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インターネット文明とデジタル化



“Affairs in Western Countries By Yukichi Fukuzawa 1866

(from right to left, “Four Ocean Family”, “Five Races Brothers”, 
“Steam”, “Society”, “Electricity”, Communications”)





“The Internet”

地球にひとつ
グローバル空間

Multiple Culture

Multiple Language

Multiple Nations

Multiple Laws

Multiple Court

Multiple Police



国際空間
Law, Legislation, Trial,
Culture, Language, Police
and
Government
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東工大 DLAB 未来シナリオ
https://www.dlab.titech.ac.jp/scenarios/



グローバル標準化とプラットフォーム



9HTML5 Standards and the New Industries for Video Streams

2010 July ４K

2005年

2014 April ４K
（日本：2015年9月提供開始）

2014 December ４K
(日本：2015年9月提供開始)

2017 September ４K

（Google）

（Apple TV）

2014 20172010

～～2005年12月
サービス開始

2007年1月
VoDサービス開始

2006年9月
（Amazon Unboxとして）

サービス開始

2007年1月
AppleTV提供開始

（出典）各社HP等より作成

・世界190カ国で映画・ドラマ等の配信サービスを展開
・2018年９月末時点で世界1億3710万の加入者数
・米国の4割弱のトラフィックがNetflixとの話あり
・視聴履歴の活用、大胆なコンテンツ（含オリジナル）への投資

・世界200カ国以上で動画配信サービスを展開
・Prime会員数は、世界6,600万人以上（2016年末）・米国ブロードバンド加入世帯の64％が

何らかの加入制VOD (SVOD) を利用。
・うち３分の２はネットフリックス、Amazon
プライムビデオ、Huluのいずれかに加入。
・ブロードバンド加入世帯の36％は、２つ
以上の動画配信サービスに加入。
（「OTT Video Market Tracker」より）

HTML5
draft
2008

HTML5
2016



Innovation
Innovation

Internet

縦を横に繋ぐ！
IoT/Data

Service Platform

Collaboration Collaboration Collaboration

Innovation
Innovation



COVID-19とウクライナ侵攻視点のデジタル史



https://www.engadget.com/icann-says-it-wont-kick-russia-off-the-internet-212332356.html
https://cafe-dc.com/politics/ukraine-asks-icann-to-disconnect-all-russian-websites-dns/



https://www.csis.org/events/cyber-ukraine-invasion-0
https://asia.nikkei.com/Politics/Ukraine-war/One-week-into-Ukraine-invasion-Russian-analysts-weigh-the-costs



～1990+
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Bill Shanonn Datsun 280Z



～2001

https://www.bankinfosecurity.com/20-years-after-911-how-us-cybersecurity-landscape-evolved-a-17497
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～2010
16



～2020
17

GAFAM



～2030
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EDGE COMPUTING







アカデミズムの役割22



Researches in Industrial domain

Before WIDE
Researches in Academic domain

SOCIETY

Direct Contribution Direct Feedback

Research output (Papers, Standards etc)



WIDE

SOCIETY

Direct Feedback

Researches in
Academic 
domain Researches in 

Industrial 
domain

Direct Contribution

Research Output Government



人権：置いてきぼりをつくらない
25

 2012年 国連での人権議論
 「インネットアクセスはヒューマンライツ 人権」

 経済・健康・医療・教育・災害時・・・

 日本での「デジタル貧困」を調査し、定義すべき
 スマホがない

 FTTHがない

 生活保護でもない

 少なくとも、子供のインターネットアクセス権を確保
 教育の権利 GIGAスクールの権利

 学校かならず自由につながっているのか？

 スマホは行き渡っているのか？ 子供の家庭はつながっているのか？

 文科省・地方自治体・こども家庭庁（？）の使命でできないのか？

 そして、高齢者

 そして、障害者、言語、インクルーシブ



現在の行政イメージ

共生
共創部

こども
みらい部

都市
景観部

歴史
まちづくり
推進担当

健康
福祉部

都市
整備部 総務部 環境部 会計

管理者
市民
防災部

まちづくり
計画部

窓口A 窓口B 窓口C窓口D 窓口E 窓口F 窓口G 窓口H 窓口I 窓口J窓口C

各部がそれぞれ対応

似たような
書類が多すぎる

窓口を
行ったり来たり



デジタルを前提としたすべての人のためのサービス

共生
共創部

こども
みらい部

都市
景観部

歴史
まちづくり
推進担当

健康
福祉部

都市
整備部 総務部 環境部

会計
管理者

市民
防災部

まちづくり
計画部

新しい行政のイメージ



避難所となり得る施設 自治体担当部局 中央省庁

集会所、公民館、コミュニティセンター 教育委員会 文科省

市民の家、青年の家 教育委員会 文科省

市民会館、市民文化センター 教育委員会 文科省

図書館・図書館分室 教育委員会 文科省

博物館、美術館、郷土資料館 教育委員会 文科省

社会教育センター 教育委員会 文科省

市民体育館、武道館、野球場 教育委員会、首長部局 文科省

労働会館・勤労会館 産業労働部 等 厚労省

産業文化センター 産業労働部 経産省

小学校、中学校、特別支援学校 市町村教育委員会 文科省

高等学校、専門学校、大学 都道府県教育委員会等 文科省

幼稚園、保育所、こども園 教育委員会、保健福祉部 文科省、厚労省

児童館・児童センター 保健福祉部 厚労省

老人憩いの家 保健福祉部 厚労省

デイサービスセンター 保健福祉部 厚労省

生きがい活動センター 保健福祉部 厚労省

障害者総合支援センター 保健福祉部 厚労省

デイサービスセンター 保健福祉部 厚労省

児童養護施設 保健福祉部 厚労省

母子生活支援施設 保健福祉部 厚労省

保健所、保健会館、・福祉会館 保健福祉部 厚労省

市庁舎、支所 首長部局 総務省自治

上下水道施設 水道局 厚労省、国交省

• 指定避難所は、市町村長が公共施設等を（勝手に）指定
（災害対策基本法）

• 放置されがちな自主避難（テント泊、車中泊）も多数発生
• 行政縦割りに起因して、避難所のネットアクセス確保や

被災者の状況把握方法に関する分野横断的な共通ルー
ルは未整備（内閣府防災？）

• 避難所は市町村任せのため、霞が関では、避難所に関
するビッグデータをどの組織も有していない。

• 縦割り組織の弊害により、避難所でのインター
ネットアクセスは、極めて不透明かつ脆弱

• コミュニケーション断絶による被災者支援の遅
れは、災害関連死に直結

同時に、インターネットアクセスを実現するための、①避難所の非常用電
源確保、②電気通信事業者によるアクセス回線・中継伝送路の冗長化、
③ネット企業との共働による被災者支援アプリの展開、④避難所に関す
るデーターフォーマットの標準化と情報共有ルール化も行う。

国・地方公共団体・企業・産業・地域コミュニティ
のステイクホルダーが縦割りを廃して、全国規模
で避難所のインターネットアクセスを整備・維持
→誰も置き去りにしない完全デジタル化実現

誰も置き去りにしない完全デジタル化の実現
～避難所データハイウェイによるデジタルトランスフォーメーション～

しかし、避難所となり得る公共施設を所管する
行政組織は縦割り

災害時の基本方針は、まず被災地・避難所で起きていることを状況把握し、
これに基づき応急対応の要員や物資を迅速に配分することで、人命や財産を保護すること



学協会からいただいた方針
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 ・印鑑レスの促進

 ・ペーパーレスの促進．

 ・事務局のバーチャル化(リアル事務所をもたない)
 ・理事会議事録の完全デジタル化

 ・決算書類のデジタル化

 ・全委員会のオンライン開催

 ・学術講演会のオンライン開催(開催行事の半数程
度)



組織として目指すDX
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 課題の解決
 課題を発見しやすい
 解決の方法が発見できる

 サービスの発展
 本来の使命を追求する
 そのためのコストとリソースは減少する

 Unlearn
 Digital TransitionかDigital Transformationか

 縦割りを横に繋ぐ
 サプライサイド論理か会員サイド論理か



デジタル社会これから

 インターネット前提社会 (Internet, Cloud)
 One Web 前提社会 (World Wide Web)
 ブロックチェーン前提社会 (Web3, NFT)
 バーチャルとリアルの完全融合 (Metaverse)
 歴史の共有

 Covid-19
 ウクライナ侵攻
 デジタル社会形成基本法・デジタル田園都市国家構想
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Digital Ab Use
デジタルの悪用・乱用
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Digital Proper Use
デジタルの正しい利用



34

Digital Ethical Use
デジタルの善用
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妄想です


	デジタル社会の創生と学協会への期待��2022年6月8日��慶應義塾大学�村井純
	インターネット文明とデジタル化　
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	“The Internet”��地球にひとつ�グローバル空間
	国際空間
	スライド番号 7
	グローバル標準化とプラットフォーム
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	COVID-19とウクライナ侵攻視点のデジタル史
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	～1990+
	～2001
	～2010
	～2020
	～2030
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	アカデミズムの役割
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	人権：置いてきぼりをつくらない
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	学協会からいただいた方針
	組織として目指すDX
	デジタル社会これから
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35

