
 

- 1 - 

地域 UC への取り組み 

 

富士通ネットワークソリューションズ（株） 

 

 

■ 執筆者Ｐｒｏｆｉｌｅ ■ 

 

 

       1981年  富士通株式会社入社 

                海外向け小容量 PBX の開発担当 

       2002年  富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)に転社 

                ケーブルテレビシステム開発担当 

       2012年  現在 企画開発統括部所属 

                ケーブルソリューションの開発 

   

     西村 真幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 論文要旨 ■ 

 当社は、柔軟な拡張性とお客様の用途にあったサービスを安価で使いやすく提供で

きることを特長とする、ユニファイドコミュニケーション(UC)の技術を用いた地域 UC

システムを商品化した。 

地方自治体では、地域内電話や地域内の情報発信手段として利用されていた有線放

送電話に代わり、デジタルデバイド(情報格差)の解消や地域活性化を目的として、

IT(情報技術)を利用した IP 告知放送電話システムが導入されてきた。しかし、東日

本大震災の影響により、お客様の持つ意識が「地域活性化」から、「安心・安全・見

守り」や「防災・減災」へ変化してきた。現状のシステムではお客様のニーズに合う

システムを提供できないと考え、UC の技術を全面的に適用した地域システムを開発し

た。 

 開発にあたって課題となった事項をいかに克服したかを中心に、UC の技術の優位性

の紹介を交えて論述する。 
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１．はじめに 

１．１ 当社の概要 

当社は、ネットワークの企画・コンサルティングから、システム設計・構築・現地調整、

運用保守までをワンストップで提供するネットワークソリューションプロバイダーであり、

富士通グループ内で唯一ケーブルテレビに携わる企業である。 

ケーブルテレビ分野ではあらゆる面からお客様のニーズに答えられるシステムをメニュ

ー化しており、ケーブルテレビ構築 150 ユーザーという実績に裏付けられた豊富な経験と

高い技術力をベースに最適なシステム提供できる力を持っている。 

 
１．２ ケーブルテレビの現状 

ケーブルテレビは単にテレビ放送の再送信だけでなく、放送と通信を融合することによ

り新しい技術、新しいサービスを取り入れ今なお発展しているシステムである。  

日本におけるケーブルテレビは、テレビ放送が開始された２年後の 1955年４月に群馬県

伊香保温泉町にて実施された東京３波の再送信が始まりであった。これ以降テレビの難視

聴解消を望む地域が極めて多くテレビ再送信のためのケーブルテレビが急速に普及した。 

総務省が 2012年３月末に発表した情報によると、ケーブルテレビ加入者数は増加傾向に

あり、日本の総世帯数約 5,200万世帯に対し、2,765万世帯と約半数の世帯でケーブルテ

レビによるサービスを受けている。(図 1) 

 

図 1 ケーブルテレビの加入者数 

 

また、ケーブルテレビは単にテレビ放送の再送信を実施しているだけでなく、ケーブル

テレビのインフラを利用した高速ブロードバンド通信サービスを実施している。ケーブル

テレビのインフラは安定した通信を行うことができるとして注目され、ケーブルネットワ

ークを利用した通信方式が ITU-TS（国際電気通信連合）により標準化が進められ、国内で

は J.112 として標準化された。この標準化により、安価でより高速な通信が可能となり、
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2012 年３月末現在、インターネット接続サービスの契約数は 591 万加入とここ 10 年で２

倍の伸び率となっている。(図 2) 

 

図 2 インターネット接続サービスの加入者数 

 

ケーブルテレビを利用したブロードバンド環境は、地方自治体における IT社会の基盤と

しても注目を集め、基盤整備によるデジタルデバイド（情報格差）の解消に大きな貢献を

している。IT 社会基盤の整備は、2000 年に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

（IT基本法）」が制定され、翌 2001年の「e-Japan戦略」、2003年の「e-Japan戦略Ⅱ」、

2004 年の「u-Japan 構想」により急速に進められた。地方自治体もブロードバンド環境整

備が進められ多くの自治体でケーブルテレビ網を利用した通信手段が確立された。また、

ブロードバンド環境を利用した IT 利活用や、高齢者・障害者が元気に参加できる IT 社会

（元気・安心・感動・便利）の実現など、ケーブルテレビ網を軸として、ブロードバンド

環境を利用したシステムの導入が行われている。 

 

２．IT 利用におけるサービス 

当社では、地方自治体をターゲットにケーブルテレビ網によるブロードバンド環境を利

用した利活用サービスの開発に取り組んでおり、その取り組みは 2002 年に商品化した

「FNETS告知電話システム」に始まる。「FNETS告知電話システム」は、それまでは別々に

提供してきたインターネット接続サービス／電話サービス／告知放送サービスをひとつの

システムで実現したものであり、以下のような効果を掲げて地域活性化に貢献してきた。 

(1) 「インターネット接続サービス」は、行政主導の住民サービスに特化した高速ブロー

ドバンドインフラを構築することにより、住民サービスの向上が図れ、低コストで構

築が可能なことから、地域活性化への寄与が期待できる。 

(2) 「電話サービス」は、最新の IP電話が導入でき、地域内通知が無料化でき、近隣自治

体との相互接続や VoIPキャリアとの IP電話接続が可能である。 

(3) 「放送サービス」は、行政からのお知らせや地域ニュースをリアルタイムに配信でき、
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地域住民への情報伝達が容易となり、情報が早く浸透し、地域内イベントへの参加が

期待でき、活性化につながる。 

しかしながら、ここ数年の環境の変化に伴い、導入する地方自治体の意識の変化や導入

における補助金制度の変更により、本システムではそのニーズに対応できなくなり、導入

が見送られるケースが多くなった。 

 

３．現状の問題点 

 導入が見送られるようになった環境の変化についてそれぞれ述べる。 

 
３．１ 国の支援による基盤整備の終了 

補助金制度が終了し、新規導入商談が発生しなくなった。 

総務省が進める IT社会基盤の整備として支給される交付金として「地域情報通信基盤整

備推進交付金」がある。本交付金は、「地理的な制約から民間事業者の投資による情報通

信環境の整備が期待できないことにより情報格差が生ずる市町村（一部事務組合及び広域

連合を含む。以下同じ。）又はその連携主体（交付金に係る事務の処理をその代表となる

市町村に委任をして実施することを約した複数の市町村をいう。以下同じ。）に対し、地

域情報通信基盤整備推進交付金事業（以下「整備事業」という。）に要する経費の一部に

ついて交付金を交付することにより、地域の知恵と工夫を活かしつつ効果的かつ効率的な

情報通信基盤整備を促進し、もって地域の情報格差を是正することを目的とする。」とし

て支給され、本交付金を利用し、音声告知システムを導入することにより地域活性化に繋

げる自治体が目白押しであった。（図 3） 

 

図 3 地域情報通信基盤整備推進交付金イメージ 

 

また、農林水産省による「e-むらづくり計画」の一環として、情報通信基盤整備があげ

られ、ケーブルテレビや地域イントラネットなどの情報通信基盤の整備や、それらのイン

フラを利用した有線放送電話設備の整備、市町村合併の支援として、一定水準の行政サー

ビスの維持や、過疎化、高齢化などによるコミュニティづくりを行うための IT活用の実施
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などの目的に、音声告知システムの導入が実施された。 

しかしながら、2011 年 9月末にはブロードバンドゼロの地域がなくなり、IT基盤整備は

ほぼ終了し、IT 基盤整備と合わせ導入されてきた音声告知システムを、今後、国からの補

助金を活用して導入することは困難な状況となった。(図 4) 

 

図 4 ブロードバンド基盤の整備状況 

 

このことにより、少ない予算でより高機能なシステムが導入できる仕組みが必要となっ

た。 

 

３．２ システムの継続的利用 

システム導入後の運用期間が当初想定した期間より長い。また、システム老朽化による

システムリプレースにあたっても、現在運用中のシステムとの互換性が求められる。 

補助金を利用して導入したシステムであるために、導入後数年がたってシステムの老朽

化が進んだとしても、本設備による事業の継続を望む声が強く、全てのシステムを新規に

入れ換えるのではなく、現状動作しているサービスを継続する形でのリプレースが求めら

れる。例えば、各家庭に配布設置されている音声告知端末はそのまま使用し、センター 

側のシステムだけを更新することにより互換性を保ちながら新規サービスを追加導入でき

るようにすることが求められる。 

 

３．３ 導入目的の変化 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を境に、システムの導入目的が、地域活性化

から、「安全・安心・見守り」、「防災・減災」といった、地域住民の支えとなるシステ

ムが求められるようになった。 

東日本大震災発生時の状況とニーズに対して「情報通信白書」にて分析された結果をみ

ると、防災無線による広域情報伝達、携帯電話によるコミュニケーション、コミュニティ

放送による細かい情報発信とそれぞれのツールの利点が重要視されてきている。 

災害発生時は、防災無線による情報収集は重要であり、「一家に１台防災無線があれば、

情報伝達が楽だった」「防災無線の整備が重要である」と ICT 環境などに関する具体的な

要望として市民に確実に情報が伝わる手段（戸別防災無線など）の整備を挙げている。ま
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た、避難した際、身近に持っていた情報端末は携帯電話がほとんどであるが災害時に使え

ない点が多く挙げられ、安否確認が取れず、被災者が孤立状態になってしまったなどとい

うことの影響が指摘されている。しかしながら携帯電話は繋がりさえすれば、仮に通話が

できなくても、メールや SNS など１つの通信手段として高い評価を得ている。テレビやラ

ジオなどの放送メディアに依存する住民は多く、L 字画面・データ放送やコミュニティ放

送を用いた地域情報の提供についても評価している一方、放送による地域情報に関する提

供ニーズをみると、「ラジオは情報を手に入れられたが、細かい情報まで入ってこなかっ

た。」「町内の情報収集の難しさを改善するため、限られた地域でのコミュニティ FMがで

きないか考えている。」など、生活情報など地域の細かい情報を確実に提供する手段が求

められている。 

今までのシステムは、防災無線による情報発信と同レベルの家庭内に設置された音声告

知端末より、災害発生時または不審者情報を放送し、住民周知をするだけしかできず、避

難の把握や、避難後のケアなどの対処はできないのが現状であった。また、一部では、放

送を聴いたかどうかの応答確認サービスや、独居老人を対象とした見守りサービスといっ

たサービスを実施してはいるが、災害発生時の対応にはいま一つ対応しきれないのが現実

である。 

防災無線、携帯電話、コミュニティ放送の利点を生かした「安全・安心・見守り」、

「防災・減災」を前面に打ち出したシステム、住民が自ら「使ってもらえる」サービスの

提供が必要となった。 

 

４．地域 UC システムについて 

４．１ ユニファイドコミュニケーション（UC）とは 

電話やファクシミリ、電子メールなど、電話も携帯電話や IP電話・テレビ電話などさま

ざまなコミュニケーションツールを一つにまとめ各々の長所を生かし連動して動くように

したものがユニファイドコミュニケーションである。元々はオフィスで存在するコミュニ

ケーションツールを一つにまとめて仕事の効率を上げようという取り組みの産物である。

一方、家庭内でも同様に様々なコミュニケーションツールが存在している。これらのコミ

ュニケーションツールを有効に利用し、より住民が有意義に利用できるサービス提供を目

指したものが地域 UC システムである。(図 5)  

 
図 5 地域 UCシステムのコンセプト 
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また、災害発生時は防災無線やテレビ・ラジオなどの情報を頼りに避難をし、避難後は、

情報端末や地域密着型の放送などを頼りに情報の収集を実施するというように、場面によ

り情報収集手段が変わってくる。これらの情報伝達手段を１つのシステムで実現させるの

が地域 UCシステムである。（図 6） 

 
図 6 地域 UCシステムの構成 

 

４．２ 地域 UC システムの開発にあたって  

本システムの開発にあたって注力したのは、第一に現在導入されているシステムからの

マイグレーションの仕方についてと、第二に「安全・安心・見守り」をどのようにアピー

ルするかである。 

 本内容についてシステム運用例を挙げながら、地域 UCシステムの特長を説明する。 

 

４．２．１ 初期導入費用の低減 

初期導入費用を抑えることで、導入を容易にする。 

システムの継続利用を希望するユーザーに対しては、現在加入者宅に設置されている告

知端末をそのまま利用してシステムのマイグレーション（移行）を実現する方法をとった。 

先にも述べたとおり、音声告知システムの導入を希望するユーザーは多いが、補助金利

用制度がなくなり、システムを導入しようにも新規端末購入では費用もかさんでしまい、

結果、導入が見送られてしまうケースが相次いだ。そこで、現在の資産を最大限利用して

新規システムに切り換えることができるよう、旧システムの専用端末であった告知端末を

そのまま使用可能とし、センターサーバのみを置き換えることで、地域 UCシステムが構築

できる仕組みを作った。また、将来地域 UCシステム用の端末や、スマートデバイスを追加

することで、新たなサービス展開が可能となる。 

 

４．２．２ 他システムとの連携 

防災無線や J-ALERT システムと連携することで、システムごと個別に放送を実施する必

要がなく、瞬時に情報の発信が可能となる。また、今まで防災無線だけではカバーできな

かった場所や、家の中に至るまで、満遍なく情報を提供することが可能となる。(図 7) 
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図 7 J-ALERT システム連携 

 

４．２．３ スマートデバイスの利用 

 サービス提供を受ける加入者が個人所有するタブレット PCやスマートフォンなどのスマ

ートデバイスを利用することで、加入者がより容易にシステムを使えるようにする。 

 地域 UC システムで使用する告知放送を受信するためのアプリケーションを Android OS

や iOS で提供することで、より多くの人が本システムを利用できるようにした。これによ

り加入者は使い慣れた端末を利用することができるためシステムへの親和性がよくなる。

導入する側は、専用の端末を用意する必要がなくシステム導入を安価にすることができる。 

  また、可搬型のスマートデバイスへアプリケーションをインストールすれば、災害時の

避難情報の伝達や、避難後の情報伝達にも大いに役立つことになる。更に、アプリケーシ

ョンを追加したり、改版したりすることで、新たなサービスを容易に提供できるようにな

る。(図 8) 

 

 

図 8 スマートデバイス利用例 
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４．２．４ 文字による伝達 

音声による放送サービスに加え、文字による放送サービスを追加することで、加入者に

対して情報をより正確に伝達し安心感を与える。 

地域 UC システムの各種端末やスマートデ

バイスには画面が備わっている。この画面に

放送時文字を同時に送信したり、文字のみの

情報を送信したりすることで今まで伝わりに

くかった放送もより確実に加入者に伝えるこ

とができるようにした。 

町からのお知らせにある日時を含めた情報

や、緊急災害時に避難場所や危険地域を伝達

する場合、従来情報発信側は何度も同じ内容

を放送するなどの対処をする必要があった。

また、加入者は放送内容をメモしたり、端末

に録音された内容を何度も聞き直したりする

必要があった。しかし、音声情報に加え、文

字による情報も発信することにより、加入者

は内容の確認がしやすく、また情報の誤伝達

を防ぐことができ、安心感を高めることがで

きる。(図 9)  

 

 

４．２．５ 双方向通信を利用したサービスの提供 

放送を一方的に実施するのでなく、センターからの問いかけに対して応答ボタンを押す

ことで確認をしたり、画面上に通知ボタンを用意することで、予め指定した相手先にメー

ルや電話で連絡したりするなど、双方向通信を利用したサービスを提供できる。(図 10) 

 

図 10 高齢者見守りサービス 

 

図 9 文字放送例 
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４．２．６ 豊富なサービスの提供 

UC の特長を生かし、様々な利用シーンで対応できる端末を用意することで、運用者は

様々なサービスを加入者に提供でき、加入者は様々なサービスを受けることができる。 

 サービスとしては、音声だけの通話に加え画像送信ができる TV電話サービスや、井戸端

会議などの複数加入者同士の電話を提供するサービス、住民向けに相談窓口を設け、加入

者端末の画面にあるボタンを押すことで簡単に接続が可能な相談窓口サービス、緊急時、

電話の受話器をあげただけで特定の相手先につながる緊急連絡電話サービスなどがある。 

 

４．３ 開発時の工夫 

 本システムの開発にあたり、特に工夫した点を２つ述べる。 

 

４．３．１ 運用に対する工夫 

まず、最も工夫した点は、現在運用しているシステムからのシームレスな移行にある。

まるっきり新しいものを導入するという考えではなく、現在運用しているシステムの延長

上で使用できるものを導入するという考えを持たせ開発を進めた。第一に放送卓と呼ばれ

る放送を実施するための装置への対応。日々放送を実施するための放送卓を同じユーザー

インターフェースにすることで、新規導入後の運用に違和感がなくスムーズに対応できる

ようにした。第二にシステム移行時の運用方法。システムの移行にはある程度の時間がか

かる。この移行期間中の対応として、システムを停止することなく、新システムも旧シス

テムも動作させ、更に運用を一本化させる。新システムと旧システムをそれぞれ別々に運

用してもらい移行することは簡単であるが、移行期間が長期に渡ると、日々の放送の実施

や、緊急時の対応など、移行期間中の運用が複雑になってしまい、それによる弊害も発生

しかねない。その点、新システムから旧システムを制御させ運用を一本化すれば、移行期

間中でも気にすることなくサービスを提供できる。 

 

４．３．２ 導入費用に対する工夫 

 次に、いかに安くシステムを提供できるかである。音声告知システムは、各加入者に告

知端末という装置を配布し運用することとなるが、新規システムを導入するとなると、全

世帯に端末を配布する必要があるため、機器費として、自治体の全世帯数分の端末費用が

かかることとなる。また、端末はただ配布するだけでなく、工事担当者による施工作業が

発生し、設置端末の台数が多ければ多いほど、工事にかかる費用も多くなる。本システム

では、この費用を抑えるために、センター装置と端末間の通信プロトコルに旧システムの

プロトコルを残すことで、端末を置き換える必要がなくそのまま利用できるようにした。

また、新規に設置する端末も従来のような専用端末とするのではなくスマートデバイスな

どの汎用性の高い端末を使用可能とすることで、導入時もっとも安い端末を調達できるよ

うにした。これにより、新規導入でも、リプレース導入でも安くシステムを提供すること

ができる。 
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５．今後の課題 

５．１ 電源を落とされない工夫 

スマートデバイスを用いた情報伝達手段は、一見情報伝達には最適のように思えるが、

使い勝手が複雑であったり、ただ、使わせるだけのサービスしか無かったりでは、いずれ

電源を落とされてしまい、いざ災害が発生した時などに威力を発揮できなくなってしまう。 

「安全・安心・見守り」をキーワードにしている以上、常に加入者には電源を入れてもら

っていなくてはならない。そのためには、常になんらかのサービスを使用してもらうこと

が大切であり、「使わせる」と言う押しつけのサービスから、「使う」という、加入者が

真に便利と思うサービスを提供することが大切になる。このように加入者自ら「使う」サ

ービスをいかに提供し、災害時にスマートデバイスの実力を発揮させるかが今後の課題で

ある。 

 

５．２ 日々進化するスマートデバイスへの対応 

スマートデバイスはすぐに新しい機種が発売され、古い機種は製造終了になるケースが

ほとんどである。一度開発したアプリケーションを常に最新の機種に対応できるようメン

テナンスをする必要がある。 

 せっかく高機能なスマートデバイスを購入しても、本システムに対応できていなくては、

加入者離れを起こしかねない。常に最新の機種の動向を把握しいち早く対応することが大

切である。 

 

５．３ 高齢者対応について 

地方自治体における高齢者の割合は、非常に高く、本システムを利用する加入者も高齢

者が対象となることが多い。(図 11) また、今はなんなく使いこなしている人もいずれ高

齢化してくる。その時、画面が小さい、文字が読みづらいとなって、スマートデバイスが

忘れられた存在となり、いざ災害が発生した時に電源が入っていないがために何の役にも

立たなかったでは、話にならない。 

 開発側が大丈夫だと思って作っているシステムも、高齢者から見たら使えないと感じる

場合が多々ある。このギャップをいかに埋めて高齢者が使いやすくするかが大切である。 
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図 11世帯主が 65歳以上の高齢世帯の一般世帯に占める割合の変化 

 

６．おわりに 

  地域 UCシステムは、まだ進化の途中のシステムであるといえる。いかにしてシステムを

導入してもらう地方自治体などの運用者の心を引き、利用する人達が求めるサービスをよ

り使いやすく提供していくかに掛かっていると思う。 

 スマートデバイスと呼ばれるものは、スマートフォンに始まりタブレット端末やテレビ

に至るまであらゆる分野の機器が多機能な端末となり、色々な用途に使われようとしてい

る。 

一度システムを導入すると 10年は利用されるシステムについて、これらスマートデバイ

スへの対応機能をいかに使いやすくかつ安価に、またスピーディーに提供していくかが、

今後自治体へシステムの導入を図っていくうえで重要であると感じる。 
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