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 社会的特性と問題点(2)

社会的特性

1. 人口・世帯

数 

2. 高齢者福祉

3. 児童福祉・

障害者福祉

4. 保健・医療

5. 教育 

6. 安全安心

7. 交通 

社会的特性と問題点

社会的特性 

人口・世帯  総人口：平成

 合計特殊出生率：平成

                          

 高齢化率は

 20
 15～
 出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

高齢者福祉  本市高齢化率（

平成

                               

 本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

 介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

 介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

児童福祉・ 

障害者福祉 

 出生数は、平成

 障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

 詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

保健・医療  長野県の平均寿命（平成

1位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

 健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳）

  信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

 市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

る 

安全安心  住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

 交通事故発生状況は、以下のとおり

平成

 人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成

 交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

  中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

 県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

 平成

の移動時間が大幅に短縮する

 地域公共交通機関の利用者減少

社会的特性と問題点 

総人口：平成26

合計特殊出生率：平成

                          

高齢化率は28.3

20歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

～24歳が大きく転出超過

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（

平成24年:26.5%  

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳） 

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

 

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

交通事故発生状況は、以下のとおり

平成21年：3,560

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成21年： 297

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

平成 39 年（2027

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

表 1-

26年 68,932人

合計特殊出生率：平成26年 

                          

28.3％（平成26

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

歳が大きく転出超過 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（65歳以上）が下記のように高まると推定

:26.5%  → 平成30

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成20年：684 →

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成22年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成22年）は男性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：18613戸（79.12

交通事故発生状況は、以下のとおり

3,560件  平成

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

297件  平成

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

2027 年）にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

-2 社会的特性と問題点

概要・特徴 

人 → 平成52

年 1.71人 

                           → 平成52

26年4月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

歳以上）が下記のように高まると推定

30年:34%（推定）

                               → 平成

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

→ 平成24年：

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

年）は男性全国6 位（71.17

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

79.12％） 耐震性なし：

交通事故発生状況は、以下のとおり 

平成25年：3,527

人身事故死傷者状況は、以下のとおり 

平成25年： 247

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する 

地域公共交通機関の利用者減少 

社会的特性と問題点 

 

52年（2040年）

52年（2040年）

月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率(1.50～

歳以上）が下記のように高まると推定

（推定） 

平成55年（2043

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる 

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する 

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

年：569と減少

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生 

年）は、男性80.88歳、女性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる 

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

71.17歳）、女性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり 

耐震性なし：4913

3,527件 

247件 

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている 

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

 

年）65,000人（推定）

年） 2.07人（推定）

月）で、全国に比較し4～5年先行

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少 

～1.70)が低迷

歳以上）が下記のように高まると推定 

2043年）:40%（推定）

 

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される 

と減少 

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む 

歳、女性87.18歳で全国

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

歳）、女性全国17位（

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

4913戸（20.88％）

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる 

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

人（推定） 

人（推定） 

年先行 

が低迷 

 20
口は減少方向

 出生数は減少傾向

 

 

 

（推定） 

 高齢化率の向上

 介護認定率の年々

増加

 家族の介護力低下

 高齢者のみ世帯の

増加

 幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

加傾向

歳で全国

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

位（74.0 

 医師不足による診

療科の存続問題

 夜間救急医療体制

の弱体化

 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該
当者・予備軍増加

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある 

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

 人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

顕在化

％） 

 局所的な土砂崩落

 河川の氾濫発生

 救命業務の多様

化・高度化への対応

が不十分

 

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る 

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

 国道県道等の広域

幹線道路での慢性

的な交通渋滞

 リニア開通を見据

えた

り方

問題点 

20 歳代及び年少人

口は減少方向 

出生数は減少傾向

高齢化率の向上 

介護認定率の年々

増加 

家族の介護力低下

高齢者のみ世帯の

増加 

幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

加傾向 

医師不足による診

療科の存続問題 

夜間救急医療体制

の弱体化 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該

当者・予備軍増加

人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

顕在化 

局所的な土砂崩落

河川の氾濫発生 

救命業務の多様

化・高度化への対応

が不十分 

国道県道等の広域

幹線道路での慢性

的な交通渋滞 

リニア開通を見据

えた 2 次交通のあ

り方 

 

歳代及び年少人

出生数は減少傾向 

 

介護認定率の年々

家族の介護力低下 

高齢者のみ世帯の

幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

医師不足による診

 

夜間救急医療体制

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該

当者・予備軍増加 

人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

局所的な土砂崩落 

 

救命業務の多様

化・高度化への対応

国道県道等の広域

幹線道路での慢性

リニア開通を見据

次交通のあ

 

 

 第1章

1. 本市が保有する資産

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

ついて

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然的特性と問題点(1)

自然的特性

1. 位置・

地形・気象

2. 土地利用

3. 環境 

4. 史跡・文化

財等 

 

 本市の現状

本市が保有する資産

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

ついて表 1-1～表 

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

 第1次伊那市総合計画・後期基本計画（平成

 伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第

 伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

 伊那市移住・定住促進プログラム（平成

 産業立地に関する基本方針（平成

 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

 伊那市観光実施計画（平成

 第2次伊那市地域情報化計画（平成

自然的特性と問題点

自然的特性 

位置・ 

地形・気象 

 長野県南部に位置し、

 中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

 市の面積の

 自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

 日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境

土地利用  自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

 用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

地の質的な低下が見られる

 市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

されていない

  下水道の普及率や水洗化率はともに

 バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

 「伊那から減らそう

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

史跡・文化  河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

 国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財

 民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市の現状 

本市が保有する資産 

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

 1-3に示します。

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

次伊那市総合計画・後期基本計画（平成

伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

伊那市移住・定住促進プログラム（平成

産業立地に関する基本方針（平成

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

伊那市観光実施計画（平成

次伊那市地域情報化計画（平成

自然的特性と問題点 

長野県南部に位置し、

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

市の面積の83%である

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

地の質的な低下が見られる

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

されていない 

下水道の普及率や水洗化率はともに

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

「伊那から減らそう

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

に示します。 

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

次伊那市総合計画・後期基本計画（平成

伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

伊那市移住・定住促進プログラム（平成

産業立地に関する基本方針（平成

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

伊那市観光実施計画（平成28年11

次伊那市地域情報化計画（平成

表 1

長野県南部に位置し、667.81

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

である553.31

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

地の質的な低下が見られる 

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

 

下水道の普及率や水洗化率はともに

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

「伊那から減らそう CO2!!」を目指し、再生可能エネルギーにより

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

次伊那市総合計画・後期基本計画（平成26

伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第2

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

伊那市移住・定住促進プログラム（平成25年

産業立地に関する基本方針（平成16年12月策定）

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

11月策定） 

次伊那市地域情報化計画（平成24年3月策定）

1-1自然的特性と問題点

概要・特徴 

667.81ｋ㎡の県下

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

553.31ｋ㎡の森林がある

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境 

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

 

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

下水道の普及率や水洗化率はともに8割強である

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

」を目指し、再生可能エネルギーにより

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財 

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。 

26年3月策定）

2版】（平成27

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成21年3

年10月策定）

月策定） 

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想（平成26年

 

月策定） 

自然的特性と問題点 

 

ｋ㎡の県下3番目の面積を持つ

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高600ｍの伊那盆地

ｋ㎡の森林がある 

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

 

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

割強である 

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

」を目指し、再生可能エネルギーにより

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み 

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

月策定） 

27年 10月策定）

3月策定） 

月策定） 

年9月策定）

 

番目の面積を持つ 

ｍの伊那盆地 

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど） 

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的 

」を目指し、再生可能エネルギーにより

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している 

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある 

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

月策定） 

月策定） 

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など） 

 所有者高齢化、不在

地主などによる森

林、農地の荒廃化

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

 用地地域外の宅地

化、農業振興地域内

への宅地化が進む

」を目指し、再生可能エネルギーにより CO2

 生活排水、工場排水

等での水質汚染の

検出

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

 出土した考古資料

の中で未整理のも

のがある

 民俗文化財等での

後継者の不足

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

問題点 

所有者高齢化、不在

地主などによる森

林、農地の荒廃化

用地地域外の宅地

化、農業振興地域内

への宅地化が進む

生活排水、工場排水

等での水質汚染の

検出 

出土した考古資料

の中で未整理のも

のがある 

民俗文化財等での

後継者の不足 

 

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に 

所有者高齢化、不在

地主などによる森

林、農地の荒廃化 

用地地域外の宅地

化、農業振興地域内

への宅地化が進む 

生活排水、工場排水

等での水質汚染の

出土した考古資料

の中で未整理のも

民俗文化財等での
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 社会的特性と問題点(2)

社会的特性

1. 人口・世帯

数 

2. 高齢者福祉

3. 児童福祉・

障害者福祉

4. 保健・医療

5. 教育 

6. 安全安心

7. 交通 

社会的特性と問題点

社会的特性 

人口・世帯  総人口：平成

 合計特殊出生率：平成

                          

 高齢化率は

 20
 15～
 出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

高齢者福祉  本市高齢化率（

平成

                               

 本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

 介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

 介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

児童福祉・ 

障害者福祉 

 出生数は、平成

 障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

 詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

保健・医療  長野県の平均寿命（平成

1位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

 健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳）

  信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

 市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

る 

安全安心  住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

 交通事故発生状況は、以下のとおり

平成

 人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成

 交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

  中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

 県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

 平成

の移動時間が大幅に短縮する

 地域公共交通機関の利用者減少

社会的特性と問題点 

総人口：平成26

合計特殊出生率：平成

                          

高齢化率は28.3

20歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

～24歳が大きく転出超過

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（

平成24年:26.5%  

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳） 

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

 

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

交通事故発生状況は、以下のとおり

平成21年：3,560

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成21年： 297

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

平成 39 年（2027

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

表 1-

26年 68,932人

合計特殊出生率：平成26年 

                          

28.3％（平成26

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

歳が大きく転出超過 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（65歳以上）が下記のように高まると推定

:26.5%  → 平成30

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成20年：684 →

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成22年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成22年）は男性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：18613戸（79.12

交通事故発生状況は、以下のとおり

3,560件  平成

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

297件  平成

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

2027 年）にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

-2 社会的特性と問題点

概要・特徴 

人 → 平成52

年 1.71人 

                           → 平成52

26年4月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

歳以上）が下記のように高まると推定

30年:34%（推定）

                               → 平成

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

→ 平成24年：

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

年）は男性全国6 位（71.17

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

79.12％） 耐震性なし：

交通事故発生状況は、以下のとおり 

平成25年：3,527

人身事故死傷者状況は、以下のとおり 

平成25年： 247

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する 

地域公共交通機関の利用者減少 

社会的特性と問題点 

 

52年（2040年）

52年（2040年）

月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率(1.50～

歳以上）が下記のように高まると推定

（推定） 

平成55年（2043

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる 

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する 

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

年：569と減少

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生 

年）は、男性80.88歳、女性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる 

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

71.17歳）、女性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり 

耐震性なし：4913

3,527件 

247件 

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている 

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

 

年）65,000人（推定）

年） 2.07人（推定）

月）で、全国に比較し4～5年先行

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少 

～1.70)が低迷

歳以上）が下記のように高まると推定 

2043年）:40%（推定）

 

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される 

と減少 

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む 

歳、女性87.18歳で全国

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

歳）、女性全国17位（

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

4913戸（20.88％）

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる 

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

人（推定） 

人（推定） 

年先行 

が低迷 

 20
口は減少方向

 出生数は減少傾向

 

 

 

（推定） 

 高齢化率の向上

 介護認定率の年々

増加

 家族の介護力低下

 高齢者のみ世帯の

増加

 幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

加傾向

歳で全国

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

位（74.0 

 医師不足による診

療科の存続問題

 夜間救急医療体制

の弱体化

 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該
当者・予備軍増加

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある 

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

 人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

顕在化

％） 

 局所的な土砂崩落

 河川の氾濫発生

 救命業務の多様

化・高度化への対応

が不十分

 

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る 

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

 国道県道等の広域

幹線道路での慢性

的な交通渋滞

 リニア開通を見据

えた

り方

問題点 

20 歳代及び年少人

口は減少方向 

出生数は減少傾向

高齢化率の向上 

介護認定率の年々

増加 

家族の介護力低下

高齢者のみ世帯の

増加 

幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

加傾向 

医師不足による診

療科の存続問題 

夜間救急医療体制

の弱体化 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該

当者・予備軍増加

人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

顕在化 

局所的な土砂崩落

河川の氾濫発生 

救命業務の多様

化・高度化への対応

が不十分 

国道県道等の広域

幹線道路での慢性

的な交通渋滞 

リニア開通を見据

えた 2 次交通のあ

り方 

 

歳代及び年少人

出生数は減少傾向 

 

介護認定率の年々

家族の介護力低下 

高齢者のみ世帯の

幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

医師不足による診

 

夜間救急医療体制

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該

当者・予備軍増加 

人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

局所的な土砂崩落 

 

救命業務の多様

化・高度化への対応

国道県道等の広域

幹線道路での慢性

リニア開通を見据

次交通のあ
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2. ＲＥＳＡＳから見た本市の産業分析 

本市の産業活動状況を分析するために、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用し本市の経済状況

の特徴や抱えている課題などを調査、分析しています。以下に、ＲＥＳＡＳで分析した結果等を示します。 

 

(1) 地域経済循環からの分析 

地域経済循環からの分析は、地域経済に関して生産、分配、支出の3つの側面で捉えて、地域の資源

や強みを活かして地域経済の活動が行われているか分析するものです。第1次産業～第3次産業の産業

活動によって生産された付加価値は、雇用者等へ分配（所得）され、その後、費用や投資等の支出へ回

され、その支出が地域企業への生産へ回って生産（付加価値額）が増加するような良い循環が形成され

ることが望まれます。この循環過程で、他地域へお金が流出すれば地域内での産業規模が縮小すること

となり、所得への分配が縮小して地域経済の悪い循環となります。 

本市の地域経済循環図（平成25年（2013年））を図 1-1に示します。本市の場合、所得分配が他地域

から流入しています。また、支出でも地域内の所得が設備投資として地域外へ流出しています。これは

地域の生産活動へ地域内の所得が回っていないことを示しています。このような結果から、本市の地域

経済の自立度を示す地域経済循環率が平成 25 年（2013 年）77.8％という数字になって表れて、何らか

の改善が必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工 

図 1-1 本市の地域経済循環図 

分配（所得） 

雇用者所得 その他所得 

伊那市・地域経済循環図 

（2013年） 

 

 

 産業的特性と問題点(3)

産業的特性

1. 産業構造

2. 経済循環

3. 農業 

4. 林業 

5. 商業・

サービス

6. 工業 

7. 観光 

8. 財政状況

産業的特性と問題点

産業的特性 

産業構造  これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

造の変化が顕在化

 

 

経済循環  地域内産業の状況は、以下のとおり

平成

 産業別の生産額構成は、以下のとおり

平成

 本市の地域内所得（雇用者

から所得が分配される流入型となっている

 本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている

  平成

 米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

 農家人口の減少

 経営耕地面積の減少

  市の面積の

（国有林

 天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

商業・ 

サービス 

 年間商品販売額：約

 南信地域の商圏の中心でもある

  製造品出荷額：約

 高度加工技術産業

 さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

  豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

 観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

年間の利用者延数：

 日帰り通過型の観光が大部分

財政状況  実質公債費比率

 将来負担比率

 税未収金

産業的特性と問題点 

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

造の変化が顕在化

 消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第

て、より高度で複雑なものへシフトが必要

 郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

店など事業者には大きな影響がある

地域内産業の状況は、以下のとおり

平成25年 生産額：

産業別の生産額構成は、以下のとおり

平成25年の生産額構成：

本市の地域内所得（雇用者

から所得が分配される流入型となっている

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている

平成24年 産出額は、約

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

農家人口の減少

経営耕地面積の減少

市の面積の83％を占める豊富な森林資源を有している

（国有林40％、公有林

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

年間商品販売額：約

南信地域の商圏の中心でもある

製造品出荷額：約

高度加工技術産業

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

年間の利用者延数：

日帰り通過型の観光が大部分

実質公債費比率

将来負担比率  

税未収金 8.3億円（平成

表 1-

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

造の変化が顕在化 

消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第

て、より高度で複雑なものへシフトが必要

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

店など事業者には大きな影響がある

地域内産業の状況は、以下のとおり

生産額： 3,822億円（長野県内

産業別の生産額構成は、以下のとおり

年の生産額構成：1次産業

本市の地域内所得（雇用者所得・その他所得（交付税等））は、他地区

から所得が分配される流入型となっている

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている

産出額は、約58億円

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

農家人口の減少:約7,500戸（昭和

経営耕地面積の減少:約5,000ha

％を占める豊富な森林資源を有している

％、公有林12％、私有林

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

年間商品販売額：約1,335億円（平成

南信地域の商圏の中心でもある

製造品出荷額：約1,725億円（平成

高度加工技術産業 精密機械、電気電子機械が特徴

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

年間の利用者延数：170万人

日帰り通過型の観光が大部分

実質公債費比率  平成24年：

   平成24年：

億円（平成24

-3 産業的特性と問題点

概要・特徴 

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第

て、より高度で複雑なものへシフトが必要

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

店など事業者には大きな影響がある 

地域内産業の状況は、以下のとおり 

億円（長野県内

産業別の生産額構成は、以下のとおり 

次産業 1.6%、2

所得・その他所得（交付税等））は、他地区

から所得が分配される流入型となっている

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている 

億円 

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

戸（昭和60年）→約

5,000ha（昭和60

％を占める豊富な森林資源を有している

％、私有林48％）

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

億円（平成24

南信地域の商圏の中心でもある 

億円（平成24年

精密機械、電気電子機械が特徴

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

万人、観光消費額：

日帰り通過型の観光が大部分 

年：15.1％ （全国

年：101.2％ （全国：

24年）  徴収率：

産業的特性と問題点 

 

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第 3

て、より高度で複雑なものへシフトが必要 

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

 

億円（長野県内9位の規模）
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2. ＲＥＳＡＳから見た本市の産業分析 

本市の産業活動状況を分析するために、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用し本市の経済状況

の特徴や抱えている課題などを調査、分析しています。以下に、ＲＥＳＡＳで分析した結果等を示します。 

 

(1) 地域経済循環からの分析 

地域経済循環からの分析は、地域経済に関して生産、分配、支出の3つの側面で捉えて、地域の資源

や強みを活かして地域経済の活動が行われているか分析するものです。第1次産業～第3次産業の産業

活動によって生産された付加価値は、雇用者等へ分配（所得）され、その後、費用や投資等の支出へ回

され、その支出が地域企業への生産へ回って生産（付加価値額）が増加するような良い循環が形成され

ることが望まれます。この循環過程で、他地域へお金が流出すれば地域内での産業規模が縮小すること

となり、所得への分配が縮小して地域経済の悪い循環となります。 

本市の地域経済循環図（平成25年（2013年））を図 1-1に示します。本市の場合、所得分配が他地域

から流入しています。また、支出でも地域内の所得が設備投資として地域外へ流出しています。これは

地域の生産活動へ地域内の所得が回っていないことを示しています。このような結果から、本市の地域

経済の自立度を示す地域経済循環率が平成 25 年（2013 年）77.8％という数字になって表れて、何らか

の改善が必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工 

図 1-1 本市の地域経済循環図 

分配（所得） 

雇用者所得 その他所得 

伊那市・地域経済循環図 

（2013年） 
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 民間投資での分析(4)

本市への民間投資の視点から分析するものです。

各自治体における民間投資の状況を表しています。地域内の事業所・住民により地域内および地域外へ

投資された金額「地域企業ベース」と、地域内へ地域内外から投資された金額「地域内ベース」、その差

額の「地域内収支」を示しています。

本市の場合、「地域企業ベース」の民間投資が「地域内ベース」より大きく、企業内収支がマイナスと

なっていますので、地域

これは、企業等が稼いだ所得を地域内で投資する機会が乏しいか、または企業の戦略に則り地域外への

投資に回ったかと考えられます。いずれにしろ、地域内への投資を魅力的なものとするような努力が必

要と考えます。
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(2) 産業別の移輸出入から分析 

生産額を移輸出入の視点から分析するものです。移輸出入の収支額とは、移出・輸出に伴う地域外か

らの収入額から、移入・輸入に伴う地域外への支出額を差し引いたものです。収支額がプラスの産業は

地域外からお金を獲得している産業であり、マイナスの産業は地域外にお金が流出していることを示し

ています。 

図 1-2に本市における産業別の移輸出入状況を示します。背景色が赤は、移入・輸入に対して移出・

輸出が多い産業であり、地域外からお金を稼いでいる産業で地域の所得を支えていることが分かります。 

本市の産業では、食料品、輸送用機械、一般機械等が移輸出入の収支額がプラスの産業であって、地

域外に主な市場があり製品などの販売によって地域の所得を支えている産業と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 本市の産業別の移輸出入状況 

(3) 本市の第2次産業の分析（他地区との比較） 

本市の第 2 次産業の状況について、駒ヶ根市や南箕輪村の他地区との比較を図 1-3 に示しています。

第2次産業における生産額の構成割合に着目すると、本市の場合、大きな割合を占める産業はなく、い

くつかの産業がバランス良く構成されていることが特徴と言えます。生産額の割合が多い順で見ますと、

食料品、輸送用機械、一般機械、建設業という順番となり、これらの産業が、現状、本市の主力産業と

言えます。 

一方、他地区の構成割合を見てみると、本市との違いで顕著な例は南箕輪村が挙げられます。電気機

械の生産額が65.9%（平成25年(2013年)データ）を占めて、南箕輪村での突出した主力産業となってい

ることが分かります。 
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 民間投資での分析(4)

本市への民間投資の視点から分析するものです。

各自治体における民間投資の状況を表しています。地域内の事業所・住民により地域内および地域外へ

投資された金額「地域企業ベース」と、地域内へ地域内外から投資された金額「地域内ベース」、その差

額の「地域内収支」を示しています。

本市の場合、「地域企業ベース」の民間投資が「地域内ベース」より大きく、企業内収支がマイナスと

なっていますので、地域

これは、企業等が稼いだ所得を地域内で投資する機会が乏しいか、または企業の戦略に則り地域外への

投資に回ったかと考えられます。いずれにしろ、地域内への投資を魅力的なものとするような努力が必

要と考えます。
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これは、企業等が稼いだ所得を地域内で投資する機会が乏しいか、または企業の戦略に則り地域外への

投資に回ったかと考えられます。いずれにしろ、地域内への投資を魅力的なものとするような努力が必

と考えます。 
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図 1-4は、平成
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投資された金額「地域企業ベース」と、地域内へ地域内外から投資された金額「地域内ベース」、その差

本市の場合、「地域企業ベース」の民間投資が「地域内ベース」より大きく、企業内収支がマイナスと

内の事業所・住民による投資が、地域外へ流出していることが示されています。

これは、企業等が稼いだ所得を地域内で投資する機会が乏しいか、または企業の戦略に則り地域外への

投資に回ったかと考えられます。いずれにしろ、地域内への投資を魅力的なものとするような努力が必

（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工
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各自治体における民間投資の状況を表しています。地域内の事業所・住民により地域内および地域外へ

投資された金額「地域企業ベース」と、地域内へ地域内外から投資された金額「地域内ベース」、その差

本市の場合、「地域企業ベース」の民間投資が「地域内ベース」より大きく、企業内収支がマイナスと
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 農業分野での農産物の出荷先の分析(6)

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

販売先経営体数の割合を

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

出荷先の経営体数

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業分野での農産物の出荷先の分析
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農業分野での農産物の出荷先の分析
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は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

出荷先の経営体数の割合では、農林業センサスからの平成

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売
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データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売金額と同様の傾向が見られます。

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年）・平成27年（

金額と同様の傾向が見られます。

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年（2015年）の

金額と同様の傾向が見られます。

 

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工 

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年）の

金額と同様の傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雇用者所得からの分析(5)

本市住民の雇用者所得の視点から分析するものです。

内の各自治体における雇用者所得の総額を示しています。本市は、長野県内では

得ています。内訳は下記のとおりです。

 

本市の場合、地域住民ベースが地域内勤務者ベースより雇用者所得が多くなっています。これは、本

市の住民が地域外に働きに出て、雇用者所得が地域外から流入していることを表しています。地域住民

が地域外に働きにでて、地域外の企業から雇用者所得を総額

ています。

境を考える必要があります。
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 地域住民ベース（本市市民が稼ぐ金額）

 地域内勤務者ベース（地域内の企業が雇用者へ支払う金額）

 地域内収支（地域住民ﾍﾞｰｽ－地域内勤務者ﾍﾞｰｽ）

 

本市の場合、地域住民ベースが地域内勤務者ベースより雇用者所得が多くなっています。これは、本
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が地域外に働きにでて、地域外の企業から雇用者所得を総額

ています。地域外での雇用も考えられますが

境を考える必要があります。
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地域外での雇用も考えられますが

境を考える必要があります。
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内の各自治体における雇用者所得の総額を示しています。本市は、長野県内では
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本市の場合、地域住民ベースが地域内勤務者ベースより雇用者所得が多くなっています。これは、本

市の住民が地域外に働きに出て、雇用者所得が地域外から流入していることを表しています。地域住民
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地域外での雇用も考えられますが、地元企業への雇用を住民が魅力的に思えるような雇用環

（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工
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、地元企業への雇用を住民が魅力的に思えるような雇用環
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年度）の長野県

番目の雇用者所得を

本市の場合、地域住民ベースが地域内勤務者ベースより雇用者所得が多くなっています。これは、本
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 農業分野での農産物の出荷先の分析(6)

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

販売先経営体数の割合を

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

出荷先の経営体数

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売
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データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売

 

図 1-5
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データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売金額と同様の傾向が見られます。

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向
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出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向
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金額と同様の傾向が見られます。

 

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工 

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年）の

金額と同様の傾向が見られます。 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

59



 

 

 林産物販売・林産業請負に関する分析(8)

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。

林産物の販売金額帯別では、

100

んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林産物販売・林産業請負に関する分析

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。

林産物の販売金額帯別では、

100万円未満から
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化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。

図

 

林産物販売・林産業請負に関する分析

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。

林産物の販売金額帯別では、

万円未満から100万円～

んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、
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図 1-8 林産物販売金額帯別と請負収入金額帯別での経営体数の割合
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 農業生産関連事業への取組分析(7)

農産物を生産して加工・販売するという

都道府県平均、飯田市の取組状況を示したものです。

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園

の事業があり平成

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。
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売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。

林産物の販売金額帯別では、
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んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。
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 資本金・従業員数の構成b.

 資本金1

 経営上の優位点、経営上の課題c.

 経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

 経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 資本金 

優位点 

資本金・従業員数の構成

1億円以下、従業員数

経営上の優位点、経営上の課題

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 

 

資本金・従業員数の構成 

億円以下、従業員数9人以下の企業が大半を占めます。

図 1-10

経営上の優位点、経営上の課題 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

図 1-11 経営上の優位点、経営上の課題
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3. 地域におけるＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術活用状況

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。

 

(1) 「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

合計しても

 

a.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域におけるＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術活用状況

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。

「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

 アンケート調査期間：平成

 アンケート回収結果

 調査票送付企業

 回答書の回収企業数

 有効回答数

 

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため
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 業種構成a.
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アンケート調査期間：平成

アンケート回収結果

調査票送付企業

回答書の回収企業数

有効回答数 

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

100％とはなりません。棒グラフ中の

業種構成 

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。

地域におけるＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術活用状況

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。

「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

アンケート調査期間：平成29年

アンケート回収結果 

調査票送付企業  

回答書の回収企業数 

  

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

％とはなりません。棒グラフ中の

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。
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地域におけるＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術活用状況
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ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。

「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

年1月10日～
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以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

％とはなりません。棒グラフ中の

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。

-9 回答企業の業種構成

地域におけるＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術活用状況 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。 

「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート 

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

日～1月27日 

社 

社 

社（有効回答率：

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

％とはなりません。棒グラフ中のNは回答企業数を示しています。

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。

回答企業の業種構成 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査を行いました。

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

 

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（1,885 社）を作成し、各社宛にア

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

 

社（有効回答率：15.5%）

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。 

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

は回答企業数を示しています。

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。

 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営
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また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。
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ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。
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尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

は回答企業数を示しています。 

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。 
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本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。 

社）を作成し、各社宛にア

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

社）を作成し、各社宛にア

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。 

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため
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 資本金・従業員数の構成b.

 資本金1

 経営上の優位点、経営上の課題c.

 経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

 経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 資本金 

優位点 

資本金・従業員数の構成

1億円以下、従業員数

経営上の優位点、経営上の課題

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 

 

資本金・従業員数の構成 

億円以下、従業員数9人以下の企業が大半を占めます。

図 1-10

経営上の優位点、経営上の課題 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

図 1-11 経営上の優位点、経営上の課題

 

Ｎ＝

人以下の企業が大半を占めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

10 資本金・従業員数の構成

  

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

経営上の優位点、経営上の課題

Ｎ＝236 

人以下の企業が大半を占めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金・従業員数の構成

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

経営上の優位点、経営上の課題

 経営上の課題

 従業員数

人以下の企業が大半を占めます。 

資本金・従業員数の構成 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

経営上の優位点、経営上の課題 

経営上の課題 

従業員数 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

Ｎ＝257 

（%） 

 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。 

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。 
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 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定f.

 導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定 

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

図 1-14

 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

14 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで23%

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

ＡＩの活用予定 

23%、ＡＩで19%

 

19%となります。

 

となります。 
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e.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援を期待する行政機関等

 支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援をd.

 本市への支援期待がトップを占めています。

 期待する項目は「補助金」がトップとなります。

 ＩｏＴの認知度、ＡＩの認知度e.

 ＩｏＴ・ＡＩの認知度は、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。

 

 

支援を期待する行政機関等

ＩｏＴの認知度

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を

本市への支援期待がトップを占めています。

期待する項目は「補助金」がトップとなります。

図 1

ＩｏＴの認知度、ＡＩの認知度

ＩｏＴ・ＡＩの認知度は、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。

 

支援を期待する行政機関等 

ＩｏＴの認知度 

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を

本市への支援期待がトップを占めています。

期待する項目は「補助金」がトップとなります。

1-12 支援を期待する行政機関等と期待する項目

ＩｏＴの認知度、ＡＩの認知度 

ＩｏＴ・ＡＩの認知度は、「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。

図 1-13

 

 

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を

本市への支援期待がトップを占めています。

期待する項目は「補助金」がトップとなります。

支援を期待する行政機関等と期待する項目

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。 

13 ＩｏＴ・ＡＩの認知度

Ｎ＝156 

（%） 

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を期待する項目

本市への支援期待がトップを占めています。 

期待する項目は「補助金」がトップとなります。 

支援を期待する行政機関等と期待する項目

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＩｏＴ・ＡＩの認知度

行政機関等に支援を期待する項目

ＡＩの認知度

期待する項目 

支援を期待する行政機関等と期待する項目 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＩｏＴ・ＡＩの認知度 

行政機関等に支援を期待する項目

ＡＩの認知度 

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

行政機関等に支援を期待する項目

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

行政機関等に支援を期待する項目 

Ｎ＝147

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

147 

（%） 
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 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定f.

 導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定 

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

図 1-14

 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

14 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで23%

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

ＡＩの活用予定 

23%、ＡＩで19%

 

19%となります。

 

となります。 
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 ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項h.

 図 1-17

本市の懸念事

図 1-18

 図 1-18

します。

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項

17は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

懸念事項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、

18で示される全国規模のアンケート結果と同様の傾向が見られます。

図 

18は、中小企業庁が全国規模で新技術活用における課題についてアンケートした結果を示

します。 

（出典）中小企業庁

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項 

は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、
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実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある
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森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。
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森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。 

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

 

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

 

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい 

 

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

 

 

i.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 期待するＩｏＴ・ＡＩの活用分野i.

 ＩｏＴ・ＡＩともにマーケティングと営業が

 

期待するＩｏＴ・ＡＩの活用分野
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(2) 企業ヒアリング

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。
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b.

理したものを以下に示します。

で

分野

新産業の創出への

統合的な環境

人材の育成

農業関連の情報

提供 

農業・林業の

6次産業化

コスト削減・

生産性向上

業務効率化

 

企業ヒアリング

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

 

 ヒアリング企業の業種分類a.

 製造業

 サービス業

 金融業

 公共財団

 森林組合

                       

 

 ヒアリング内容からの総括b.

11 社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

理したものを以下に示します。

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

でいきます。 

分野 

新産業の創出への

統合的な環境 

人材の育成 

農業関連の情報 

農業・林業の 

次産業化 

コスト削減・ 

生産性向上 

業務効率化 

企業ヒアリング 

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

ヒアリング企業の業種分類

製造業   ： 6

サービス業  ： 2

金融業 ： 1

公共財団 ： 1

森林組合 ： 1

                       計  11

ヒアリング内容からの総括

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

理したものを以下に示します。

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

 

 本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

• 中堅リーダー交流会

• 新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

• 人的、補助金、ファンド等の支援サービス

 実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

 ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

 アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

への対応

 農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

く提供してもらえるとよい

 農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

 消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

 生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

ェアリング）を進めたい

 森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

ヒアリング企業の業種分類 
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1社 
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11社 

ヒアリング内容からの総括 

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

理したものを以下に示します。 

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

表 1-4 ヒアリング内容からの総括

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

中堅リーダー交流会

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

への対応 

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

く提供してもらえるとよい

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

ェアリング）を進めたい

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの総括

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

中堅リーダー交流会 

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

く提供してもらえるとよい 

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

ェアリング）を進めたい 

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの総括

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整
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ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス 

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項 
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アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広
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消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい 
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決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。 
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【ＩｏＴ市場動向】 

◇市場の成長： IoT市場の世界市場と国内市場の規模見込み。それぞれ約2倍の成長率 

  世界の市場規模 平成28年(2016年)度194.0兆円 ⇒平成42年(2030年)度404.4兆円 

   国内の市場規模  平成28年(2016年)度 11.1兆円 ⇒平成42年(2030年)度 19.7兆円                                                                           

(出典)(一社)電子情報技術産業協会(JEITA)「CPS/IoTの利活用分野別世界市場調査」(平成29年12月) 

◇要素： 

   センサーデバイス中心の市場（市場の8～9割）→ コモディティ化の進展 

 

【企業のＩｏＴ取組み状況】 

◇製造業型：自社事業強化（コスト削減、付加価値向上）推進 

◇大手ＩＴベンダ型：全方位にＩｏＴ準備→ 製造業と共創 

◇水平型ベンダ型：要素（特定領域）で差別化し、水平展開 

◇センサベンダ型：大きなマスを持つコア製品のＩｏＴ対応加速 

 

【ＩｏＴ市場の方向性】 

◇ＩｏＴ導入は、「共創」と「オープン」がキーワード 

◇垂直市場に強みを持つ製造業等の企業とＳＩベンダ協業による導入推進 

 

【ＩｏＴの課題】 

◇インフラ（ネットワーク高度化・仮想化）  ◇データ流通ルールの標準化 

◇システムアーキテクチャ構築、標準化    ◇セキュリティの確保 

◇普及促進に係る政策・支援         ◇スキル保有人材育成 

 

 

 

 第2章

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

活用を説明します。

 

1. ＩｏＴ・ＡＩ

(1) ＩｏＴ

 

 【ＩｏＴとは】

  ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

 

【ＩｏＴがもたらす価値】

  ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

つの変化が発生します。

 ①製品の変化

 

【ＩｏＴ技術

  ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「

             

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

                    

                    

                    

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

                

                

 

【ＩｏＴ適用分野】

   ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

 製造業・農林業

 流通業

 運輸・物流

 ヘルスケア

 家庭・個人

 導入が期待される新産業技術

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

活用を説明します。

ＩｏＴ・ＡＩ活用と事例

ＩｏＴ 

 

 【ＩｏＴとは】 

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

【ＩｏＴがもたらす価値】

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

つの変化が発生します。

①製品の変化 ②価値の変化

【ＩｏＴ技術俯瞰】

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「

              それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

                    

                    

                    

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

                フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

                ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

【ＩｏＴ適用分野】

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

製造業・農林業 

流通業     

運輸・物流   

ヘルスケア   

家庭・個人   
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本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

活用を説明します。 

活用と事例 

 

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

【ＩｏＴがもたらす価値】 

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

つの変化が発生します。 

②価値の変化

俯瞰】 

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

                    無線LAN

                    てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

                    なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

【ＩｏＴ適用分野】 

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

 ・工場プロセス管理・追跡高度化

     ・サプライチェーンの見える化

   ・車両位置把握による運行効率向上

   ・医療機関や診断の管理高度化

   ・家電や住宅設備の管理高度化

導入が期待される新産業技術 

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

 

 

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

②価値の変化 ③ビジネスモデルの変化

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。 

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「GPS」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

LANを経由して集められたデータが携

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

・工場プロセス管理・追跡高度化

・サプライチェーンの見える化

・車両位置把握による運行効率向上

・医療機関や診断の管理高度化

・家電や住宅設備の管理高度化
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ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

③ビジネスモデルの変化

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

を経由して集められたデータが携

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

・工場プロセス管理・追跡高度化   

・サプライチェーンの見える化    

・車両位置把握による運行効率向上

・医療機関や診断の管理高度化   

・家電や住宅設備の管理高度化   

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。 

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

③ビジネスモデルの変化 ④リソースの変化

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

を経由して集められたデータが携帯電話回線などのモバイル回線を通し

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デバイスの管理などの機能を有しています。

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

   ・農林業等での資源自動把握

    ・顧客・製品情報の収集

・車両位置把握による運行効率向上  ・荷物管理の高度化

     ・患者や高齢者の健康情報の管理

    ・遠隔見守りなどの安心・安全サービス
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ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

 

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

④リソースの変化 

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の3つの階層から構成されます。

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

帯電話回線などのモバイル回線を通し

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。 

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

バイスの管理などの機能を有しています。
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・農林業等での資源自動把握

・顧客・製品情報の収集

・荷物管理の高度化

・患者や高齢者の健康情報の管理

・遠隔見守りなどの安心・安全サービス
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ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

 ⑤産業構造の変化

つの階層から構成されます。

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

帯電話回線などのモバイル回線を通し

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

バイスの管理などの機能を有しています。

・農林業等での資源自動把握 

・顧客・製品情報の収集 

・荷物管理の高度化 

・患者や高齢者の健康情報の管理

・遠隔見守りなどの安心・安全サービス
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ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

⑤産業構造の変化 

つの階層から構成されます。

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。 

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。 

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーからWi-Fiなどの

帯電話回線などのモバイル回線を通し 

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット 

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ 

バイスの管理などの機能を有しています。 

・患者や高齢者の健康情報の管理  

・遠隔見守りなどの安心・安全サービス 

 

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

つの階層から構成されます。

などの 

 

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは 
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【ＩｏＴ市場動向】 

◇市場の成長： IoT市場の世界市場と国内市場の規模見込み。それぞれ約2倍の成長率 

  世界の市場規模 平成28年(2016年)度194.0兆円 ⇒平成42年(2030年)度404.4兆円 

   国内の市場規模  平成28年(2016年)度 11.1兆円 ⇒平成42年(2030年)度 19.7兆円                                                                           

(出典)(一社)電子情報技術産業協会(JEITA)「CPS/IoTの利活用分野別世界市場調査」(平成29年12月) 

◇要素： 

   センサーデバイス中心の市場（市場の8～9割）→ コモディティ化の進展 

 

【企業のＩｏＴ取組み状況】 

◇製造業型：自社事業強化（コスト削減、付加価値向上）推進 

◇大手ＩＴベンダ型：全方位にＩｏＴ準備→ 製造業と共創 

◇水平型ベンダ型：要素（特定領域）で差別化し、水平展開 

◇センサベンダ型：大きなマスを持つコア製品のＩｏＴ対応加速 

 

【ＩｏＴ市場の方向性】 

◇ＩｏＴ導入は、「共創」と「オープン」がキーワード 

◇垂直市場に強みを持つ製造業等の企業とＳＩベンダ協業による導入推進 

 

【ＩｏＴの課題】 

◇インフラ（ネットワーク高度化・仮想化）  ◇データ流通ルールの標準化 

◇システムアーキテクチャ構築、標準化    ◇セキュリティの確保 

◇普及促進に係る政策・支援         ◇スキル保有人材育成 
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【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

 ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

 

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

  ３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

 

【企業の取組み状況】

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者

 

【市場動向】

 広い分野で適用の試みが加速しています。

 ◇金融業

   

 ◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   

 ◇交通

 ◇医療

 ◇農業

 

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある
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ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

【企業の取組み状況】

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者

【市場動向】 

広い分野で適用の試みが加速しています。

◇金融業 ： 

   ・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   ・生産設備保全向上

◇交通 ： 自動運転

◇医療 ： 画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

◇農業 ： 栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま
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◇多彩な関連事業者 ・ＡＩ分析サービス

  

広い分野で適用の試みが加速しています。

 メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産設備保全向上  

自動運転  「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応
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【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

図 2-2  

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス

広い分野で適用の試みが加速しています。

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用  ・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

  ・生産性向上

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

  ＡＩのサービスにおける機能

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満 ②一定の技能レベル

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス ・ＳＩｅｒ

広い分野で適用の試みが加速しています。  

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産性向上  ・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築 （仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能
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用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

②一定の技能レベル
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◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。 

②一定の技能レベル ③熟練労働者

・ＡＩ用ハードウエア

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承 

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応 

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます。しかし、利活

③熟練労働者/専門家のレベル

・ＡＩ用ハードウエア 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています。

 

（仕組みを持てる企業が主役） 

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま
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ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。 

。しかし、利活

専門家のレベル
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◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となります。 
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。しかし、利活

専門家のレベル 

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある。 
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図 2-1  ＡＩ（人工知能）の技術俯瞰図 

【ＡＩとは】 

 ＡＩは、Artificial Intelligenceの略で、人工知能と訳されます。AIは、大まかには「知的な機械、

特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」 と説明されています。 

【なぜ、今、第3次ＡＩブームが到来したか】 

◇成長：国内市場規模 平成27年(2015年)度0.15兆円  平成42年(2030年)度2.1兆円(年11％伸び） 

(出典)富士キメラ総研「2016人工知能ビジネス総調査」(平成28年11月) 

◇要素：ブームの到来は、3つの要因によるもの 

（１）ビッグデータ：ＩｏＴの進展でセンサーなどからの大量データの収集が可能に 

（２）人工知能技術の発展： 機械学習、ディープラーニング（深層学習）により、特徴量計算が可能に 

（３）計算環境の進化：クラウドやGPUなど高速な計算環境が容易に実現 

  「ディープラーニング」とは、ニューラルネットワークを用いた機械学習手法の一つです。情報抽出

を一層ずつ多階層にわたって行うことで、高い抽象化を実現します。従来の機械学習では、学習対象と

なる変数（特徴量）を人が定義する必要がありました。ディープラーニングは、予測したいものに適し

た特徴量そのものを大量のデータから自動的に学習することができる点に違いがあります。 

【ＡＩ技術俯瞰】 

  ＡＩの技術俯瞰は、特許庁が「平成２６年度特許出願技術動向調査報告書（概要）人工知能技術（平

成２７年３月）」に図2-1のようにまとめています。 
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【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

 ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

 

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

  ３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

 

【企業の取組み状況】

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者

 

【市場動向】

 広い分野で適用の試みが加速しています。

 ◇金融業

   

 ◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   

 ◇交通

 ◇医療

 ◇農業

 

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある
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【市場動向】 

広い分野で適用の試みが加速しています。

◇金融業 ： 

   ・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   ・生産設備保全向上

◇交通 ： 自動運転

◇医療 ： 画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

◇農業 ： 栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

【企業の取組み状況】 

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者 ・ＡＩ分析サービス

  

広い分野で適用の試みが加速しています。

 メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産設備保全向上  

自動運転  「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

【ＡＩの課題】 

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

図 2-2  

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス

広い分野で適用の試みが加速しています。

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用  ・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

  ・生産性向上

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

  ＡＩのサービスにおける機能

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満 ②一定の技能レベル

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス ・ＳＩｅｒ

広い分野で適用の試みが加速しています。  

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産性向上  ・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築 （仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

②一定の技能レベル

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。 

・ＳＩｅｒ ・ＡＩ用ハードウエア

メガバンクなどで導入が進んでいます。 

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。 

②一定の技能レベル ③熟練労働者

・ＡＩ用ハードウエア

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承 

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応 

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます。しかし、利活

③熟練労働者/専門家のレベル

・ＡＩ用ハードウエア 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています。

 

（仕組みを持てる企業が主役） 

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。 

。しかし、利活

専門家のレベル

。 

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となります。 

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

。しかし、利活

専門家のレベル 

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある。 
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表表 2-3 公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表 2-4 公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例 

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例 

 

 

 

 

 

(3) ＩｏＴ・ＡＩ活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

ＩｏＴ・ＡＩ活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

ＩｏＴ・ＡＩ活用事例 

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

表

表

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

表 2-1 産業分野（農業、林業）の活用事例

表 2-2 産業分野（製造業、金融）の活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

産業分野（農業、林業）の活用事例

産業分野（製造業、金融）の活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野についてIoT

産業分野（農業、林業）の活用事例

産業分野（製造業、金融）の活用事例

IoT・ＡＩ活用の事例を紹介します。

産業分野（農業、林業）の活用事例

産業分野（製造業、金融）の活用事例

・ＡＩ活用の事例を紹介します。・ＡＩ活用の事例を紹介します。 
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表表 2-3 公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表 2-4 公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例 

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例 
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2. ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

(1) ドローン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドローンとは】

  ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

  ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

 

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローン 

【ドローンとは】

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量 ②警備・監視

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

【ドローンとは】 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図2-3 「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

②警備・監視 ③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】 

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用 

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。 

図 2-3 ドローンの形状とドローンの用途

【ドローンがもたらす価値】 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

ドローンの技術は、①飛行技術 ②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理 

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省 「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

 ④物流 に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術 ③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。 

③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

③カメラなどの映像技術 です。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成28年2月）

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理 ④物流は、

です。 

 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

 

月） 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

④物流は、

 

 

  

表 2-5 生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例

 

生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例

 

生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例 

 

 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

76



 

 

2. ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

(1) ドローン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドローンとは】

  ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

  ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

 

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローン 

【ドローンとは】

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量 ②警備・監視

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

【ドローンとは】 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図2-3 「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

②警備・監視 ③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】 

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用 

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。 

図 2-3 ドローンの形状とドローンの用途

【ドローンがもたらす価値】 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

ドローンの技術は、①飛行技術 ②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理 

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省 「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

 ④物流 に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術 ③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。 

③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

③カメラなどの映像技術 です。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成28年2月）

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理 ④物流は、

です。 

 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

 

月） 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

④物流は、
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(2) 自動運転 

 

  

【自動運転とは】 

  自動運転においては、自動運転の段階を定義して、それぞれの段階の問題を検討されています。 

表 2-6 に米国自動車技術会の自動運転の定義を掲載します。この分類では、自動運転機能の無い車を

レベル０として、レベル２までは人が運転手として主体的に自動車の運転を行いますが、レベル 3 か

らは、車が主体となり最高のレベル5では運転手も不要な完全な自動運転と定義しています。 

表 2-6自動運転の機能による段階

 

「官民ITS構想・ロードマップ」(2017年)を参照し作成) 

【自動運転がもたらす価値】 

  自動運転は、大きく「交通渋滞の緩和」、「交通事故の削減」、「環境負荷の低減」と「運転者の快適

性向上」、「高齢者などの移動支援」の点で現在の社会課題の解決への貢献が見込まれています。 

 

【自動運転の技術】 

  自動運転を構成する技術として、図 2-6 に示すように自動車単体と道路など周辺の情報を設定し、

提供する技術が必要です。 

 

（出典）「 道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転サービス」 

図2-6 自動運転に必要な技術 

レベル 概要
安全運転に係る
監視、対応主体

０ 運転自動化なし ・運転者が全ての運転タスクを実施 運転者

１ 運転支援 ・システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスク
を実施

運転者

２ 部分運転自動化 ・システムが前後・左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実
施

運転者

３ 条件付運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合の運転者は、システムの介入要求等に対して、適切に
応答することが期待される

システム
(作動継続が困難な
場合は運転者) 

４ 高度運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合、利用者が応答することは期待されない

システム

５ 完全運転自動化 ・ システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内ではない）
・ 作動継続が困難な場合、利用者5が応答することは期待されない

システム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドローンの市場規模】

国内の産業用無人機の市場規模は、

億円、平成

散布用途が約

【ドローン

  ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

り）と

（出典）国土交通省

 

【ドローンの市場規模】

国内の産業用無人機の市場規模は、

億円、平成34年

散布用途が約70%

【ドローンの課題

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

り）とGPSが届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

（出典）国土交通省

 

【ドローンの市場規模】 

国内の産業用無人機の市場規模は、

年(2022年)は

70%を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

の課題】 

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

（出典）国土交通省 「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

図
 

国内の産業用無人機の市場規模は、平成

は406億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

（出典）総務省

図 2-4 

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

図 2-5 ドローンの飛行可能空域（改正航空法）

平成 27 年(2015

億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

（出典）総務省

4 国内の無人航空機市場予測

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の2つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。 

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

ドローンの飛行可能空域（改正航空法）

(2015 年)の 16 億円から、平成

億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

（出典）総務省 「ドローンの現状について」（平成

国内の無人航空機市場予測

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

ドローンの飛行可能空域（改正航空法）

億円から、平成

億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

「ドローンの現状について」（平成

国内の無人航空機市場予測 

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在のGPS

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

ドローンの飛行可能空域（改正航空法） 

億円から、平成 32 年(2020

億円に急増する見込みです。用途としては平成27年(2015

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

「ドローンの現状について」（平成

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

GPSでは数メートルの誤差あ

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。 

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

 

(2020 年)には 186

(2015年)には農薬

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

 

「ドローンの現状について」（平成28年2月）

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

では数メートルの誤差あ

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成27年9月）

 

186

には農薬

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。 

月） 

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

では数メートルの誤差あ

 
月） 
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(2) 自動運転 

 

  

【自動運転とは】 

  自動運転においては、自動運転の段階を定義して、それぞれの段階の問題を検討されています。 

表 2-6 に米国自動車技術会の自動運転の定義を掲載します。この分類では、自動運転機能の無い車を

レベル０として、レベル２までは人が運転手として主体的に自動車の運転を行いますが、レベル 3 か

らは、車が主体となり最高のレベル5では運転手も不要な完全な自動運転と定義しています。 

表 2-6自動運転の機能による段階

 

「官民ITS構想・ロードマップ」(2017年)を参照し作成) 

【自動運転がもたらす価値】 

  自動運転は、大きく「交通渋滞の緩和」、「交通事故の削減」、「環境負荷の低減」と「運転者の快適

性向上」、「高齢者などの移動支援」の点で現在の社会課題の解決への貢献が見込まれています。 

 

【自動運転の技術】 

  自動運転を構成する技術として、図 2-6 に示すように自動車単体と道路など周辺の情報を設定し、

提供する技術が必要です。 

 

（出典）「 道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転サービス」 

図2-6 自動運転に必要な技術 

レベル 概要
安全運転に係る
監視、対応主体

０ 運転自動化なし ・運転者が全ての運転タスクを実施 運転者

１ 運転支援 ・システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスク
を実施

運転者

２ 部分運転自動化 ・システムが前後・左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実
施

運転者

３ 条件付運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合の運転者は、システムの介入要求等に対して、適切に
応答することが期待される

システム
(作動継続が困難な
場合は運転者) 

４ 高度運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合、利用者が応答することは期待されない

システム

５ 完全運転自動化 ・ システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内ではない）
・ 作動継続が困難な場合、利用者5が応答することは期待されない

システム
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【自動運転の市場規模】

  ある市場調査会社によると、全世界においえて、平成

運転システム世界搭載台数は、それぞれ

ル4は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

責任の所在、法整備などを考えると、

  自動運転の進化のプロセスを図

  環境は限られるが、運転手の対応が不要になる自動運転が平成

ています。

 

 

 

【自動運転の市場規模】

ある市場調査会社によると、全世界においえて、平成

運転システム世界搭載台数は、それぞれ

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

責任の所在、法整備などを考えると、

自動運転の進化のプロセスを図

環境は限られるが、運転手の対応が不要になる自動運転が平成

ています。 

 

【自動運転の市場規模】 

ある市場調査会社によると、全世界においえて、平成

運転システム世界搭載台数は、それぞれ

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

責任の所在、法整備などを考えると、

自動運転の進化のプロセスを図

環境は限られるが、運転手の対応が不要になる自動運転が平成

 

ある市場調査会社によると、全世界においえて、平成

運転システム世界搭載台数は、それぞれ3,155

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

責任の所在、法整備などを考えると、2030

自動運転の進化のプロセスを図2-7に示します。

環境は限られるが、運転手の対応が不要になる自動運転が平成

図 2-7 

ある市場調査会社によると、全世界においえて、平成

3,155万台、979

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

2030年以降に実用化されると予測されています。

に示します。 

環境は限られるが、運転手の対応が不要になる自動運転が平成

出典：

7 自動運転の進化のプロセス

ある市場調査会社によると、全世界においえて、平成42年(2030

979万台に達すると予測されています。またレベ

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

年以降に実用化されると予測されています。

環境は限られるが、運転手の対応が不要になる自動運転が平成 37

出典： 「官民

自動運転の進化のプロセス

(2030年)にはレベル

万台に達すると予測されています。またレベ

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

年以降に実用化されると予測されています。

37 年(2025 年

「官民ITS構想・ロードマップ」

自動運転の進化のプロセス 

にはレベル2、レベル

万台に達すると予測されています。またレベ

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

年以降に実用化されると予測されています。 

年)に実現すると見込まれ

構想・ロードマップ」

、レベル3の自動

万台に達すると予測されています。またレベ

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

すると見込まれ

構想・ロードマップ」(2017年)

 

の自動

万台に達すると予測されています。またレベ

は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

すると見込まれ

 

年) 
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