をはじめとする

公的機関が責任を持つべきだという意見から，民

間の競争力こそがマルチメディア成功の鍵である

という意見まで多種多様である o

本論では，今なぜ地域情報化が再び脚光を浴び

ているのか，ぞれは将来の地域振興にとってどの

ような役割を演じるのか，またこれからの地域情

報化に必要な条件は何で，どこに問題点があるの

か，などについて検討することを目的としている。

1 高度情報通信インフラの特性

1-1 商度情報通信インツラの定義

インブラ(社会資本:infrastructure) につい

ての統一的な概念規定はないが，各種の見解を総

合すると，概ね次の 3つに集約される。 1)

1 )人間生活に不可欠な財であるが，共同消費性，

非排除性などの財の性格から，市場機構によっ

ては十分な供給を期待しえないような財

2 )直接生産カのある生産資本に対するものとし

て，間接的に生産資本の生産力を高める機能を

宥する社会的間接資本

3 )事業の主体に注目すると，公共主体によって

整備される財

「高度情報通信インブラ (High-qualityInfor-町

mation Infrastructure) Jとは，いわゆるマルチ

メディアに対応した各種の情報を情報ネットワー

クを通じて双方向通信を可能にする情報通信基盤

であるが，ここでは次に示すB 1 S DNの通信

速度を趨えるギガレベルの通備を可能とするイン

フラを想定しているo 電話，郵便などの既存の通

信インフラは上記の 3つの定義をほぼ満足してい

るといえる.しかし 高度情報通信インフラにつ

いては，少なくとも将来人間生活に不可欠な財に

なることは確かであるが，すべての定義を満足す

るか百かの決め手はない。ここでは将来社会資本

になりうるという意味でインフラとして取り扱う

ことにする。

情報通信基離はアナログ電話回練， 1 S DN， 

ケ…プル・テレピ回線などの有線系と，携帯龍話-

PHSなどの移動体通信，テレビ・ラジオ放送，

衛息通信などの無線系に大別できるが，無線系は

双方向性において有線系に劣っている。また，情

報通信基離は基本的にはネットワ…ク回線や情報

の交換・加工処理用機器などのハードウェアを中

心とした概念であるが ここでいう高度情報通信

インブラは，ハードウェアそのものに加えて，ネッ

トワークを流れるこ1ンテンツとその加工技術など

を含むソブトウェアを総称したサーピス，および

利用者がそれらの情報を扱うノウハウとしての情

報リテラシーまでも合めた総合的な概念として取

り扱う O

情報インブラを流れる情報の形態は， 文

字・ヂータ，静止繭，動両などに分けることがで

きるが，これらの形態毎に要求される特性(通信

速度や信頼性)は，低品質でも良いものから高品

質を要求するものまで多様である o NTTが提供

している通信回線には，アナログ電話回線(28.8

Kbps)， N -1 S DN (64Kbpsと1536/1920Kbps)，

B -1 S D N (155.52Mbpsと622.08Mbps)など

があり，現段階では通信速度によって価格差が大

きく，ユ…ザはニーズとコストの兼ね合いで選択

することになる D

現在考えられている通信サ…ピスと必要な通信

速度の関係を次図に示す。
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情報通信サ…ピスと必要な通信速度の関係

通信速度(bitlsec)
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従来の通信手段の主流である通常の電話，ファ

クシミリやパソコン通信であればアナ口グ電話回

線で十分であり，インターネットも静止岡なら我

慢の範囲である。しかし，カラ…化，動画化，高

品質化のニーズが増大するに従って情報量が飛躍

的に多くなり，高速かっ信頼性の高い通信問線で

ないと対応、できなくなりつつある D

個人ユーザは，電子メールであればアナ口グ篭

話回線，インターネットであればN 1 S DNな

どのように，自分が希望する使い方に合わせてコ

ストとの兼ね合いで必要な通信速度を決めればよ

いが，あらゆる情報が行き交う高度情報通信イン

フラにおいては，最も早い通信速度を必要とする

情報形態および最頻時伝送容量に合わせた回線を

整備する必要がある o 特に 高品質通信が要求さ

れる遠隔医療診断や逮隅学習，またマルチメディ

アを縦横に利用するテレワークなどに対応するた

めにはB I S DN級以上の通信速度が必須であ

り，伝送速度と信頼性を確保するために当然光ファ

イパー網を整備する必要がある O

1-2 情報通信インフラと既存のインフラとの相

選

両速デ…タ通信 ' 

A 
N-ISDN 
O.5Mbps) • • B-ISDN B-ISDN 

(155Mbps) (622Mbps) 

NTT資料より加工

情報通信インフラは，基本的には伝送路仁交

換機能を合めて高度な処理を担う情報処理機器お

よび局舎などで構成されるが利用者から見た場

合には伝送路しか見えない。伝送路にはアナログ

電話回線や ISDNなどの公衆回線と組織内・組

織閥で閉鎖的に利用される専用回線がある O

情報通信インブラは，伝送路が「情報を送・受

倍する」という機能を荷する点で人や物の移動を

担う道路や電気，ガス，水道などの供給路に，ま

た交換機や情報処理機器は「情報が集積し，交換

するJ場という点で，ターミナルや広場，公閤，

公民館などに鎖似したインブうである O 道路に例

をとると，その規格に応じて人や車の搬送量や搬

送速度が決まるように 伝送路もその規格に応じ

て伝送量や伝送速度は決定される o ただし，道路

に比べると伝送路の規格幅は格段に大きい。道路

や鉄道など既存のインフラの容量・能力を10惜に

することは不可能といえるが，情報通信インフラ

は数年にして数千倍にも能力を拡大しており，今

後も伝送容量の拡大は技術的には可能とされてい

る。 2)交換機や情報処理機器とタ…ミナルや広場，

公閤，公民館などの既存インフラとの関係も同様

で，コンピュータやネットワーク周辺技術の進展
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が伝送技術の進歩速度を十分吸収している。

一方，上記のインフラの使い方に関してみると，

道路や広場なピ既存のインフラの利用目的はある

程度限定的であるのに対して，情報通信インブラ

の場合には現在のところ無限の可能性を持ってい

るといえるo 利用方法は技術進歩，利用ニ…ズや

利用環境の変化に応じてむしろこれから開発され

ていくものであるo

以上のように，既存のインブラと情報通信イン

フラとは社会生活を営む上で不可欠であるという

点では同質であるが，拡大可能性では既存のイン

フラとはまったく異質のインフラであるといえる。

1-3 高度情報通信インフラの地理的，自然的特性

都市には人口や企業が集積し，サーピス業が群

がっているo 国民 1人当たりの情報送受信量には

大きな藩はないと仮定すると，人口や企業の集積

最に比例して都市の総情報送受儒最は地方に比べ

て多大?ある。それゆえ 通信事業者は投資効率

の高い都市により多くの情報通信インフラを整備

しようとする。地方(都市から離れており，都市

に比べて人口や企業の面積密度が低い地域を総称

して地方と呼ぶ)は低集積，低密度であるがゆえ

に都市に比べて情報送受信最は少なく，通信回線

を敷設する場合も 1ユーザ当たりの通信線距離は

長くなるので，通信事業者は地方に高品質・大答

量の通信線を敷設することを蹄蹄するo 維持管理

の面でも通信事業者はまず需要の多い都市の回線

の更新や維持管理にカを注ぎ 地方はエラ}発生

率が高く古い四線のまま取り残される傾向にあ

るo 資料2) 

さらにわが国の場合，都市は比較的気候風土に

恵まれた地域に位置しているが，地方は気象条件

(高温，寒冷，多湿，脅書など)や地理的条件

(傾斜地，山間僻地，離島など)に恵まれておら

ず，情報通信インフラの整備にあたってもそれを

克服するために付加的な投資を強いられる場合が

多い。例えば，北海道では雪害や凍結を予防する

ために地下捜設講を 2mw'上深くする必要があ

るo 資料2) 

また，公共機関，保健医療機関，社会的サ…ピ

ス機関，あるいは各種のデータベースなどは都市

部に位置する場合が多いために，地方の住民は都

市への遠距離アクセスを行わなくてはならない。

各種のサーピスから逮隅であるがゆえに遠隔教育，

遠隔臨療などのニ…ズも高いのである。

電気，水道，ガス，電話などの既存のインフラ

は公的機関の努力によって全岡津々浦々にまで行

きわたるようになったが，高度情報通信インフラ

については現在のところ都市と地方の整備格差は

大きい。地方の通信手段を考えると，その地理的

条件のために郵便は遅延し 電話回線も信頼性に

欠け，しかも通信料金も割高であるなど都市に比

べていわゆる通信弱者の立場にあるo 高度情報通

信インフラは前述のように既存のインフラとは異

なる性質を持っているにしても，社会生活に必要

不可欠なインフラであるとすれば，その施設・サ…

ピスの質・最において都市と地方で援があってよ

いわけはない。

1…4 高度情報通信インフラの社会的特性

一般的に「都市と地方の情報格差が大きいJと

いわれるo たしかに新聞社，出版社，放送局など

既帯の情報提供(発信)者は都市に位置しており，

また主として情報を扱う銀行・証券を初め，大企

業の本社機能は都市に集中している O それは情報

が集中・集積することによって情報の収集・蓄積・

加工などの処理が沼溶かつ容易にできる点にメリッ

トを見出しているからである口

そもそも「情報化Jには 2つの意味がある o 1 

つは上記のように情報自体が利益に繋がる価値を

持つ場合で，どのような情報を収集し，どのよう

に分析し，どう利用するかが市場競争に結びつく

ような情報それ自体をシステム化することである。

他の 1つは時間や場所にとらわれずに，どこから

でも情報にアクセスでき，また必要な情報を抽出

できる仕組みを作ることであるo 前者の意味での

情報は後者の意味での情報ネットワークには乗ら

ず，いわゆるブエ}ス・トゥ・ブエースの場面で

交換されることからピジネスの上で重要な情報は
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東京に集中することになる 03) 後者の情報化はユ

ニバーサル・サーピスに繋がる概念である。(資料3) 

情報について地域格差があるという場合，前者

の意味での情報を意識していることが多く，情報

の利活用に関するノウハウ，すなわち収集した情

報をどのように加工し，分析して，情報の価値を

見極め，どう実務に利用するか，についての知識

が都市に集中し，地方には乏しいことを意味して

いる O すなわち，地方ではその知識を利用する場

が少ないことに起闘していると考えられる。(資料3) 

一方，後者の意味での情報化を考えた場合，生

活を営む上で都市住民と地方住民とでは本当に情

報の量・質に格差があるのだろうか白国民の一般

的な情報収集手段であるテレピやラジオを例に取

ると，余粧の僻地でない|浪り見ることができるチャ

ンネル数にそれほど遜色があるとはいえない。全

国で行われている社会・経済活動は即座に全国に

放送されるし，最新のそ…ドも全国どこにいても

同じものを見ることができる。地方によっては都

市よりも BS.CSチャンネルが充実していると

ころもある。また，新聞にしても地方限定ニユ

スは別として，主要なニュ…スは全国でほぼ同時

に見ることができる O このように提供きれる情報

の質・量に大きな地域格差は見出せない。すなわ

ち，情報には境界がなく，伝達手段さえ整ってい

れば，全国津々浦々まで同じ情報をほぼ同時に到

達させることができる性質を持っている。都市と

地域に情報格差があるとすれば，地方には社会経

済活動について議論したり，提言する場が少なく，

また最新のそードを着ていく音楽会やパーテイの

機会が少ないことである O

1-5 高度情報通信インフラの経済的特性

電気通信審議会答申(平成6年5月)によると，

マルチメディア産業の市場規模は約123兆円，そ

の内光ブァーパー網関連市場はら6兆円で約243万

人の雇用を創出するといわれている。 4)しかし，

高度情報通信インフラ整備が地域にもたらす経済

波及効果は，既存のインフラ整備に比較して決し

て大きいとはいえない。すなわち，
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1 )情報インフラの整備に必要な原材料は他のイ

ンフラに比べて肥倒的に少ないこと

2 )情報インフうに関して現地調達できる原材料

はごくわずかであり，特に光ブアーパーに関連す

る部品は大手企業が独占的に供給しているために，

地元企業の売上や新規雇用の増加はそれほど見込

まれないこと

などが挙げられる O 一方，敷設労働については現

地調達が可能な部分であるが やはり他のインブ

うに比べて必要労働置が少ないために経済効果は

少ないといわれている口従来の公共投資に期待さ

れたようなインフラ整備による整備地域の直接的

な経済活性化ないし景気浮揚への賞献はあまり大

きな期待はできない口

このように高度情報通信インフヲは，それ自身

の直接的な経済効果に大きな期待はできないが，

その利用・応用分野は将来に向かって無限に広がっ

ており，その間接的な経済効果が膨大なものにな

ると考えられる O 例えば，高度情報通信インブう

を利用することにより テレワークやオン・ヂイ

マンド・サ…ピスだけを考えてもその直接的・間

接的メリットの大きさは膨大なものとなる O

これは単体の「情報」それ自身が価値を持って

いる場合は，映醐・ピヂオやゲームなどの娯楽向

けのものを除いてごくまれであるが， 他の情報

や価値・機能と結びつくことによってより大きな

価値を生み出すという「情報J自身の特性に起因

している O すなわち 情報インフラは利用方法に

関して汎用性が高く 整備の有無あるいは早避が

その後に創出する間接的経済効果に大きな影響を

及ぼすといえる O

2 地域活性化と地域情報化政策

2-1 地域活性化政策

戦後の経済成長の最大の貢献者はもちろん企業

とその従業員であるが，その除で世界や囲内の情

勢を見極めた中央省庁の指導・誘導行政の賞献も

見逃すことはできない。それは情報伝達手段が今

ほど普及していなかった時期に，情報収集能力に
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長けた中央省庁が独自のネットワークを利用して

情報を収集・分析し，基盤整備などの指針を提供

してきたためである o しかし，産業基盤や生活基

盤がある程度整備され，企業は成長し，国民生活

が農かになると，情報の伝達手段と収集能力を備

え始めて自らが収集した情報を使って独自の経営

方針や政策を打ち出すまでに成長してきた企業・

地方自治体や国民は中央省庁の蘭一的な政策介入

に疑問を持ち始めた。

これは地域活性化政策についてもあてはまる。

すなわち，通産省は，技術革新，情報化，サーピ

ス化，ソブト化への流れから高付加価値化，知識

集約化が進む中で，従来の工業団地造成など単機

能集約型の産業振興を是正し，高度技術工業の地

方分散・集約を図り 麗・学・住が地域の風土の

中で調和した新しい町づくりを目指したテクノポ

リス構想、を1980年に発表した。これは東京一極集

中の傾向が進む中で 産業拠点を地方に移し地方

経済の自立を目指したものであった。また，ハー

ド閣の地方分散に加えて ソブトの地方分散を目

指した頭脳立地構想、を1988年に発表している。さ

らに， 80年代後半には輸出の好調から金余り現象

が組きて，地域活性化の名の下に政府が関係した

リゾート関連，民活関連などの大規模ブ口ジェク

トが目白押しで，全岡的に地域の生き残り競争が

展開された。しかし 地方振興という名のもとに

整備されてきた新幹線や高速道路をはじめあらゆ

る施策がますます東京一極集中を助長する結果と

なり，地域活性化は行き詰まりを思することになっ

た。

一方，地方自治体においては中央集権型の高度

成長や地域開発で査められてしまった地域を，地

域住民の自主性・創造性を生かした個性ある地域

づくりを目指して特産品・観光などの地域産業を

振興し，地域経済の活性化を図る目的で各種の街

づくり，村おこし運動が全国的に行われた。しか

し，合間的にみれば最的拡大が望めない需要の取

り合いとなって，東京一極集中は一向に納まらず

かえってその助長を促したにすぎなかった。

前述のように産業育成で自信をつけた中央省庁

は，その余勢を駆って地域振興に勢力を波いだに

もかかわらず，自然的，社会的条件の異なる地方

に画一的な基準によるお仕着せの政策を押しつけ

たために，意図に反して中央集権と東京一極集中

を促進する結果となってしまった。

2-2 過去の地域情報化政策

地域活性化の動きの中で 地域情報化政策が出

てきたのは比較的最近のことである。それまでの

情報化は大型コンビュータの集中処理やパソコン

の単体処理が中心であり，情報化政策といえば閉

鎖的な業務のコンピュータ化を意味していた。し

かし，最近の急速なネットワ}ク技術の進展に伴っ

て，地域情報化政策はコンビュータと通信ネット

ワ…クの融合によるネットワ…ク社会の形成へと

変化してきた。

最近の情報化政策はその元締めを自認する郵政

省が1983年にテレトピア構想、を発表したことに始

まるo これはケ…ブルテレピ，ピデオテックス，

データ通信などのメヂイアを活用して地域の情報

化を促進し，地域社会の活性化を図ることを目的

としているo また， 高精細，高音質，大画面を

特徴とするハイピジョンを都市や地域の生活空間

に導入し，映像コミュニケーションを通して魅力

ある地域づくりを目的として1988年にハイピジョ

ン・シティ構想を打ち出した。さらに， 80年代後

半になって顕在化した東京一極集中化と，それに

伴う中央と地方との聞の情報格差の拡大を背景と

して，地方の都市や地域における情報通信基盤を

既存の都市基盤と同じように整備しなければこう

した格差はますます増大するという認識のもとに，

86年に策定された四全総でうたわれた多極分散型

国士形成に呼応して1989年にはテレコムタウン構

想を発表した。

一方，通産省は郵政省のテレトピア構想、と同じ

1983年にニユ}メディア・コミュニティ構想、を発

表した。これは国，地方自治体，民間が連携して

各種情報システムをそヂル的に構築し，ぞれをも

とに実用システムに向けた開発・普及を目的とし

ているo また， 1986年に始まる情報化未来都市構
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想は，先進的な情報システムを整備しながら地域

開発を押し進め，高度な機能と快適な空間を持っ

た都市や地域を創造するものである。

建設省も情報通信機能が完備したインテリジ、エ

ント・ピルの建設を推進し，高度情報化社会に適

した都市整備と情報通信恭礎システム整備を統合

的に押し進めることを日的としたインテリジェン

ト・シティ構想を1986年に打ち上げている。

農水省では，農村漁村地域において d情報システ

ム化を押し進め，当面する課題の解決，農林水産

業の生産性の向上 生活環境の快適化を実現する

目的で1986年にグリ…ントピア構想、を発表した。

国土Jrが1986年に策定した第 4次全閣総合開発

計幽(四全総)は多極分散型国土の形成を目指し

たものであるが，その中の地域情報化構想、は東京

一極集中が進行する中で，地域振興，地方からの

情報発信，地域問題の共有化，アイヂンティテイ

の形成などの期待が込められていたの東京との情

報格差是正のために地方に情報メヂイアを整備す

れば，多様な新しい情報に地方からアクセスでき

るし，東京への人口流出を抑制し，地域住民が情

報を共有化することで 地域のアイデンティテイ

が形成されるとした理念は納得できるものであっ

た白この理念を盾として多くの自治体は生き残り

のための手段として地域情報化計画を構想したが，

しかし現実には地域間の競争をあおるものでしか

なかった。

このように地域振興や地域活性化を目標に掲げ

た地域情報化政策が各省庁によって次々と発表さ

れたが，地域の自主性・独創性の入る余地が少な

く，その認可基準も画一的なものが多かったため

に，単なる省庁間の縄張り争いであり，画一的な

システムやサーピスの押付けであるとの批判もあっ

た。このような中央省庁の政策に呼応して多くの

地方自治体でも独自の地域情報化政策を発表して

いるが，本来の地域経済の活性化に結びゥいた例

は少ない。

2-3 高度情報通信インフラの整備構想、

NTTは公社時代からわが国の電気通信事業に
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関する独占的機関として指導的かつ実践的立場に

あった。しかし， 80年代のニュ…メディア時代を

象徴する 1S N (高度情報通信システム)構想、は，

中央省庁の地域情報化政策の考え方と同様に地域

の自然的，社会的・経済的条件を無視して，画一

的なサーピスやシステムを押しつけようとし，行

政と個別住民を直結しょっとした閉鎖的かつ縦型

のシステムであったなどの理由で失敗に終わった。

民営化後の1990年に出したVI&P構想、は抽象

的で，具体的な設備投資計画に裏付けされたもの

でなかったために世の中に受け入れられなかった。

しかし，これが米国のゴア副大統領の目に留まり

N 1 1構想、に結びついたといわれている。

一方，郵政省電気通信審議会の答申(平成6年

6月)によるとネットワーク・インフラとしての光

ファイパーの整備日標は 2000年までに都道府県

庁所在地内の主要地域および全閣の学校，図書館，

病院，公民館，福祉施設などの公共機関.2005年

までに人口10万人以上の都市内， 2010までに全国

整備としている。 4) 

2-4 これからの情報化政策

上記のように，中央省庁や地方自治体による過

去の情報化政策には反省の余地が少なくない。そ

の原因はある意味で中央省庁の画一的な整備基準

や地域住民を中央の属下として直結させようとし

たことにあった。しかし，ボタンの掛け違いの大

きな原因は，同民のニ…ズの多様化およびネット

ワーク社会への遷移という構造変化に見出せる O

今までの典型的な中央省庁の考え方は，四全総

における多極分散型国土形成に見られるように，

鵜に繋いだ縄を緩めたり締めたりして鵜匠の意の

ままに鵜を操るシステムが基本であり，その鵜匠

たちに付けられた縄を鵜匠の元締めが操るという

ピラミツド構造であった。しかし，鵜同士は生活，

禍祉，レジャーなどいろいろな場面で多様なニ…

ズを実現するために 情報ネットワークを利用し

つつ相互にネットワーク社会という生活充実や情

報交換の場を持ち始めた。また，ネットワーク相

互の結びつきも自由にできるようになったために，
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お仕着せのピラミッド構造に嫌気がきしてきたの

が現状である o このような変化にやっと気付き始

めた中央省庁は，今までの考え方を改めてネット

ワ…ク社会に対応する新しい地域情報化政策を来

年度予算要求の目玉として掲げたと考えられるo

地域情報化政策が脚光を浴びているもう 1つの

理由は， r地域連携の強化Jを柱とした次期金総

への対応であるo 地域が広域連携するためには情

報ネットワ}クが不可欠であり，ぞれも行政ネッ

トワークのように完結的・閉鎖的なネットワーク

ではなく，維でもが車体的・積極的に参闘できる

オープンなネットワークを意味している O

今まで規模の経済に押さえ込まれていた地方経

済を活性化させるためには，情報利用の聞で地方

を都市と同じ土俵に押し上げる必要があるが，高

度情報通信インフラはその大きなチャンスをつか

む可能性があるインフうなのであるo これからの

地域情報化政策はアクセス可能性，相互接続性，

公正性，柔軟性といったユニバーサル・サ…ピス

の基本理念を実現するための政策手段と位慣づけ

るべきである。

3 高度情報通信インフラ整備の課題

3-1 技術的課閥

高度情報通信インブラは，わが国におけるユニ

バーサル・サ}ピスを実現するための必要不可欠

なインフラであると考えられるが，それを実現す

るためにはいくつかの解決すべき技術的課題があ

る。

将来のマルチメディア時代を想定した場合，画

像処理において現在のように静止画ゃぎくしゃく

した動画が中心ではなく，テレピや映画のような

スムーズな動画の映像がふんだんに使われること

が必要であるo さらに欲をいえばハイビジョンの

ような高品質耐像が望ましい。このような映像社

会を実現するためには 現在の ISDNを凌く¥

ギガレベルの溜倍速度と借頼性を有する通信問線

仁動闘を高速処理する専用機が必要となるo 米

閣では将来のユニバーサル・サーピスに 4ギガレ

ベルの通信が可能なインフラを整備しようとして

いる 5)し，ギガレベルが実現できたときが本当の

マルチメディア時代であるとの見方もある O ギガ

レベルの通信速度を実現することは現状において

も技術的には可能であるが コスト面でまだ実用

的とはいえず，安価に提供できる応用技術が待た

れる O

次に，光ファイパーにおける課題は，信号の強

弱で届く距離は異なるが約10Km毎に増幅器が必

要なことである。また，銅線は鷺流を過すので電

話機やブアツクスに信号を送るのに必要な篭流は

通信事業者側から提供されているが，光ブアイパー

は電流を通さないので 震源供給器を設置しなけ

ればならない。その電源をどこから確保し，供給

するか，その費用の負担は事業者側か消費者側か

といった議論が必要となる口コスト面でも光ファ

イパーは銅線の同軸ケ…プルの約 5惜の費用がか

かる。

一方，現状では無線系通信手段は有線系に比べ

て利用料金が商価であり，また双方向性において

劣っているが，北海道や山間などの人口・住宅の

低密度地域においては個別住宅まで長距離の光ファ

イパーを敷設するよりは，衛星鴻儒などの無線系

渦信手段を利用する方が優位と考えられる。その

ためには，無線系の初期投資および利用料金のコ

ストダウンと双方向性の確保のための技術開発が

必須であるo アラスカやハワイをはじめとして広

大な岡土を持つ米閣のユニバーサル・サーピスの

基本理念においては，誰でもが同等の資格で現恋

都市住民が事受している情報通信サーピスにアク

セスできることを掘っており，その実現のために

は無線系の通信ネットワークを合めて検討されて

いる O6) 

さらに，携帯鷺話サ…ピス，送信を安くするた

めの音声圧縮技術の開発，電話に代わる音声メツ

セ}ジの開発，遠隔教育や医療画像伝送に不可欠

なピヂオ圧縮技術やセキュリチイ技術などの研究

開発を推進する必要である o
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3-2 ユニバーサル・サービス

米国におけるユニパ…サル・サーピスの基本的

理念として. 1)アクセス可能性(accessibility)， 

2 )接続可能性(connectivity)，3)公正性(equi-

ty) 4)柔軟性(flexibility)の 4つをあげてい

るo 酬 3)すなわち. Iすべての国民が，方法・手

法を問わず自由に，どこからでもほしい情報に到

達でき，また誰とでも接続しで情報交換を行える」

社会を実現しようとしている o わが閣でも岡山県

で策定された情報ハイウェイ構想においてはネッ

トワークに接続できることを県民の権利(アクセ

ス権)として規定し，その実現のための諸施策を

展開する予定である。(桝4) 

現状では，パソコンを操ることができ，パソコ

ン通信やインターネットへの接続ができる人が比

較優位の優越感に浸っているが，子供でも老人で

も障害者でも岡民誰もが電話やテレピと同様の簡

単な操作でネットワ…クに接続でき，自分の持つ

情報を発信したり，必要な情報やデ…タを自由に

取得できる社会の実現が待たれる O このようなユ

ニパーサル・サーピスが提供される社会に移行す

るためには高度情報通信インブラの整備は不可欠

であるし，簡単に操作できる端末機やソフトの開

発と同時に，後に述べる国民全員に対する情報リ

テラシ…の教育も必要である O

3-3 通信料金

電話やパソコン通信 インターネットなどネッ

トワ…クの利用は利用者にとっては加入者が増え

れば増えるほどサ…ピスが向上するという収穫逓

増の原則に従うとされる O

現状では，高速通信回線の使用料は一般的に高

価である O 特に，パソロン鴻儒やインターネット・

プ口パイダのアクセスポイントの所在が都市部に

偏っているために，地方在住者は都市までの遠距

離電話料金を負担せざるを得ない。ユニバーサル・

サーピスの基本を実現するためには，通信料金の

課題を克服しなければならない。

NTT電話料金の地域内料金と漉距離料金の差

は以前に比べて縮小の方向に向かっているものの
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その悲は未だに地方の住民にとって大きな負担と

なっている。現在の電話料金を市内・市外の区別

なく全国一律とした場合には 3 分間で40~50円で

よいという試算もある O それでも携帯鷺話の料金

よりも数段安いことになる D ただし全国一律にす

るとトラフイツク量が急、激に増大し，交換機がパ

ンクする事態が予想されるために実現には至って

いない。

さらに ISDNは現在普及期ということもあっ

て比較的安価であるが それでも一般消費者から

見ると高価である O 特に，短時間で送受信ができ

るパソコン通信は別として インタ…ネットのよ

うに長時間利用することが通常な社会を想定した

場合，現在の料金体系ではその普及は困難といえ

るO 全国あるいはブロック内(距離に関係のない)

定額料金体系の検討と同時に，何時間利用しでも

(時間に関係がない)定額な料金体系が必要であ

る口あるいはそこにいく前段階として，距離によ

る価格差の縮小，長時間利用の割引などが検討さ

れるべきである O

3-4 コンテンツ

高度情報通信インフラが整備された場合，その

インフラの中を流通する情報はピのようなものに

なるのかについて明快な回答はない。ただし，映

像情報，特に動酬が増加することは間違いない。

放送，通信，映画，出版，新聞，イベント産業な

どが相互に融合・離散を繰り返し，コンテンツ産

業においては将来の構想を実現すべく試行錯誤を

行っている状汎である O 情報が商売に結びつくピ

ジネス社会は別として 一般国民の情報に対する

ー…ズについては各種の調査が行われている O

地域住民が必要とする情報とは，産業，行政.

教育，医療，福祉，文化・歴史の)闘であるという

調査がある 7)が，拡がりの閣で考えると，個々人

が本当に取得したい情報とは地域に限定されたも

のではなく，むしろ全国，全世界にまで拡大して

考えなければならない。また情報取得と同様に情

報発信先としても同様である O その意味で，後に

述べるように地方自治体の役割としては，インブ
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ラを整備するところまでとし，そのインフラに行 情報がどこかにあることが分かつており，回線使

政情報を提供するのが主目的ではなく，むしろイ 用料が定額であっても，おそらくしないであろう O

ンフラの利用については住民に任せるくらいの気 また，現実には，テレピや車を買うときに自分の

概が望ましい。 好みや希望を体系的に定義できる人はむしろ少な

3-5 情報リテラシー

高度情報社会においては情報に関する読み書き

が必須であるとして小・中学校，高校にパソコン

が導入されているo たしかに情報に関する読み書

きの基本はパソコンに慣れ親しむことであるが，

パソコンによるワ}プロや表計算をマスタ…して

も情報リテラシーを取得したことにはならない。

今までの工業社会においては財やサ…ピスの提

供の仕方はサプライヤ主導でオン・スケジ‘ュ…ル

であることが重要であった。すなわち，商品や製

品のモデルはサプライヤであるメ…カ…が金闘し，

ユ}ザは原型に若干のオプションを付加する程度

しか瀧択の余地はなかった。商品や部品は在庫を

抱えないようにイン・タイムで配送され，組み立

てられた製品は納期に間に合うように販売応に届

けることが重要であった。しかし，情報化社会に

おいてはユ…ザの好みや希望を全面的に優先させ，

ユ…ザの指示に従って製品や商品を制作して提供

する，また，情報を駆使することによってそれが

可能となる社会を想定しているのそれはユーザ主

導のオン・デイマンドの世界であるo2) 

日常生活において必要な情報は，一般的に個々

人の興味やニーズの所在に従って時々刻々変化す

る口例えば，明日子供の運動会がある，ゴルフに

いく，大量の洗濃をするという場合，現在のテレ

ピゃうジオの天気予報に耳を傾けるが，本当はもっ

と小地域の予報があればよいと思う。また，知ら

ない土地にいった場合 どこに駐車場があるか，

料金はいくらか，他に安いところはないか，出し

入れがやさしい所はどこかなど知りたいことは無

限に広がり，際限がない。しかし，人はこのよう

な多種多様な日常的な情報のニーズを意識して明

確に定義することはしないし，いちいちパソコン

に震源を入れ，インターネットに接続し，定義し

た内容を入力して検索することは，ぞれに答える

く，大多数の人は販売庖に出向いてメーカーが提

供するカタログを見比べてどれかに決定するo さ

らに，これは蘭白いですよ これは役に立ちます

よ，こんな情報が必要ではないですか，といって

情報提供者が提供する情報に追従することになり

かねない。この場合の情報提供者は，上記のコン

テンツ業者であり，行政機関である O

すなわち，知りたいこと(口情報)を明確に定

義し，情報を利用する技術・知識についての教育

を受けていないために，人は主体的に情報を求め

ることに慣れていないことに起悶している。ユー

ザ主導のオン・デイマンド社会へ移行し，国民生

活を農かにして高度情報通信インフラを有効に利

用するためには，主体的に必要な情報を定義して，

自主的にその情報を探求する姿勢，必婆な情報を

自分で取捨選択できる能力が情報リテラシーとし

て国民すべてに求められる o

4 固と地方自治体の役割と今後の見通し

4-1 インフヲ整備の主体

情報通信基盤の現状を見ると，人・物・金が集

積する都市への投資が優先されてきたために，地

方における劣性は免れない。例えば，光ブアイバー

を用いた高度情報通借用の ISDN回線は都市で

はほぼ行きわたっているのに対して，地方では未

だに旧来の電話回線やN-I S D N (64Kbps)を

利用せぜるを得ない地域が存在する。(酬2)東京

一極集中を是正し，地方分権を促進するためには，

むしろ地方にこそ優先して高度情報通信網を整備

すべきである O 充分な情報通信設備が整備されれ

ば，都市と地方との情報利用格差は確実に縮まる。

現在のところ情報通信インフラの恩恵は計り知れ

ないが，少なくとも情報通情網が整備されない地

域には，遠隔医療・在宅医療，オン・デイマンド，

オンライン・ショッピング テレワーキングなど
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は実現できない。極論すれば，地域の活性化や産

業振興といった競争にも勝ち目がないのである。

中央とのパイプを繋ぐことによって地方振興を

図る目的で整備した新幹線や高速道路が実は東京

一極集中に拍車をかけたのと同様に，地域情報化

構想、によって発信された情報は都市に集中すると

いう心配がなくはない。しかし，高度情報通信イ

ンブラが地方に整備されていれば，いったん都市

に集積された情報を手元~:~1き寄せることができ

るし，自分たちの意志表示も可能となる O 情報通

インフラは地方にこそ必要なものである O この

矛盾を解決するためには，地方においては産業や

住民生活を担う行政あるいは公的機関がある程度

の公費を投じて情報通信網の整備にあたる必要が

ある O

4-2 国の役割

パソコン通信やインタ…ネットが注目を集め，

珍しさと遅れをとるまいという意識からシンポジ

ウムや展示会，講習会は盛況を盟しているが，

時の流行に終わる可能性もなくはない。なぜなら

「なぜパソコン通信やインターネットが必要なの

かJIなぜ情報化が必要なのかJIわが国が情報化

するとどういう社会になるのか」といった質問に

答えられる人，その本質を見極めている人は非常

に少ないと考えられるからである O

それは前述のように，中央省庁が競つで情報化

政策を村ち出し，地方自治体もそれにならって地

域情報化にカを入れてはいるが，国として情報化

社会をどう捉え，どの方向にわが国を向けていこ

うとしているのか，そのためにどのような政策を

行っていくのか，といった情報化社会についての

閣の基本理念が欠けていることに起因すると考え

られる凸政府はわが閏の情報基本法のような確と

した理念を悶民的合意を得て設定する必喫がある。

その上で，その理念を具体化させるための措置と

して各省庁がバラバラに行っている情報関連政策

を一本化すべきである。そのためには情報庁(仮

称)の設置も容かではない。

具体的な国の役割としては，新幹線や高速道路

に匹敵するような大容最の高度情報通信インフラ

の大動脈をわが国全体および諸外国との聞に敷設

すべきである O そして，地方自治体ないし地方機

関や研究機関などがこの動脈に接続する場合は無

償とし，地方住民は地方自治体や各種機関を経由

して自由にこの動脈を利用できるような基盤を作

るべきである O この大動脈がユニバーサル・サー

ピスを実現するために必要不可欠なインフラであ

る。

また，通信事業者が競って整備しようとしてい

る都市部は別として，通信弱者の立場にある地方

に対して需要の多寡には関係なく都市と同等のイ

ンフラが整備されるまで公的資金を投入すべきで

ある。

さらに，各種の許認可権を有する政府がその規

制を緩和することも情報化社会を実現するために

は欠かせない。例えば，かつては電気通信事業法

において，第 1種電気通信事業者が一定の条件の

下で業務を委託することは認められていたが，受

託者は同法運用基準により「原則として第 1種電

気通信事業者Jに限られていた。しかし業務委託

の弾力化(郵政省 rr第2次情報通信改革jに向

けた規制緩和の推進についてJ(H 8. 1. 23)に

より，第 l種電気通信事業者以外のもの(例えば

地方自治体)でも業務を受託することか可能となっ

た口自)このような事例は多くはなったが， さらな

る努力が政府に要望される O

4-3 地方自治体の役割

今までの地方行政の拠り所は，すべての地方自

治体が平等に同じような施設を持ち，同じような

行政サーピスを提供し，住民が同じように豊かに

なることにあった。このような同質性の追求の結

果，全岡どこにいっても同じような街ばかりがで

きてしまったo これからのネットワ…ク社会では，

「この地域だから…JIこの地域にしかできない…J

ものが貴重で，むしろ他の自治体との異質性・独

創性が尊ばれ，売り物になる時代である。

情報通信ネットワ}クは距離を超え，全岡，全

世界と接続し，今までは考えられなかった多種多
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様なネットワ…ク社会を形成する。ネットワ…ク

社会が実現した暁には，地方自治体の地理的な境

界の概念は薄れるであろう o その先の社会を今か

ら想定することは閤難であるが，そのようなネッ

トワーク社会を支援し，地域経済の活性化を可能

にするためには，地方の情報通信基盤を都市並に

整備することが必須の条件である。現在地方自治

体が行わなければならない役割は，将来のネット

ワーク社会を見掛えて 地域内の高度情報通信イ

ンフラを整備することである O それもできる限り

大容最とし，その利用は無料ないし趨低額とする

こと，そしてそのインブラを流れる情報には制約

を設けないことである。それを実現するためには，

核となる理念が必要であるなら，岡山県が打ち出

した「アクセス権」や米国のユニバーサル・サー

ピスの理念が参考になる o

実現手段としては有線系い拘るこ kはなく，可

能であれば光ファイパ}よりも安いといわれる無

線系を併用しても良い。またインフラ整備には通

信事業者の協力を仰ぐ必要がある場合には相応の

補助ないし措置を行う必要もあるo 新サーピスを

受けるには規模の経済に欠けるという場合には，

近隣の自治体と共同することによりその需要を統

合すればよい口さらに 住民全員がアクセス可能

な状態にするには，低所得者などへの端末機の配

布(貸与)とか，上記の情報リテラシ…の教育，

その他の詳細な政策検討が必要である o

おわりに

最新のメディアといわれるインターネットでは，

全岡・全世界の個人ユ}ザ、と相互接続することは

可能であるが，接続した後，例えばホームページ

を見ょうとすると，岡町が出てくるまで何分もか

かり，また動聞と称するものはせいぜい数センチ

角の闘閣の中でぎくしゃくした動きが見れる程度

である。その主な原因は現在の凹線の速度(容量)

にあるのだが，今の状態が情報化社会であると考

えるのは誤りであり，仮の姿と考えるべきであろ

つo

現在，世界レベルで情報化が進行している。そ

のような状況の中で，それぞれの地方が高度情報

通信インフラを整備すれば，地方を，また地方住

民を世界に対しても自立化させることができ，そ

れが原動力となって地方経済を活性化させること

が可能である。逆に，高度情報通信インブラを整

備できない，または整備が遅れるならば，その地

方ないし地方住民はネットワーク社会から取り残

されてしまうといっても過替ではない。

電気通信審議会答申(例年5月)では，次世代

の情報インブラの整備において民間主導がうたわ

れている 08) もちろん経済の活性化，新たな産業

の形成といった観点から見れば，自由な競争のも

とで効率的かつ高度な情報サーピスが提供される

のは望ましいことである O しかしながら，高度情

報通信インブラ整備にあたっては，地域聞の格差

を最小にするような規格で整備がなされるべきで

ある。高度情報通信インフラは今後の新たな社会

シスチムにおける重要かつ不可欠な基盤の一つで

あることを認識し，先行的に余裕のあるインフラ

を整備していくことが寛容である o そして地方に

こそ高度情報通儒インフラを整備する必要性を再

認識すべきである。

《資料 1>> 米国の1996年噂気通儒法改正9) 

米聞の電気通信行政は1934年に施行された常気

通信法を基本としてきたが， 1996年2月8日に同

法は改正された。ぞれはN1 1およびG1 1を包

含するもので，全国規模の通信インフラ整備を進

展させるために市場原理と競争を導入し，規制緩

和を促進させるための新しい通信政策の枠組みで

ある。それは地方電翻，遠距離常話，無線竜話，

衛息i設備，ケープルテレピ，インタ…ネットなど

を合むコンピュータ・ネットワ…クなどすべての

通信手段を範嶋としており，すべての国民は通信

システムが提供するサ…ピスを寧受できることを

保障するものである。主な改正点は次のとおりで

ある O

1 民間投資の促進

2 競争の強化:規制緩和と競争原理導入によ
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る通信料金の引下げ

3 メディア融合の多様性と独占の禁止

4 テレピ番組を選択・制御する技術の提供:

新しい受借機にVチップを設置して，子供に

悪影響を与える番組の選択・制御

5 すべての国民が情報ハイウェイの利益にア

クセスできるようなユニバーサル・サ…ピス

の強化と促進:そのために，学校，閲書館，

病院，診療所などは高度情報通信サーピスに

アクセスができるようにし，また2000年まで

に情報スーパ}ハイウェイに接統

またユニパ…サル・サ…ピスの保護・前進のた

めに連邦通信委員会などに提示した 6つの基本原

則は次のとおりである。

l 高品質の通信サーピスが必要なときに，合

理的かっ低料金で利用できる

2 全国どこからでも高度サ…ピスヘアクセス

できる

3 基本的な高度サーピスへのアクセスは，地

方とか，高料金地域とか，低収入者でも都市

料金に相当する料金で利用できる

4 すべての通信プロパイダはユニパ…サル・

サ…ピスの保護・促進のために公正で差別な

い貢献をすべきである

5 連邦および州レベルに特別の支援機構を設

ける

6 学校，保健機関，図書館は高度通信サーピ

スにアクセスできる

《資料2>> 地方の情報化の現状10) 

通信インブラの整備状況は都市と地方とでは格

段の差がある O 北海道と香川県の現地調査の結果

を踏まえて通信インブラに関する地方の現状につ

いて次に示す。

1 地方では現在でも，ノイズが多いなど通信

状出は良くないためい，通償問練の更新とい

うよりは，エラーの回避，安全性確保などに

対応するのがやっとである O

2 良質の通信を維持するためには，光ファイ

バーの設置は絶対条件であるが，土地面積が

生 39 

広く，住宅密度が低い北海道では費用がかか

りすぎて採算が合わない。

3 通信インフラの整備にあたっては，各地域

の気象・自然条件に配目撃する必袈があるo 特

に地域特有の災害(北海道では凍結，雪，雷

などの気象災害)に対応した施設・機器の設

置が必要である。

4 高度情報通信システムは情報社会には不可

欠であり，地理的・空間的条件を超越するこ

とができる点でメリットは大きい。しかし，

その整備基準を考えるときに，今までの社会

資本に見られたように「量Jを中心とした基

準ではなく，別の基準を加味する必要がある。

例えば，地域情報拠点施設の聞や地域LAN

との接続などの基幹的部分は優先的に光ブア

イバ…を敷設するが，各々のネットワ…ク間

ではトラフイツク量を勘案して線の太さを変

えるなど，需要に見合ったネットワークを整

備すると同時に，将来を見越して先行的に整

備する必要がある口

5 地域情報拠点施設と加入者との接続は通信

料金において，例えば，アクセス・ポイント

までの料金は全悶…律にするなど地域格差が

生じないように配慮する必要がある O 特に，

本土の逮捕地や離島などに配織する必要があ

るO また，既存のCATV網を利用するメリッ

トは大きいが，現在のCATV網は全戸加入

でないところに問題がある O

6 採算性を優先する民間企業に任せると，ど

うしても都市部に投資が集中してしまう O 地

方の整備については公共性の高いインフうと

いう観点から官主導で整備する必要がある。

7 各家庭への情報受発信機器の普及は，アク

セスできる情報内容の充実に依存する G

8 地方では，情報に対して対価を支払うとい

う意識はまだ低く，無料なら利用するが，有

料では利用頻度が大幅に下がる状況である口

またパソコンなどの端末機を住民負担で全戸

に設置することは現状では不可能である O

9 市況情報，相場情報など即時性を要求され
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る情報に“ついてのニ}ズは商く，リアルタイ

ムの更新など質的な充実が議まれる。しかし，

即時性を要求されない一般的な生活情報はニー

ズはそれほど高くない。

10 アクセス・ポイントや普及・指導のコンサ

ルタントとしての機能を持つ地域情報拠点施

設が望まれる O また，広域圏内の既存の官・

民の情報ネットワ…クをさらにネットワ…ク

で統合し，関係機関の聞で自由な情報交換が

できる環境整備が必要であり，その推進役と

しての地域情報拠点施設が盟まれる口

11 中央省庁をはじめとする行政機関の聞で複

数設置されている気象観測所のデータ形式を

統一し，また複数の行政機関の観測デ…タを

統合的に加工し，提供できるシステムが必要

である。

《資料 3) ユニバーサル・サービスと地方発展

の条件目)

米国における従来の地方経済の発展は，大都市

への財・サ}ピスの供給において土地と自然資源

が距離の障壁を克服して有効活用できるような地

理的条件が決め手であった。しかし今後の地方経

済の発展は，人的資源および電気通信と情報処理

のインフラに依存している。地方で生産される財・

-lj-~ピスの供給は信頼できる通信インフヲさえあ

れば，地理的条件を克服することができる O

地方や逮閑地に住む住民に，都市住民が利用可

能な通信・情報サーピスに低価格でアクセスでき

る手段を提供することが重要である O これを達成

するためにはユニバーサル・サーピスにおいて次

の4つの基本的な基準を実行する必要である口

1 アクセス可能性 (Accessibility):すべて

の国民は基本的なサーピスにアクセスできる

保障

2 公正性(日quity):すべての国民はどこに

住んでおり，どの会社からサーピスを受けよ

うとも各められない保障

3 結合可能性 (Connectivity):すべての国

民は相互に，あるいは複数のプロパイダと結

合し，通信できる保障

4 梁軟性 (Flexibility):技術変化や新サー

ピス導入に柔軟に対応できる保障

《資料4) 岡山県高度情報化基本計画11)

岡山県では岡山県高度情報化研究会の答申を受

けて， 1996年2月に『岡山県高度情報化基本計画j

を発表した。それによると，インターネットの爆

発的な普及・展開に鑑みてネットワ…クに接続で

きる権利(アクセス権)を県民の基本的権利とし

て位置づけ，

1 適正な口ストによる適正な通信品質の確保

(岡山情報ハイウェイ構想、)

2 高齢者，障害者でも利用可能なバリアフリー・

コミュニケ…ションの確立

3 県民と行政との情報共有に恭づくグループ

ウェアの実現を基本的な目標とした各種の施

策を展開するとしている D

具体的な施策としては，次のような内容があげ

られている O

1 県庁内の各部局で整備した各種情報システ

ムは，原則としてこの岡山情報ハイウェイ

で選営する O また さ当該ネットワーク上で県

民と県庁との情報共有を実現するために，イ

ンタ…ネットを活用することとし，県庁の全

課窓にホ…ムペ…ジを開設する口

2 岡山情報ハイウェイの構成要素となる CA

TV事業者等と連携を図りながら，県内均一

コストで，かつできる限り低廉な料金での利

用を実現する O

3 県民と県庁職員のインターネットの利用促

進を図るために，研修機能を有する県民情報

プラザを設置する D

4 情報端末となるパソコン等を所有していな

い県民と情報の共有を図るため，県民の利用

タ…ミナルとして「情報キオスクJを県内各

地に設置する口

5 障害者のインターネット利用に資するため，

県民情報プラザに障害者のための機材等を展

示し，体験できるコ…ナーを設置するととも
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に，障害者が利用できるシステムの開発を促

進する O なお，将来のバリアブリ…・コミュ

ニケ…ションに備えるため，県がパソコンを

購入する際には，障害者のための機材を追加

設置できることを購入の条件とする。

6 岡山情報ハイウェイは，インタ…ネット等

デジタルデータ通信の利用を主目的とするが，

CATVの特性を活かして映像等の活用につ

いても可能となるよう整備する O

7 インターネット利用については，依然とし

門的知識が必要とされる部分があること

から，工業技術センタ一等を活用して官民共

同プロジ、エクトとしてインタ…ネットを容易

に，幅広く活用するシステム等を開発する D

8 基幹回線となる県rTWANの構築について

は，県が自ら回線を構築する方法と， NTT 

等通信事業者の回線を利用する方法とが想定

され，それぞれにメリット・ヂメリットがあ

るとともに，現在は 通信料金等が流動的で

もあることから，具体的な構築手法について

は，引き続き合理的な方法を検討することと

する必要があるが，先行的に大容量の通信基

盤が必要とされる地域には，県が自ら回線の

構築を行う。

《資料 5)) 全米情報基盤 (NI 1)の行動ブラ

ン12) 

N 1 1は必ずしも光ブァイパ…・ネットワーク

を構築しようというものではなく，有線，無線，

p C S，衛星など多様な通信経路を含むものであ

り，ネットワーク化の推進を過して悶民生活禍祉

の向上に貢献していくことを目的としている o

ノスアイレスで行われた世界通信開発会議

( 1 T U)において発表された行動プランでは次

の5項目があげられた。

1 投資の促進

2 競争の促進

3 技術とマーケットの変化に調和する柔軟な

規制緩和

4 ネットワ…クへのオ…プンなアクセス
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5 ユニバーサル・サーピス(貧富の援により

サ…ピスの質が変わらないなど普遍的なサ

ピス)の保障.

また1993年9月にN1 1構想に対する 9つの政

府行動原則と目標が発表された。

1 私的部門の投資の促進

2 すべての国民が情報資源を安価に利用でき

るということを保障したユニパ…サル・サ

ピスの概念の拡張

3 技術革新と新しい応用閣の推進

4 シームレス性，双方向性，ユーザ操作可能

性の促進

5 情報セキュリティとネットワ…クの信頼性

の確保

6 帯域管理の改善

7 知的所有権の保護

8 地方政府や外固との調整

9 政府情報へのアクセスと政府調達の改善
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