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まえがき

ネットワーク技術の進展によって，わが国でも情報ネッ

トワーク社会へ向かう大きな変化が起ころうとしている。

情報ネットワーク社会の効果として，①位置格差の解消，

②遠近格差の解消，③規模格差の解消，④年齢格差の解消，

などがあげられ，その結果さまざまなハンディを克服した

均等な社会環境が整うこととなる。

21世紀に向かい，わが国ではますます高齢化や生活スタ

イルの多様化が進むなか，そうした動向に対応した行政の

一層の情報化が社会的な必須（ひっす）条件になってきて

いる。

特に，都市部以外の地方自治体では，高齢化と過疎化に

よる人口減少，若年層の流出による地域全体の活力低下が

大きな問題となっている。

このような地域では，地域の情報ネットワークを確立し

地域情報交流，情報発信，行政サービスを充実させていく

ことが先進的なまちづくりの条件となっており，行政サイ

ドの地域情報化への関心が非常に高まっている。

地域情報ネットワークシステムの構築事例

地域情報ネットワークシステムの構築において，数年前

までは光ファイバ網を張り巡らせることがマルチメディア

通信を実現するために重要であると考えられていた。しか

し今日では，過疎地ではワイヤレスループの無線ネットワー

クで十分であったり，CATV（Cable Television）が整備

されている地域では，その空いている帯域を使って安く大

容量の通信を実現した実施例が出てくるなど，選択の幅が

広がってきている。

地方自治体における地域の活性化と快適な地域社会の形

成促進を目的にした事例について以下に紹介する。

２.１ 村落における地域情報ネットワークシステムの構築

大都市から遠く離れ，人口も少ない村落での導入事例を

紹介する。地域には近隣の市町村が費用負担して運営を行

う主幹ネットワークが引かれ，低額でのインターネット使

用が可能な状況にある。このなかで，村全域においては

CATV網による地域のネットワークシステムを構成し，

外部とは主幹ネットワーク経由でインターネットへの接続

を実現することとした。さらに，村全体の活性化，地域住

民のコミュニケーション環境の向上，行政サービスの充実，

生活利便性の飛躍的向上をめざして，地域情報ネットワー

クシステム上で実施されるサービスコンテンツの整備を行っ

ている。システムの構成を図１に示す。

地域情報ネットワークシステム
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図１　村落・地域情報ネットワークシステムの構成
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サービスコンテンツのコンセプトを以下に記す。

住民ネットとして地域内交流の活発化と地域外への個

人情報発信

行政ネットとして行政サービスの充実，住民の利便性

向上

産業ネットとして（外部への情報発信）地域 PR，農

業・酪農に関する情報提供，地域産業の活性化

娯楽ネットとして家族および近隣住民とのふれあいの

場の提供

２.２ 都市部における地域行政情報ネットワークシステムの

構築

都市部では，地域活性化のため専用回線〔ディジタル専

用回線，ISDN（Integrated Services Digital Network）な

ど〕を用いて庁舎と各拠点（公民館などの出先機関，コン

ビニエンスストアなど）を接続した地域ネットワークが整

備されつつあり，これらによって種々の行政サービスが市

民生活における利便性の向上，地域情報化の促進などを目

的として企画されている。

システムの概要を図２に示す。

この事例では，市内約15か所にマルチメディア端末を設

置してネットワークと接続することで市庁舎内のイントラ

ネットと接続し，行政手続き情報の提供，地域イベントや

特産物案内，公共施設の案内・検索・予約サービスを実現

している。情報端末の特長としては以下が挙げられる。

タッチパネルにより操作が簡単である。

動画，静止画，音声，文字表示により，利用者の必要

な情報，欲しい情報を分かりやすく案内できる。

磁気カードの利用も可能とすることで，セキュリティ

や便宜性を向上させている。

プリンタを装備することにより簡単な記録を実現して

いる。

以上のような機能を備えることで，若年層から高齢者に

至る幅広い層の住民に対して，違和感のないシステムを提

供している。

アミューズメントシステム

富士電機は，1996年からテーマパーク企画運営企業のア

トラクションシステムを手がけており，最新のマルチメディ

ア技術〔一般映像や立体映像（3D），音声認識や無線通信

など〕と制御技術により仮想世界の体験システムを開発し

た。導入事例アトラクションを図３に示す。

３.１ 地方自治体向けアミューズメントシステムの導入事例

2000年に構築予定の地方自治体向けアミューズメントシ

ステムの事例を紹介する。

この村落では庁舎内のネットワーク構築から地域全体の

情報化推進を複数年で計画しており，内外からの来場者に

対して，地域情報化構想について分かりやすく PRしてい

くことを狙いとしてアミューズメントシステムの導入を決

定した。

全体のイメージを図４，図５に示す。
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図２　都市部・地域情報ネットワークシステムの概要 図３　民間アミューズメントシステムのアトラクション事例

図４　アミューズメントシステム導入事例
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システムのコンセプトは下記の三つである。

自治体のマルチメディア構想の PR

立体映像システム（3D），音響システム，コンピュー

タなどを使ったアトラクションを体験してもらうことに

より，現存のマルチメディア技術の体感と現在推進して

いるマルチメディア構想に対する理解や親密度を高める

とともに，インターネット接続により広く世界的に PR

を行う。

家族がふれあえるスペース

家族それぞれが楽しめることを狙いとしており，施設

構成として，若年層向けの企画，中年層向けの企画，老

年層向けの企画を設け，それぞれ隔離せず相互にふれあ

いができるスペースを提供した。

インターネットによる思い出作り

インターネットからの訪問時アトラクションへの個人

情報アクセスの実現により，利用者に継続的な興味を持

たせるシステムとした。

図書館システム

昨今，図書館システムは，地域における生涯学習の拠点

であるという位置づけから，地域情報サービスの発信基地

としての役割も担いつつある。ここでは，公共図書館シス

テムと大学図書館システムの導入事例をもとにその概要に

ついて紹介する。

４.１ 公共図書館システムの概要

公共図書館システムの構成を図６に示す。本システムの

特長としては，以下が挙げられる。

業務処理系には UNIX
〈注 1〉

サーバ，情報発信系のWWW

サーバには Windows NT
〈注 2〉

サーバを適用し，端末側は

Windows
〈注3〉

の GUI（Graphical User Interface）を用いた

パーソナルコンピュータ（パソコン）で構成している。

また，それらは高速 LAN接続され，オープンかつ信頼

性の高いネットワーク構成となっている。

貸出し，返却などの基本機能はもちろんのこと，目録

作成や検索機能を強化している。

ワードプロセッサなみの操作性を確保するとともに，

オープンシステムにありがちな，誤操作やセキュリティ

の弱さを機能制限機能や IDパスワード方式でカバーし

ている。

TRCD（出版情報などのデータベース CD）をダイレ

クトに検索できる。

インターネットサーバ（WWWサーバ）機能を充実

させ，インターネット，イントラネット利用者もシステ

ムの利用ができる。

４.２ 大学図書館システムの事例

神奈川大学図書館は，横浜キャンパスに図書館，平塚キャ

ンパスに図書室を持ち，合計蔵書数は現在80万冊を超えて

いる。同図書館では高度情報化社会への対応，サービス向

上の要請にこたえ，さまざまな場所から各種サービスを利

用できるオープンで安定した新図書館システムの構築をめ

ざした。

神奈川大学図書館システムの構成を図７に，実際の端末

設置例を図８に示す。

本システムの特長としては，以下が挙げられる。

Web ブラウザによる，利用者にやさしいサービスの

提供

図書館システムの情報は大きく二つに分けて管理されて

おり，利用者は NC（Network Computer）の Web ブラ

〈注 1〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

〈注 2〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 3〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図６　公共図書館システムの構成図５　富士電機アミューズメントソリューション
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ウザ（Netscape Navigator
〈注4〉

）のみで，簡単に各種情報にア

クセスすることができる。

蔵書データベース（ホストコンピュータ）

™蔵書データベースを利用した蔵書検索

その他各種サービス用データベース（Notes/Dom

ino
〈注5〉

）

™FAQ（よくある質問解答集）と電子メール

™大学の講義要領の照会

™文献複写申込み

NCによるシステムの運用管理業務の効率化

本システムは，NCを利用したシンクライアントシステ

ムとし，クライアント端末としてWindows パソコンを使

用した場合に発生する種々の課題を次のように解決してい

る。

保守・運用コストの低減化

Windows パソコンをクライアント端末とした場合，

ソフトウェアのバージョンアップや磁気ディスク装置の

障害，学生のいたずらによるパソコンのトラブルに対す

る復旧作業など，保守・運用管理コストの増大が大きな

課題であった。なかでも，学生によるOS環境設定変更，

アプリケーションの無断インストールなど，システム復

旧のためのOS再インストール作業が日常茶飯事であり，

システム管理者は本来の業務以前に復旧作業に忙殺され

ていた。

今回，NCを端末として採用することにより，端末の

運用管理にかかるさまざまな負荷を簡素化することがで

〈注 4〉Netscape Navigator ：米国 Netscape Communications Corp.

の登録商標

〈注 5〉Notes/Domino ：米国 Lotus Development Corp. の登録商標

きた。ソフトウェアのインストールなど，運営上必要な

機能をサーバのみに集約し，NCサーバによるクライア

ントの一元管理を徹底・実現させた。

端末の自動一括起動・停止の実現

NCは，電源オフのための OSシャットダウン操作が

不要であるため，管理サーバなどからのリモート電源制

御が可能である。新図書館システムでは，ネットワーク

接続されたリモート電源制御装置を各NC端末に接続す

ることにより，各端末の電源オン（起動）・オフ（停止）

を図書館開館・閉館時に合わせて自動的に管理サーバか

ら行える。これにより，端末の起動・停止のために各端

末を回る必要がなくなり，図書館職員の負担軽減がなさ

れた。

あとがき

地域活性化を目的とした地域情報システムを紹介した。

今後も，地域情報ネットワークシステムへの要望は行政

サービスから防災，医療，福祉など住民にかかわるすべて

の分野に幅広くわたっていると考える。図書館システムに

ついても，インターネットによる館外閲覧はもちろん，文

化施設との連携や小中学校への機能提供など，地域情報ネッ

トワークシステムに接続され非常に有用な展開が想定され

る。

また，地方自治体においては，現状は一部地域での試行

レベルであるが，今後，本格的な整備推進が期待されてい

る。このような情勢のなか，行政の情報公開，行政サービ

スの充実，地域活性化のためのコンテンツ企画などを中心

として，最新技術を積極的に活用し，さらに地域の要望・

特性を生かした地域情報システムを提供していく所存であ

る。
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（2）

（b）

（a）
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図７　神奈川大学図書館システムの構成 図８　端末設置例（神奈川大学図書館）
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