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ていたこともあり、その日暮らしと言え

って、ブラブラとしているのが性に合っ

職をしなかった。人並み外れて体力があ

十分に生活ができた時代で、なかなか就

ピュータ関連のアルバイト収入だけでも

ームで働いていた。正業に就かず、コン

管理では最大のコンサルティング・ファ

若い頃、一〇年ほど、生産技術や生産

点を指摘し、議論を始める。そんな姿を

産ラインを見回ると、たちどころに問題

かったのだろう。先輩について客先の生

るにも、生産部門の遅れをなんとかした

立したのだと、後から知った。戦争をす

標準化といった手法を徹底するために設

造業の遅れを取り返そうと、科学的管理・

省のトップであった岸信介が、日本の製

その団体は、昭和一七年に当時の商工

だけは、辛うじて私の話に耳を傾けて

夜 の 酒 席で そ ん な与 太 話 を す ると き

うになる﹂

になる。あらゆる生産はプラントのよ

製 品と な って 搬 出 口 か ら 出て く る よ う

か ら 必 要 な 材 料 と 部 品 を 投 入 す れ ば、

コンピュータの制御によって、搬入口

﹁いずれ工場は、すべてが自動化され、

聞きまくるということだけだった。

タイでの新たな船出 ／ 青木 龍

ばその通りで、サラリーマンになった友

見ていると、とんでもない職場に入って

を自覚していた私の能力は、ひたすら

人たちよりは、収入ははるかに高額だっ

たのだが、
﹁君は、今時の若い人間には

たサントリー・オールドを一本ずつ空け

と飲む機会があって、当時は高級酒だっ

判があったのか、酒豪だったトップの方

社間もない頃、変わった人間だという評

ＤＰの研究、開発部門の採用だった。入

ンが最大の課題であった時期で、私もＥ

生産現場でもコンピュータリゼーショ

ているわけで、私は彼らが持っている

えている彼ら自身は、すでに解を持っ

明確になる。と いうより、日常的に考

を聞くことで、ソリューションの道が

題や問題点が明らかになる。彼らの話

員まで徹底して聞きまわることで、課

に徹するしかない。上から現場の作業

るには、彼ら自身から課題を聞くこと

生 産 現 場 の プ ロ に 向 か って 問 題 点 を 探

う そ う 現 実 離 れ をし た 話で は な く な っ

といった言葉が流行語になる時代で
IoT
あ る。私が飲み屋で 話し た夢想も、そ

今や、
ネットワークの技術革新が進み、

たのもその頃だった。

の ロボ ッ ト が 次 々と 開 発 さ れ 導 入 さ れ

もその頃だし、自動化・省力化のため

って す ぐ に 設 計で き る よ う に な っ た の

ムやラインの設定がコンピュータによ

作業者の動作を数値化し、ピッチタイ

ついては、
興味をもってくれたのである。

ない酒品がある﹂と、妙なところを見込

ソリューションを引き出して、筋道を

てきたようである。●

知 識 や 見 識 に 欠 け る 人 間 が、日 々、

まれて、
ＥＤＰではなく、別の部門で働

立てるだけだった。無知と才能の欠如

コンサルティング・ファームだった。

くれた。コンピュータ化があらゆる局

末房志野

しまったものだと、愕然とするほかなか

ない、と実感しています。

たのだが、いくらなんでもマトモな職に

報のなかから、何が真実で何がそうで

面で最大の課題だった時期で、ささや

ないかを判断する力がなければ分から

ったのだが、なんとか門前の小僧風に、

恩恵で、知りたいことの多くは自力で調

就いたほうがいいと非難の対象となるこ

べられます。でも、真実は、たくさんの情

か な 知 識 で も、コ ン ピ ュ ー タ が 将 来、

報道されていますが、インターネットの

深い理解はしないまでも、月給をもらえ

平和とはほど遠い事件が毎日のように

とも多く、新聞の求人欄を広げて、入社

連旗のデザインに使われるなど、世界

ど こ まで 生 産 現 場 を 変 えて い く の か に

中で知られています。テロや戦争など、

る程度には働いていたのである。

表紙の言葉「オリーブ」

試験を受けたら、運よく採用されたのが

オリーブの木は平和の象徴とされ、国

くことになった。
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生産現場の夢想
株式会社インターネットイニシアティブ

今年度 IIJ は、まったく新しい取り組みとして「ヘルスケア事業」に着手する。

今、日本では「高齢化問題」や
IIJ 経営企画本部 ヘルスケア事業推進部長

それにともなう医療・介護体制の整備・拡充が大きな課題となっており、

喜多 剛志

今、この分野で何が起こっているのでし

ごとにクロスし、リンクし始めています。

これらのトピックを扱う記事も日を追う

大きな関心事になっていることでしょう。

子化、医療技術の 発展なども、皆さんの

社会保障問題に関連した超高齢社会、少

る重要テーマとなりました。その一方で

こういったテーマが連日話題
バイル ――
となり、情報産業は経済活動全般におけ

このところＩＣＴ、セキュリティ、モ

が生じることが想像されます。電子カル

きる病院とそうでない病院との情報格差

能となる反面、その情報を容易に検索で

患者の医療情報が時系列で記録・管理可

すとしています。電子カルテ導入により、

に四〇〇床以上の病院で九割以上を目指

指針では、この普及率を二〇二〇年まで

子カルテの普及率は三割以下で、政府の

しょうか？ 現在、病院全体における電

どのくらい浸透し、活用されているので

ア産業の創出」を掲げました。その背景

成長市場のトップに「質の高いヘルスケ

５」を発表し、拡大が見込まれる戦略的

ルが高いように見えます。

オンライン化するには依然としてハード

フラインの媒体が主流であり、それらを

り取りには紙やＣＤ ＲＯＭといったオ

複数の病院に通う際、いまだに情報のや

テだけがＩＴ化の手段ではありませんが、

にあるのが、世界で一番早く直面してい

政府は昨年「日本再興戦略 改訂２０１

ょうか？

特集イラスト／STOMACHACHE.

る「超高齢社会」への対応であり、キーワ

電子カルテに代表される病院施設など

でしょうか？ 医療分野のネットワーク

拠 点の 情 報 化が「点」の 話であるなら、
団塊の世代が後期高齢者となる二〇二

」の 連 携から、
は「病 院と 病 院（診 療 所）

ードになっているのが「二〇二五年問題」

五年頃、高齢者人口がひとつの山場をむ

「病院と介護」の連携へとテーマが移り

「線」であるネットワークの 活用はどう

かえるため、そこに向けた対応と準備が

地域の 医療連携は、急性期病院（いわ

つつあります。
会保障費の増加に加え、経済活動の低下

を促進することで、急性期病院への一極

ゆる大病院）と回復期病院との情報流通

診連携 の強化により、急性期の手術を終

うした大きな病院と診療所をつなぐ 〃病

集中を分散させようとしてきました。こ

大きなカギとなるのがＩＣＴだと言われ

今日、日本の医療の現場ではＩＣＴが

医療情報のＩＴ化

ています。

も懸念されていますが、対応策のなかで

急務となっています。超高齢社会では社

です。

－

ヘルスケアとICT
IIJヘルスケア事業への第一歩

えた患者さんのリハビリや長期的なケア
が円滑に引き継がれるようになりました。

4
5

〃

ヘルスケアとICT

この“挑戦”が受け入れられるのはどの分野か？ 新たに挑むべき領域はどこか？
そういった視点から「ヘルスケア事業」を始動した背景を述べてみたい。

IIJでは、これまでに蓄積してきた

ICT関連の技術・実績を背景に「ヘルスケア事業」を立ち上げた。

その解決にはICTの積極的な活用が欠かせないと言われている。

今回の特集では、IIJの新たな挑戦にスポットを当てながら、

ヘルスケアとICTをめぐる最前線をリポートする。

ヘルスケアとICT

グや、ツイッター、フェイスブックとい
センサーが登場し、価格も廉価になって

ません。これは国民が安心して健康を守

ットワーク環境ではない、高度な運用レ

そして現在は、
「医療」の現場である病院

からモノの通信へと発展を遂げようとし
ベルやセキュリティ要件が必須となりま

て、単に廉価なコンピューティングやネ

ザが発信者となり、さらにはスマートフ
ています。この先の一〇年は、ヒトから
ＩＩＪは 大手企業や 金融機関などへ
す。

れるよう配慮されているためです。よっ

ォンが多彩なセンサーを備えて、データ
モノへの通信に変わることで、情報が多
の豊富なサービス提供実績を持ち、こう

コスト最適化が図られ、次はヒトの通信

く、在宅でのケアも増えています。この
を蓄え始めました。個人はネット上にあ
様化し、その活用がより重要になるでし

したガイドラインを遵守するための基盤

きました。通信費も利用シーンに応じて

課題に対応する施策が「地域包括ケアシ

る情報資源にアクセスする立場から、情
ょう。

トフォンやタブレットを介して個人ユー

ステム」です。地域包括ケアシステムは
報資源そのものを提供する立場に転じ、
医療分野でも心電図や血圧などのバイ

ＰＣだけでなくスマー
ったＳＮＳまで、

継続することに意義があり、コストを抑

そうした個人の情報をまとめることで、
タルサインを、ネットワークを介して遠

求められています。介護は施設だけでな

えながらも、医療情報という機微情報を
新たな価値が生まれ始めています。それ
隔閲覧を可能にする実験が行なわれてお

から「介護」へのスムーズな情報連携が

扱うため、高度なセキュリティにも配慮

はソーシャルネットワークやシェアとい
り、実用段階に入ったものも出てきまし

﹁プレーヤー交代﹂ではなく
﹁ゲームチェンジ﹂へ

を構築できる準備が整っています。

する必要があります。
う概念として大きな変革を起こそうとし
た。医療機器のなかには直接ＳＩＭカー
バイタルサインだけでなく画像情報も
かし、今回の変化は「ゲームチェンジ」の

レーヤーに置き換わるという話です。し

で語られます。あるプレーヤーが別のプ

﹁個人﹂の持つ可能性
ています。
実は、これらの情報資源のなかには多
送ることができ、静止画に 加え、ビデオ

時代の変化はよく「プレーヤー交代論」

ここで、個人のＩＴ環境の変遷に目を
くの健康に関わる情報が含まれています。
会議などの発達により、医師が遠隔にい

ドを挿入できるものもあります。

転じてみましょう。例えば「電話」では、
康増進活動だけでなく、服薬管理などの
可能性を孕んでいます。

今後は、個人でマネージメントできる健

ても簡単な診療を行なえる時代がすぐそ

登場して、スマートフォンへと 進化し、

セルフメディケーションもいっそう拡大
こまできています。

かつての固定電話に代わって携帯電話が
今やなくてはならない情報端末となりま

していくと見られています。

個人にこうした立場の変化をもたらし

ウドコンピューティングが注目されてい

報の収集・処理を担う一端として、クラ

が行なわれていましたが、近年は医療情

に、かつてはＩＣＴへの多額の設備投資

を収集し、迅速かつ安全に処理するため

こうした爆発的ともいえる膨大な情報

出し、蓄積できるようになっています。

を出さなくても、半自動的に情報を生み

す。個人はもはや能動的・意識的に情報

ながることによる、新しい価値の創成で

の提供した膨大な情報がオンラインでつ

すが、今、まさに起こっているのは、個人

を目の当たりにされた方は多いと思いま

インターネットが巨大に成長する過程

した。

ン・アプリケーションからクラウドサー
たのは、インターネットをベースとした
ＩＣＴの発展と、医療・ヘルスケア
ます。

過去と比べて、個人の所有するＩＴ環

ビスへと共有され、さまざまな恩恵を享
ＩＣＴの発展です。過去二〇年の大きな

なるでしょう。

手に 入った 情報は 手元のスマートフォ

こからでもブロードバンドで接続でき、

境は大幅に改善され整ってきました。ど

受できます。操作も簡便で、マニュアル
変革要因としてインターネットの普及を

シーズとニーズがま
の現場での課題 ――
さにぶつかり合い、新しい利用シーンが

はめると、どうなるでしょうか？ これ

この 動きを 医 療・介 護の 現 場に 当て

ただ、医 療 分 野は 当 局の 規 制も 多く、

まで医療情報は院内で保管され、患者本

情報の増加・多様化と
医療・健康情報

がなくても利用できるものも少なくあり
挙げるなら、直 近の 一〇年では、個 人が
生まれようとしているのです。

今後はそれを共有（シェア）するように

ません。
持つモバイル・デバイスの発展が大きな
情報を取り扱うハードルは低いとは言え

療情報のバックアップ環境の構築を進め

変革要因と言えるでしょう。

スマートフォンの進化とともに、各種

ています。

個人ユーザはインターネット上の情報
極的に発信する時代になりました。ブロ

支援チームの活動が適切に動く仕組み。

を閲覧するだけでなく、自身が情報を積

人は 紙でもらった 結果を 引き 出しのな

ォーム構築も進めています。

ています。これらの実績に加え、より安

することなく記録・把握でき、質の高い

前述の「わすれなびと」プロジェクト

「わすれなびと」の実用化により、患者

ＩＩＪは、東 京 大 学ＣＯＩ拠 点のプロ

認知症のケアが行なわれることが期待さ

への参画を皮切りに、特定疾病への支援

このような情報の共有・利用環境の整備

そして 各人が 受けたいサービスに 適し
ジェクトのひとつ「わすれなびと」に、こ

れています。さらに、こうした活動で得

だけでなく、今後は地域包括ケアを実現

かに収めておくだけでした。しかし、こ

た情報が、さまざまな専門職のあいだで
うしたニーズに応える技術提供を行なっ

られた成果や記録情報を有効に利活用し、

できるクラウド／

全に各種ニーズに対応できるプラットフ

共有され、より高いレベルの医療や健康
「わすれなびと」は、認知症の
ています。

次の医療現場にも活かせる仕組みづくり

供も開始します。地域包括ケアにおける

の服薬状況や認知症の進行状況を、通院

増進の 機会が 得られるようになると 考

方を 医師、薬剤師、家族で 見守っていく

を目指していきます。

が求められています。

えられます。

ためのコミュニケーション・プラットフ

れからはそうした情報も共有されます。

医師、看護師、介護士、薬剤師、ケアマ

ＩＩＪが
ォームとして 構築されました。

一段と高いレベルでの医療・介護の連携

介護士、薬剤師などをひとつにまとめ、

支援チーム、医師やケアマネージャー、

環境の提案・提
SaaS

ネージャーといった専門スタッフが、共

運用するネットワーク、セキュリティ、

後の用途拡大を考慮して、クラウド型の

要し、コンピューティングリソースは今

ュリティの面では金融機関以上の配慮を

クの利便性を最大限に高めながら、セキ

医療・ヘルスケア分野は、ネットワー

を提供できる社会基盤を目指します。そ

向や 単一ではない 機能、ナレッジ、体験

分野の専門情報と合わせることで、一方

が生み出す情報を共有・利活用し、医療

ズに応えるとともに、成長し続ける個人

こうした医療・ヘルスケア分野のニー

をサポートしていきます。

スケーラビリティが必要となります。そ

の活用シーンは単なるデータの加工やレ

ＩＩＪのイニシアティブを
医療・ヘルスケアへ

クラウドコンピューティングの技術をベ
ースとして、データ管理やモバイル環境

組み。専門職の立場から医師が発信した
患者の 治療方針、介護、服薬の 留意事項

を 組み 合わせて

通の情報をもとに患者を見守っていく仕

を介護士や薬剤師らと共有することで、

環境として 提供し
SaaS

して、ヒトだけではなくモノもつながり

これから日本は、超高齢社会を乗り越

コメンデーションだけでなく、人工知能

えなくてはなりません。そして、それを

始め、安全で安価なモバイル技術が求め

ＩＩＪのクラウドサービス「ＩＩＪ Ｇ

や新たなコンピューティング技術と合わ

ＩＯ」は、医療分野で 求められるガイド

乗り越えた実績は、世界の他の国々の健

られています。これらのニーズはまさに

ラインをクリアしています。遠隔画像診

康寿命の延伸にも役立つでしょう。
ＩＩＪ

さった応用環境を提供することで活用意

断サービスに取り組むドクターネットか

の「ヘルスケア事業」は、健康を大切にす

ＩＩＪの中核技術であり、今後も発展し

らはこの点が評価され、サービスに必要

る営みと同様に、一歩ずつ歩みを進めて

義を広げていきます。

なシステムを一括で受託・運用していま

参りますので、どうぞご期待ください。●

続ける分野と重なり合います。

す。またＩＩＪモバイルを 活用して、医
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満遍なく 増えるわけではなく、都市部、

が危ぶまれます。また、高齢者は全国で

を上回り、サービス体制そのものの維持

ていますが、この取り組みを始められた

「地域包括ケアシステム」は「二〇二
――
五年問題」を乗り切る 〃切り札 と言われ

に突入しました。国連の定義では、六五歳

水野 日本は世界で最初に「超高齢社会」

理由を教えてください。

は減少期に入っているのです。

口がピークに達しており、二〇二五年に

まり、地方では現時点ですでに高齢者人

特に東京圏と名古屋圏で急増します。つ

「高齢化社会」
、一四パーセントを超えると
「高齢社会」
、
二一パーセントを超えると「超
高齢社会」となります。日本は一九七〇年

人口は減少していますが、
（七五歳以上の）

は二六パーセントを超えています。日本の

して二〇〇七年に超高齢社会になり、今で

今、我々が集中的に地域包括ケアシス

の実現には、地域に合った施策が必要です。

水野 そうです。
「地域包括ケアシステム」

都市と地方では、状況が異なるのです
――
ね。

に高齢化社会に、九四年に高齢社会に、そ

後期高齢者の総数は二〇二五年にピークに
屋市の東にある「尾張東部医療圏」とい

テムの普及に取り組んでいるのが、名古
う地域です。瀬戸市、尾張旭市、長久手市、

達したあとも減らないため、高齢化率はど

には、ほぼ二人に一人がお年寄りという社
日進市、東郷町、豊明市という五市一町

をケアするために、どの程度の医療・介

人を超えると予測されるなか、その人達

ります。例えば、町内会や消防団といっ

う町でさえ、現状・問題がまったく異な

しかし、尾張東部医療圏では、隣り合

からなり、まずはここに注力して、モデ

護体制が必要なのか？ ギリギリの線で

た隣保組織がしっかりしている瀬戸市で

一番の問題は、二〇二五年に介護の対

そのハードルを越えるにはどう準備すれ

は、周囲に迷惑をかけたくないという責

ルケースをつくりたいと考えています。

ばいいのか？ ミニマム・リクワイアメ

任感からか、他の地域に比べ家族が介護

続きます。ですからサービス体制を増強

二〇二五年がピークでその後は横ばいが

――ギリギリ 乗り越えればいいとは？
水 野 要 介 護・要 支 援の 高 齢 者 人 口は、

てほしいという声が強い。他方、六つの

の問題の次は子供の「療育」に力を入れ

障害児施設がある長久手市では、高齢者

スパイト（介護者を在宅でケアしている

を頑張り過ぎてしまうケースが多く、
「レ

し過ぎると、医療・介護支援者が利用者

が担保されています。

家族の息抜き・休息）
」が課題になっている。

の健康寿命の延伸」を目指します。

〃

ントは何なのか？ といった点です。

象となりやすい後期高齢者が二一〇〇万

会になると見られています。

んどんあがっていきます。二〇五〇年ごろ

具体的な施策と手順

以上が総人口の七パーセントを超えると

〃

を明記しています。要項は左記の通りです。

そこで、まずは中核となるプライマリー

⑥医療・介護関係者の人材育成。

⑤相談・支援窓口の一本化。

（一例として「電子＠連絡帳／支援手帳」

④医療・介護関係者の情報共有の仕組み

るための体制構築。

円滑な情報共有のために「電子＠連絡帳

複数のスタッフがチームに加わるので、

サポートが始まります。このとき、多職種・

ヘルパーらからなるチームが編成され、

場で、医師・看護師・ケアマネージャー・

一本化することが重要です。そしてその

ンストップで対処できるように、窓口を

きはそこに来てもらえれば、すべてをワ

医療・介護・福祉で何か問題が生じたと

に構築し、高齢化問題に対応してほしい

ながら他の自治体も同様の仕組みを早期

開していきますので、それらを参考にし

した事例は順次インターネットなどで公

を導入している自治体があります。こう

県や長野県にも「電子＠連絡帳／支援手帳」

人口の約七割をカバーしています。三重

水野 愛知県ではかなり 普及していて、

「電子＠連絡帳／支援手帳」を普及さ
――
せるうえでの課題は何でしょうか？

今後の課題

⑦地域の一般住民への普及・啓発活動。

／支援手帳」を活用します。

向け以外にも、母子の健康管理（電子母

ケア機能を持つセンター（在宅医療介護

⑧近隣の自治体との連携強化。

どのようなシステムなのでしょうか？
――
水野 「電子＠連絡帳／支援手帳」
は、
医療・

子手帳）
、児童・障害者福祉、一般市民の

②在宅医療・介護連携の課題の抽出・検討。

Ａサイクル＝ Pl（
↓
an計 画）

介護・福祉スタッフが利用する「電子＠連

生活支援など「生涯支援型のＩＣＴネッ

支援センターなど）
を自治体などにつくり、

くといいでしょう。また「何が実現され

絡帳」と、
高齢者やその家族が利用する「電

トワーク」として活用している自治体も

（評 価）
↓
Check

（実 行）
↓
Do
（改 善）
」を 廻し て い
Act

けて、ひとつずつ克服しながら、
「ＰＤＣ

かまいませんが、課題毎に優先順位を付

もちろん、最初はスモールスタートで

など）の導入・支援。

ればゴールなのか」というビジョンを構

子＠支援手帳」から構成されます。

で対応を策定・実施していく 〃バックキャ

するスタッフが閲覧・記載します。情報

情報共有システムで、高齢者をサポート

まず「電子＠連絡帳」は、多職種間の

を全生涯にわたって活用できる基幹ツー

「電子＠連絡帳／支援手帳」
ただきながら、

ＩＩＪの技術も存分に生かしてい
ともに、

出てきました。今後は普及の取り組みと

「電子＠連絡帳／支援手帳」は、高齢者

です。

造化し、二〇二五年から逆算するかたち

③切れ目のない在宅医療・介護を提供す

①地域の医療・介護の資源の把握。

〃

大学があり、子供が多くて小中学校が足

りない日進市は「多子高齢化」の問題を
抱えている。さらに、高度経済成長期の
古い団地が残っている豊明市では、典型
的な「少子高齢化」が進み、エレベーター

のない団地に独居老人がたくさん住んで
います。
このように、共通課題としての高齢化
に次ぐ「地域課題」は多種多様なのです。
全国の他の自治体では、対策は進んで
――
いるのでしょうか？
水野 日本が超高齢社会をむかえるとい

ていましたから、政府をはじめとする行

う予測は、すでに一九八五年ごろには出
政は地道に対応を進めてきました。
しかし、

なかなか浸透していないのが現状です。
直近では、皆さんもご存知の「税と社
会保障の一体改革」のもと、消費税増税
分の財源がこうした社会保障の整備に充

てられることになりました。

スト的視点 が必要だと思います。

の種類は、診療情報、検査情報、画像情報、

人や家族が、健康に関する情報や支援履

次に「電子＠支援手帳」は、高齢者本

電子＠連絡帳／支援手帳

ルにしていきたいと考えています。●
どこから着手すればいいのでしょう
――
か？

生理学研究センター教授、産学官連

薬剤情報、介護情報、主治医の意見書な

水野 基本的には、要項の順に各自治体

歴などを記録し、スタッフに情報をスムー

創成センター教 授、名古屋大学細胞

ど多岐にわたります。

体的な行程を示したのが、同年一二月に

は対策を進めていき、
「医療と介護は連携

ズに開示・伝達するためのシステムです。

携推進本部副本部長。

構築」という二点になりますが、その具
成立した「社会保障改革プログラム法」

から統合へ」
「自治体同士の広域連合の形

です。

ター教授、名古屋大学予防早期医療

現在は、二〇一三年八月に社会保障制

水野 正明
「電子＠連絡帳／支援手帳」の情報は、
Ｉ

療管理センター長。12年、同医学部附

度改革国民会議がまとめた報告書に沿っ

（お話）
名古屋大学 総長補佐
名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 教授

成」
「高齢者だけでなく、市民も参加した

プログラム法は「二〇二五年問題」に

属病院先端医療・臨床研究支援セン

て、改革が進められています。骨子を挙

ICT 活用の面から支える「電子＠連絡帳／支援手帳」が注目を集めている。

ＩＪを含むクラウドベンダが運用するク

長補佐、同医学部附属病院脳卒中医

げると「良質で効率的な医療・介護の提

名古屋大学の水野正明教授らが中心となって推進している「地域包括ケアシステム」を

地域包括ケア」
「疾病医療から予防医療へ

国 立 長 寿 医 療 研 究センターを経て、

供体制の確立」
「地域包括ケアシステムの

「2025年問題」が社会的な懸案となるなか、
この問題の解決策として、

対応するために、どのような手順で施策

96 年、名古屋大学医学部脳神経外科
助手、99 年、同大学院医学系研究科
遺伝子治療学助教授、2010 年、同総
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団塊の世代が 70 代半ばを過ぎ、
介護・支援を必要とする高齢者の数がピークに達するとされる

ラウドシステムに保管され、セキュリティ

医学研究科修了。社会保険中京病院、

地域包括ケアシステムと
電子＠連絡帳／支援手帳
「高齢者
の転換」といった課題を解決し、

1986 年、富山医科薬科大学医学部医
学科卒業。92 年、名古屋大学大学院

インタビュー
を打つべきなのかという計画（プログラム）

水野 正明（みずの まさあき）

〃

ヘルスケアとICT

ヘルスケアとICT

のため老人ホームを今から探してくださ
い」と説明されました。サリーさんは祖
母の手を握り締めて、ショックで頭が真

っ白になりました。
家に帰ると、さっそく家族会議を開き
「わすれなびと」で祖母のブレイ
ました。

ンスキャンや毎日の生活状況を過去の記
録と照らし合せてみると、たしかに悪化

しています。夕方には近所の薬剤師が訪
ねてきて、新しい薬についての説明をし
「わすれなびと」の「服薬時間の
ました。

お知らせ」は一日一回から二回に変わり、
「発疹はありますか？」という 質問に 毎
日答えることになりました。新しい治療

が始まって数日後、祖母の体を拭いてい
ると発疹に気がつき、医師に発疹の写真
をメールしました。夜中でしたが直ぐに

医療における最大の課題は、情報の格

することによって 評価されます。
「わす

実現を目指していきます。パイロットス

適な治療とケアを提供する個別化医療の

でも取り上げられておりますが、それ以
タディでは五〇名の患者さんを対象とし

れなびと」は一人ひとりの患者さんに最

外にも患者さん、ご家族、医師、看護師、

ていますが、将来的には世界中の人に活

差ではないでしょうか。患者さんと医師

病院経営者、介護と 福祉の 関係者、自治
用していただくことを期待しています。

のあいだにおける情報の格差は新聞など

体、政府、製薬企業、医療機器メーカ等々、
「わすれなびと」によってどのような

﹁わすれなびと﹂の
近 未 来図

ィクションを書いてみます。

ことが将来的に可能になるか、ここにフ

さまざまな関係者のあいだに情報の格差
が存在します。
ＩＩＪの皆さまと創り上げた「わすれ

なびと」は、クラウド 環 境を 活 用した、
認知症の患者さんのための自発的登録シ

ステムです。認知症・軽度認知障害の患
四〇歳のサリーさんの両親は六〇代で

者さんとそのご家族を対象とし、登録者

はタブレット型端末を用いて東京大学医
二人とも認知症を発症し、在宅での介護

が始まっています。サリーさんが祖母を

す。健在であるものの、父方の祖父母は

を通じた対話ができ、薬剤師による服薬
大学病院のメモリークリニック

学部附属病院での検査結果を閲覧できる

支援も受けられます。また、次回の診療

れて行ったとき、医師は祖母の「わすれ

ほか、外来受診時間外も主治医と掲示板

に向けた準備アンケートを活用すること
なびと」を見て「最近は徘徊の頻度が増
＊

に連

で、外来受診時の問診負荷軽減も期待で
していますね。服薬を忘れることもある

＊

きます。
ようです。今回はブレインスキャン

トスタディ終了時に参加者の意見を収集

「わすれなびと」の有効性は、パイロッ

待されます。

ＩＩＪのサポート

アがむずかしくなる恐れがあります。念

が進行すると、六ヵ月後には在宅でのケ

ください。薬が効かず、このまま認知症

をしましょう」と言いました。結果を見

に住んでいます。自治体に連絡すると、

いかがでしょうか？ 近い 将 来、
「わ

ーションの広がりをもたらし、患者さん

町のスーパーの空調機に異常が見つかっ

すれなびと」によって人々の健康は向上

てみると、脳の萎縮とアミロイドの蓄積

たとの報告を受けました。この肺炎の病

し、そこには救える命がたくさんあると

やそのご家族の負担軽減やベネフィット

り、栄養士と食生活を見直しました。脳

原菌も判明しましたが、大学病院では前

思います。

が進行していることがわかりました。医

の活性化を目指してダンスと合唱を始め、

例がないため、治療薬の選択に困ります。

最後になりましたが、
ＩＩＪの 皆さま

の 向上はもちろんのこと、主治医、薬剤

新しい友人もできました。努力が実り、

他の 病 院と 共 有している「わすれなび

による「わすれなびと」や「プロジェク

師から「これまで服薬している薬を止め

二年後の認知スコアは九〇点、ブレイン

と」のデータベースをパーカー先生が検

トタミー（がん患者さんを対象とした自

師、並びに医療・介護施設のスタッフが、

スキャンや血液検査の結果も正常に戻り

索すると、三年前、同じ 病原菌を 持った

発的登録システム）
」についての、多大な

て、新たな 治療薬を 試してみましょう。

ましたが、サリーさんの父親はこれから

患者さんの治療歴が見つかりました。そ

貢献に深く感謝を申し上げます。
ＩＩＪ

患者さんの認知症・軽度認知障害の進展

も認知症予防のトレーニングを続けてい

れによるとペニシリンは効果がなく、セ

は、ヘルスケアにおけるＩＣＴの将来性

出ますので、その場合はすぐに連絡して

それを見ていたサリーさんは、自分も

フェム系の抗菌薬が効果を示したと記載

をいち早く理解してくださり、いつも丁

この薬は良く効きますが、まれに発疹が

「わすれなびと」に 登録することにしま

されています。さらに海外の「わすれな

や体調をより正確に把握し、治療や介護

した。認知スコアは九五点で、ブレイン

びと」では、ここ 数年で 二〇名以上の 患

ったのは、今日が何年何月何日か言えな

さんが認知スコアで一〇〇点をとれなか

イン」として生涯活用されます。サリー

今後定期的に検査をする際の「ベースラ

はセフェム系抗菌薬による治療を開始し

がわかりました。さっそくパーカー先生

セフェム系の抗菌薬で完治していること

者さんの治療歴が見つかり、その多くは

医療の品質を高めて、人々の健康に貢献

ＩＣＴシステムが、情 報の 格 差を 縮め、

ＩＩＪの皆さまが心をこめて創り上げる

寧に仕事をしてくださいます。こうして

きます。

せんでした。サリーさんのこのデータは、

スキャンや血液検査結果に異常はありま

などの課題を早期に解決できることが期

こうした機能が関係者間にコミュニケ

1

よる専門外来。

することを確信しております。●

＊2 ブレインスキャンは、診断などの目的で MRI、PET、CT などの

ました。また、ここ数年で病原菌の報告

にお困りの患者さんを対象とした、
認知症の専門医に
＊1「物忘れ」

かったためです。彼女は子供のころから、

フワークは、がんの完治と認知症の予防。

が増えていることを発表し、原因究明に

表した（http://dl.ndl.go.jp/view/download/digide）。ライ

日にちを覚えるのが苦手でした。人には

良く効くことがわかり、合剤の開発を始

バイザー。国立国会図書館の報告書の委員を務め論考を発

向けて国際的なタスクフォースが立ち上
製薬企業は匿名化されたビッグデータ

めることにしました。一方、特に効かな

エンス委員、並びに JST 科学技術振興機構 CREST 領域アド

それぞれ「癖」のようなものがあります。
が苦手だったり、絵を描くのが苦手だっ

を活用し、自社の薬が良く効く人と効か

さて、フィクションは続きます。大学

ントの責任者として、M&A 、導入導出、オープンイノベーショ

がりました。
たり。このような「癖」を 記 録に 残し、

ない人を比べてみました。すると、他社

病院は「わすれなびと」の情報を匿名化

ＢＭＩが低く「痩せすぎ」
い人の多くは、

ン、アライアンスなどを手がけている。文部科学省ライフサイ

方向音痴だったり、人の名前を覚えるの

認知スコアを判定する際に考慮すること

し、ビッグデータとして解析しています。

のカテゴリーに入るため、栄養失調の可

の薬が併用されている場合、自社の薬が

ここ一週間、高齢者が肺炎で入院するケ

能性が示唆されました。食生活と治療効

も重要です。

ースが急増していることがわかりました。

式会社本社入社。現職はコーポレートビジネスディベロップメ

返事があり、翌日の受診予約ができまし

鈴木 蘭美

果の関係性について調べるために、治験

研究員。01年～ 04 年ITXコーポレーション／ライフサイエンス

た。

エーザイ株式会社 コーポレートビジネスディベロップメント
執行役 医学博士

それに気がついた医師のパーカー先生が

ファンド。04 年エーザイ欧州株式会社入社。06年エーザイ株

サリーさんの 父 親は 五〇代のときに

本稿では、わかりやすいフィクションをもとに、その活用例を紹介する。

を開始しました。

ンペリアルカレッジ／腫瘍・メタボリック病学部ポスト博士号

「わすれなびと」に 登録しました。その
際の認知スコアは九〇点でしたが、六〇
代半ばになって物忘れが気になり始めた

ので、もう一度認知スコアを測ってみる

2
機器で脳を画像として現すこと。

と八〇点になっていました。その後、ブ
ろ、軽度認知障害の 診断を 受けたので、

レインスキャンや血液検査を受けたとこ
認知症予防のトレーニングを始めました。
同じ診断を受けた人達が週に二回集い、
一緒に脳トレを行ない、お互いを励まし

認知症の方やその家族をサポートするための情報共有プラットフォーム「わすれなびと」。
調べてみると、肺炎患者の大半が同じ町

1999年ユニバーシティカレッジロンドン医学博士。2000年イ
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合います。パーソナルトレーナーと筋ト

レを週に一回、睡眠は必ず一日七時間と

鈴木 蘭美（すずき らみ）

情報格差を縮め、
人々の健康に貢献する
「わすれなびと」

ヘルスケアとICT

報共有を行なうのが理想形なのです。
個人（患者）の医療・健康情報は、
ＰＨ
Ｒとしてクラウド上のサーバに蓄積・管
理されます。個人が医療・介護を必要と

した場合、その個人が医療・介護スタッ
フにアクセスを許可します。そこでは、
スタッフの職種によって入力・参照でき
る情報の範囲を限定できるようなアクセ
ス制御が必要となります。在宅医療現場
に関わる前述のさまざまな医療・介護施
設がケアしている患者・利用者のグルー

プは、重なりはあっても必ずしも一致す
るとは限りません。医療・介護施設が異
なるＰＨＲシステムを 利 用している 患
者・利用者を受け持つことになっても、

ひとつのアプリケーションでそれぞれの
ＰＨＲにアクセスできるように、情報の
入力・参照のインタフェースが標準化さ

れなければなりません。また、個人の医
療・健康情報は開かれたネットワークで
保管・伝達されるため、病院内の閉じら

在宅医療のひとつの目標は、地域が仮
治療以外は、病院と同等の医療を在宅で

想病院空間となり、手術などの急性期の
受けられる体制を確立することです。病
院では、患者に関わる情報や医療スタッ

フなどが院内に集約されており、情報共
有や患者の病態変化への対応を迅速に行

なえます。一方、在宅患者に関わる医師、
歯科医師、看護師、薬剤師などの 医療ス

タッフや、ケアマネージャー、ヘルパー
などの介護スタッフは、常時患者のそば
にいるとは限りません。このように空間
的に隔たった患者とスタッフおよびスタ

ッフ間のコミュニケーションを助けるの
がＩＣＴの役割です。

在宅医療における
医療情報の流れ
在宅医療・介護において、患者は居宅

で 生活しており、訪問診療所、急性期病
院、訪問看護ステーション、調剤薬局、ケ

アマネージャー、訪問介護ステーション
など、複数の医療・介護施設のスタッフ
が関わります。患者を中心にこれらのス
タッフがチーム編成されるため、スタッ
フが利用する患者の医療情報も患者中心
に管理されるほうが合理的です。つまり、
患者・利用者が所有する医療・健康情報、

いわゆるＰＨＲ
（ Personal Health Record
）
を中心に、患者が医療や介護スタッフに

子を、その 患 者・利 用 者に 関わる 医 師、

りと、教育研修体制の整備などオフライ

には、共通言語化を目指す互いの歩み寄

機関を受診した際には、シームレスに参

なうちからＰＨＲとして蓄積され、医療

ルデータなどの個人の健康情報は、健康

必要な範囲の情報を開示するかたちで情

歯科医師、看護師、薬剤師などの 医療ス

ンの取り組みの充実が求められます。

照できるといいでしょう。
「見守り支援システム」では、バイタル

なわれていました。しかし、ノートに書

ベッドサイドにノートを置くなどして行

健康情報をＰＨＲに効率的に蓄積する情

援システム」で、患 者・利 用 者の 医 療・

ふたつ目は青い線で示した「見守り支

が患者の安全を確認できるようにするこ

センサーで観察し、家族や介護スタッフ

ないかなど、室内の様子をカメラや光学

ないか、認知症患者が勝手に外出してい

見守り支援システム

タッフや、ケアマネージャー、介護スタ
ッフ、介護者で共有するためのシステム
です。

かれた情報に触れるには、その場に行く

報の 流れです。血 圧 計、体 温 計、パルス

とも重要です。

データのみならず、ベッドからの転倒が

必要があり、あらゆる関係者がタイムリ

オキシメータなどで計測されたバイタル

従来、このような 情報共有は、患者の

ーに状況の変化を把握することは困難で

述の多職種連携システムを介して医師が

情 報は、自 動 的にＰＨＲに 記 録され、前

今後の課題

も、いわゆる 伝言ゲームとなり、一次情

した。電話などによる情報伝達を用いて

定期的に変化をチェックしたり、異常値

より現場のニーズに合ったシステムに改

報が必ずしも正確に伝わるとは限らない

看護師、警備スタッフなど）のもとへア

善していくことが最重要課題です。その

これらのシステムが普及していくには、

クラウドに対応したグループウェアの

ラートが通知されたりします。医療機器

一方で、①システム導入の経済的負担を

を 示したときは 見守りスタッフ（医師、

ようなシステムがあれば、患者を訪問し

の計測データは、シンプルな操作性を考

という問題もありました。

たスタッフはノートの代わりに、このシ
すべての関係者が少なくともその日のう

自動的に記録されるのが望ましいでしょ

ＰＨＲに
ど 室内の 近距離通信を 通して、

といった利用環境の整備も大きな課題と

ガイドラインなどをどう整備するのか？

誰が担うのか？ ②医療情報を利用する

ステム上に記録を書き込むことによって、

慮して、計測のみの 手間で、 Bluetooth
な

ちに情報を確認でき、さらに全員が一次

なります。●

る。学会活動にも熱心に取り組み、若手

う。

行ない、在宅医療現場で日々活動してい

情報に接するので、伝達の誤りを低減で

として約 250人／月の患者の訪問診療を

れたネットワークに比べてより強固な情

長を務めながら、在宅医療チームの一員

在宅医療を行なっている医師にとって、

てきた。現在は医療法人・鴻鵠会の理事

きます。このような多職種連携システム

看取りが近い患者をいつ訪問すべきかを

トで確認できれば、医師は訪問の必要性

急性期病院での在宅医療支援を行なっ

報セキュリティ対策が必要です。

はすでに実用化されており、現場に浸透

予測できれば、ある程度の負担軽減につ

も、多職種間の「共通言語」が確立してい

を判断できます。パルスオキシメータは、

オキシメータのデータを継続的にリモー

ながります。自動計測可能であるパルス

しつつあります。
多職種連携システムの運用上の課題は、

ないことです。介護スタッフは医学用語

慢性的な呼吸器疾患で在宅酸素療法を行

情報共有のシステム的な仕組みはあって

に 精通しているとは 限らず、反対に、介

なっている患者の日常的な経過観察など

経腸栄養法・在宅緩和ケアなどにおいて、

このように個人（患者）を中心に蓄積・
管理された情報が在宅医療でどのように
利用されるかを、ふたつの情報の流れと

して示したのが右頁のイラストです。

多職種連携システム

城谷 典保

護職の使用する用語は医療職にはわから

るとともに、在宅静脈栄養法・在宅経管

ここでは、
その第一線で活動する医師の体験をもとに、

赤い線で示した「多職種連携システム」

化器ガンを中心とした外科医療に従事す
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日本在宅医療学会 理事長
医療法人社団 鴻鵠会 理事長

にも有効です。予防の観点から、バイタ

医師の教育・研修指導も行なっている。

ICT の果たすべき役割を考える。
ないといったこともあります。この解決

城谷 典保（しろたに のりやす）

在宅医療を円滑に行なうには、
どうすればいいのか？

は、患者・利用者の健康状態や生活の様

東京女子医科大学病院で約 35 年間、消

在宅医療の現場に求められる
ICTの役割

「遠隔画像診断」のニーズが高まっている。

ここでは、同分野で多くのサービスを提供しているネットチャートの取り組みを紹介する。

ネットチャートの取り組み

に成長してきました。

読影サービスの利用が増えたことを背景

への非常勤医師の派遣に代わって、遠隔

大学病院系の読影グループは、関連病院

す。二〇〇八年ごろから急成長している

する小規模事業者などで構成されていま

ＮＰＯ法人）
、③特定の 地域で 展開
ャー、

ユーザとする大学病院系（大学発ベンチ

般企業系、②関連施設・系列病院を主な

で、①全国展開を積極的に進めている一

おけるサービス提供事業者は六〇社程度

右肩上がりで成長してきました。国内に

後半に市場が形成されて以降、一貫して

遠隔画像診断サービスは一九九〇年代

市場の概況

ービスが普及・利用されてきました。

プを埋める手段として、遠隔画像診断サ

関にあります。こうした量や質のギャッ

療の質をあげたいというニーズが医療機

外部の放射線科医に委託することで、医

す。よって、対象検査を得意としている

お腹の画像診断は得意という先生もいま

遠隔医療のなかでもITネットワークを活用した

ネットチャートの医療分野における取

遠隔医療という言葉を聞くと、物理的

に離れた場所にいる医師と患者がインタ
ーネットを介して動画像によるコミュニ
ケーションを行なう、そんなイメージが

遠隔画像診断とは
遠 隔 画 像 診 断 と は、
ＣＴ
（ Computed
）やＭＲＩ（ Magnetic ResoTomography

影されたデジタル画像をネットワークで

）などの画像診断装置で撮
nance Imaging

日本における遠隔医療は、ふたつに大
伝送し、
「遠隔地にいる専門医が検査画像

一般的かと思います。
別されます。ひとつは専門医師が他の医
師の 診 療を 支 援す る
針を助言する」と説明できます。

により、依頼元医療機関の医師に治療方

D to（
D Doctor to を診断し、結果をレポート提供すること

）
、もうひとつが遠隔地の患者を医
Doctor
一般的に画像診断では、放射線科専門
医による診断が望ましいとされています

師 が 診 療 す る D to（P Doctor to Patient
）
です。 D to D
の代表例としては、遠隔画
像診断（テレラジオロジー）や遠隔病理

が、そこには「量と 質の 課題」が 存在し

過ぎず、日本では慢性的に放射線科の専

五三〇〇人とわずか一・八パーセントに

数約三〇万人に対し、放射線科専門医は

ます。厚生労働省の調査推計では医師総

診断（テレパソロジー）があります。

D toは
P 在宅医療や介護での利用があ

ります。 D toの
P 遠隔医療は、医師法第
条にもとづく「患者との対面診療の原

則」により、離島やへき地の患者を診察
門医師が不足しています。一方、我が国

断する医師が不足しているのに診断件数

する場合など、患者との物理的な対面が

は増えている、このギャップが「量の課

に お け るＣＴ、
ＭＲＩの 人 口 一〇〇万 人

慢性的な医師不足や医師の地域偏在を
題」です。

むずかしいケースを除いて原則禁止と解

背景に、今後、遠隔医療はさまざまなか

「質の課題」は、撮影された部位や画像

あたり保有台数は世界一で、予防医療の

たちで広がり、我々の生活により身近な

診断装置の種別によって、医師に診断の

釈されてきましたが、昨年八月の厚生労

ものになりそうです。今回は遠隔医療の

得手不得手がある点です。頭の画像診断

推進や日本人の死因上位を占めるガン・

なかで、現在もっとも大きな商用市場を

が得意な先生もいれば、頭は苦手だけど

働省通達により一部の解釈が見直され、

形成している遠隔画像診断にフォーカス

心疾患・脳血管疾患の早期発見を目的と

してお話しします。

学校などを対象に健康診断や人間ドック

事実上の「遠隔医療解禁」と話題になり

調達支援、設計、構築、保守、運用管理

などの検診事業を行なっています。四月

して、検査数は増加傾向にあります。診

を取り扱っており、インフラとの関連性

業務など包括的なサービスを提供してい

から開始される団体検診を前に、院内に

ました。

が高い画像診断分野を中心に展開してい
ます。

えるさまざまなサービスを提供していま

キュリティ対策など、医療提供基盤を支

サービス、医療情報の外部保管や情報セ

クの刷新や二四時間三六五日の運用監視

保管ストレージの構築、基幹ネットワー

た医療情報システムの仮想化統合や画像

Ｓ
（医療用画像管理システム）を中心とし

高度画像診断クリニックでは、
ＰＡＣ

ビスプロバイダ」です。

サービスを提供する「遠隔画像診断サー

度画像診断クリニック」と遠隔画像診断

に特化した医療サービスを提供する「高

画像診断装置を保有し、画像診断・検査

ど設備管理、年間１００ＴＢ超ずつ増加

データセンターにおける電源・ラックな

一次切り分けや機器交換などの保守対応、

想サーバの増設、インフラ障害発生時の

開始や既存サービスの増強に合わせた仮

るセキュリティ監視、新たなサービスの

（ Security Operation Center
）との連携によ

を 結ぶ ネ ッ ト ワ ー ク 管 理、外 部ＳＯＣ

センターシステムと医療機関・読影医師

約施設や契約読影医のアカウント管理、

として運用しています。運用面では、契

副二名の医療情報技師を運用管理責任者

当部署と運用ルームを社内に設置し、正

ムの機密情報保護を目的として専門の担

運用受託にあたり、医療情報とシステ

る連携や医療と介護の連携を支える「面」

進んでいますが、複数の医療機関におけ

機関における「点」の情報化・効率化は

ダリングシステムの導入など個別の医療

電子カルテや医事会計システム、オー

〃新しい当たり前

す。

仕組みとしてこの春から利用されていま

像診断や、確定診断の合同判定を行なう

を構築しました。複数の読影医による画

ウェアメーカと連携して、遠隔読影環境

にしたいという要望を受け、医療ソフト

関・読影医師が外部から参照できるよう

保管された 医療用画像を 近隣の 医療機

遠隔画像診断分野では、昨年一一月、

す。

する医療用画像データの保全管理などが

のネットワークはこれからです。
は、当日一八時までに到着した依頼を翌

はますます高くなっています。まだ十分

ークサービスプロバイダの果たす重要性

つなげる、広げる、共有する ――
「面」
の医療を展開していくうえで、ネットワ

遠隔画像診断サービスプロバイダ国内最
部門を一括受託しました。ドクターネッ

日（翌営業日）の正午までに依頼元医療

に浸透していない医療情報システムにお

大手のドクターネットよりインフラ管理

トは一九九七年に遠隔画像診断サービス

機関に戻すことになっていますが、一部

けるクラウド化や医療情報の保全を目的

の医療機関から二時間以内の読影を至急
依頼されることもあり、止まらないイン

契約読影医数は四〇〇名を超え、国内に

おける放射線科専門医の一割弱に相当す

用した医療情報システムの 〃新しい当た

とした外部保管など、
ＩＴインフラを活
また昨年度、福島県で検診事業を行な

り前 を提案し、医療の質と効率の向上

フラ運用が求められています。
う公益財団法人の遠隔読影環境を構築し

に貢献していきたいと考えています。●

の強みです。我々は年間一〇〇万件を超
える画像診断が提供されている同社のサ

ました。同法人は、県内の住民・事業所・

る国内最大の読影医ネットワークが同社

遠隔画像診断サービスの通常のフロー

主な業務になっています。

主なお 客さまは、
ＣＴやＭＲＩなどの

ます。

田嶋 兼悟

を提供開始したパイオニアの一社です。

〃

遠隔画像診断の現在

り組みは二〇一一年にスタートし、医療

ネットチャート株式会社 執行役員
技術本部 副本部長 兼 プロジェクト推進部長 医療技術情報技師

ービスインフラに関して、計画策定支援、
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情報システムのなかでも大容量のデータ

〃

ヘルスケアとICT

ヘルスケアとICT

“ヘルスケアとICT”を
めぐるキーワード
IIJ 経営企画本部 ヘルスケア事業推進部 副部長

青山 直継

PHR（Personal Health Record）

生命の危機にさらされた急性疾患や重症患者に対して、手

我々の健康情報は、医療機関、健診機関、家庭などに散在

術や全身管理などの高度医療を提供する病院を「急性期病

していますが、個人がこれらの情報を時系列に沿って収集

院」と分類し、治療日数は 14 日以内とされています。一方、

管理する仕組みが PHR です。日本では、医療情報は病院

急性期を脱したものの入院治療が必要な状態を「亜急性

のものというのが一般的な認識で、PHR のあり方について

期」
、生命の危険が少なく進行がゆっくりで継続的な治療

は、制度やシステムなどの面からも議論されています。将

が必要な状態を「慢性期」と分類します。

来的には、医療情報は患者のものであって、患者が自らの

今後は、急性期治療後のリハビリや在宅復帰へ向けた医

意思で医療・介護関係者に必要な情報を提供し、共有す

療・支援を提供する地域包括ケア病棟が増えて、急性期か

るという考え方が一般的になるかもしれません。

2025 年 問題

地域包括ケアシステム

世界最速で超高齢社会に突入している日本ですが、2025

厚生労働省では「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の

患者の状態に応じた適切なケアを施せるようになることが
望まれています。

年頃には団塊の世代（約 800 万人）が 75 歳以上の後期高

目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい

齢者となり、65 歳以上の前期高齢者を合わせた高齢者人

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の

口の割合は、総人口の 30 パーセントを超えるとされていま

包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）

す。今後、ますます高まっていく高齢者医療や介護のニー
ズに対応するために、地域包括ケアや健康寿命延伸などの

ら在宅療養への連携が進むと見られています。地域包括ケ
アシステムの実現により、地域の病院と在宅医が連携して、

EHR（Electronic Health Record）
狭義には、病院に閉じた電子カルテで管理されるような情
報を EMR（Electronic Medical Record）と呼 び、院 内 で
の患者の治療に用いられます。一方、地域の医療機関同士

の構築を推進」しています。

薬剤師

超高齢社会では、中核病院を中心とした医療から在宅を中

現在、医療機関の近隣に立地する、いわゆる門前薬局を中

Health Record）と呼びます。EHR は患者本人のために利

取り組みが始まっており、医療や介護の地域連携が重要に

心とした医療へシフトしていくと見られており、在宅患者を

心に約 57,000 の薬局が存在していますが、今後は地域包

用されますが、匿名化されたデータを研究や公益目的に再

なっています。

対象とした医療・介護体制の整備が必要となります。その

括ケアシステムの一翼を担う「かかりつけ薬局」としての機

利用することも想定されています。EHR は PHR と対をなす

際、従来は病院に閉じていた患者の情報を、在宅医療に関

能が期待されています。そして薬剤師が、患者のかかって

もので、将来に向けて、患者個人の医療情報を、医療機関

わるチーム（中核病院、在宅医、訪問看護師、薬剤師、介

いる全ての医療機関や服用薬を一元的・継続的に把握し、

を越えて連携・活用していく仕組みが検討されています。

護士、家族など）で共有していくことが求められます。在宅

薬学的管理・指導を実施していくには、ICT 活用が重要に

超高齢社会

で医療情報を共有するような仕組みを EHR（Electronic

総人口に占める 65 歳以上の割合を高齢化率として、国連

患者を取り巻く多職種チームが情報連携を円滑に行なうた

なると考えられます。薬剤師が医師および患者の双方と連

や WHO（世界保健機関）が定義したところによると、高齢

めの ICT 基盤が、地域包括ケアシステムでは重要な役割を

携して、投薬など幅広い相談を受けられる「かかりつけ薬

日本再興戦略 改訂 2015

化率が７パーセントを超えると「高齢化社会」
、14 パーセン

果たすと考えられています。

剤師」となれば、在宅医療においてより大きな役割を果た

昨年発表された『日本再興戦略 改訂2015』では、新時代

すことができるでしょう。

への挑戦を加速する施策として「セキュリティーを確保した

トを超えると「高齢社会」
、21 パーセントを超えると「超高
パーセントに達し、世界最速で「超高齢社会」に突入しまし

レスパイト

た。2014 年には高齢化率が 26 パーセントとなり、先例の

レスパイト（respite）とは、
「休息」
「息抜き」という意味の

ないスピードで高齢化が進んでいます。

英語ですが、介護現場においては「レスパイトケア」
「レス

「お薬手帳」は「どんな薬を、いつ、どこで、もらって服用

具体的には、医療などの分野における番号制度の導入、地

パイトサービス」などとして、在宅で介護する家族の休息や

しているのか」を記録・管理するとともに、医師や薬剤師

域医療情報連携ネットワークの全国普及、電子カルテの全

家族に対するケアの意味で使われます。介護施設への短

が薬の飲み合わせや副作用などをチェックする際にも活用

国普及率の引き上げ、診療報酬における ICT を活用した医

期入所など、ひととき、家族が介護から解放されて休息を

されます。お薬手帳の情報は、PHR として管理される身近

療情報連携の評価の在り方の検討、医療などの分野関連

とる支援なども行なわれています。高齢者の介護を家族だ

な健康情報とも言えます。お薬手帳の電子化なども進みつ

データベースの徹底活用による医療・介護の質の向上といっ

けで抱え込まず、介護スタッフや医療スタッフとコミュニ

つありますが、将来は、かかりつけ薬剤師に自分の電子お

たことが言及されています。今後は、ICT 活用が遅れてい

ケーションを密にとりながら、高齢者を含む家族全体をケ

薬手帳へのアクセスを許可して、薬学的管理や指導を一任

るとされる医療・介護の分野においても、ICT 利活用がいっ

アしていくことが大切です。

するといった使われ方が広がるかもしれません。

そう進むと見られています。

齢社会」となります。日本の高齢化率は 2007 年に 21.5

17

急性期病院

お薬手帳

上での IT 利活用の徹底」が挙げられており、そのひとつに、
医療・介護などの分野における ICT 化の推進が明記されて
います。

16

お布団農法と IoT
イノベーションインスティテュート
取締役

浅羽 登志也

最近 IoT
の可能性について
論じられる機会も多いが、

それを実現するには、
インフラ面でどのくらいの
コストと時間がかかるのか？
今回は無農薬方法にたずさわった
経験談をもとに考えてみたい。

人に紹介してもらい、少し変わった農法をされていると

会社を経営するかたわら、有機農業を営んでいる方を友

りをやることになりました。長野の上田市でＩＴ系の

て開発したもので、完全有機栽培にもかかわらず、あま

は鳥取大学の先生が、愛媛県の繊維業者さんとコラボし

という農法で、愛称を「お布団農法」といいます。これ

「水稲布マルチ直播栽培」
籾を田んぼに直接播きます。

実は、今回やっている農法では苗作りをしないで、種

いうことなので、まずは見せてもらいにお邪魔したら、
り手間がかからない画期的な農法なのです。

今年はちょっとしたご縁で田んぼをお借りして米作

「空いている田んぼがあるからやってみる？」と誘って

だに種籾を植え付けて作った、幅一・五メートルの綿の

「お布団」というのは、医療用ガーゼを生産する過程

去年、安曇野で自然農の米作りを教えていただいたの
細長いシートです。これを百平米分毎に一ロールにま

いただき、ふたつ返事で「やります！」と言ってしまっ

ですが、昔ながらのやり方は結構手もかかるし、近所に
とめたものを送ってもらい、水を張った田んぼに全体を

で出る綿の端材を再利用した不織布を、二枚重ねたあい

田んぼもないので、今年はどうしようかなと思っていた
覆うように敷いていきます。

たのです。

ところだったので、渡りに船とあまり深く考えないで話

らいの田んぼで米作りを始めました。七百平米だと、う

て、師匠に少しずつ教えていただきながら、七百平米く

こうして三月の後半から週に一〜二回、上田に出向い

ある程度、芽と根が伸びたところで、いったん田んぼの

吸水して、芽と根がお布団を突き破って伸びるのです。

が押さえられます。一方、お布団に植え込まれた種籾は

土から雑草が生えてきても、水面のお布団が邪魔で生育

お布団は水に浮かんだ状態になりますので、その下の

まくいけば三百キロくらいの米が収穫できるとのこと
水を抜いて、お布団を地面に着地させます。すると、お

に乗ってしまいました。

で、今からいくらで販売しようかなと、皮算用をして楽
布団から生えていた根が土のなかに伸びていきます。

その際、雑草はお布団に押さえつけられて死んでしまう

しんでいます。
田んぼの準備は、最初にトラクターで二回ほど全体を
発芽した稲がしっかり根付いたところで、再び水を張

のです。

きます。その後、田んぼ全面に水を入れて、ゆっくり念
ります。地面に着いた状態のお布団は土壌微生物の働

耕起しながら、去年作った大豆の殻を土に鋤き込んでい
入りに二回ほど代掻きという作業を行ないます。これ

慣行農法で農薬を撒くのは、雑草を抑える目的がメイ

きにより、二ヵ月ほどで分解されて有機肥料になりま

ンですので、お布団農法で物理的に雑草を防除できれ

で土と水とをよく混ぜながらトロトロのクリーミーな
細かな泥の粒子が田んぼの底にまんべんなく入り込ん

す。

で、水が抜けなくなります。代掻きが終わるといよいよ

ば、農薬は要りません。雑草が生えなければ、雑草に住

泥の層を作っていきます。これをしっかりやることで、

種を播くのですが、ここで「待てよ。苗作りはどうした

み付く害虫も発生しません。無農薬かつ草取りなどの
これなら離れたところにある田んぼでも、十分面倒を見

手間も発生しないため、省力で米作りができるのです。

の？」と思った方はさすがです。

「お布団農法」とは？

と、種籾が発芽してある程度の大きさに育つまでは、カ

も、ひとつ大きな弱点がありました。お布団を敷いたあ

しかし、良いこと尽くめだと思っていたお布団農法に

ラ投資にどれだけコストをかけられるのか？」という話

備を作り替えなければなりません。そうなると「インフ

鳥を追い払ったりするには、田んぼ周りのさまざまな設

れた布団を直したり、水門を開けて水を流し込んだり、

のですが、情報だけ得ることができても、遠隔からめく

ルガモの格好の餌になってしまうのです。せっかく発

になってしまい、今のところ遠隔監視以上のことはでき

られると思い、やることにしました。

芽した稲の芽をカモに食べられてしまっては元も子も

そうもありません。

実現に向けた
IoT
インフラ面の課題

ありません。
これを防ぐために、田んぼ全面を覆うように防鳥網を
張るのですが、この網張りに意外と手間がかかります。

なにせ七百平米の田んぼですし、水を張り、お布団を敷
いたあとで網をかけなければならないので、田んぼに入
のです。しかも、ナイロン製の細い網はいろいろなとこ

したり自動化したりするところが、大きなボトルネック

るのですが、その情報をベースに物理的な作業を遠隔化

の情報系に関しては、いろいろとやれることはあ
IoT

ろにすぐに引っかかるので、七百平米をカバーする大き

になります。

ることができません。工夫をしないとうまく張れない

な網となると、取り回しがとても厄介です。お布団を敷

現状では

する時間も含めて三日くらいかかってしまいました。

とすると、各分野に特有のＩＴ以外のインフラ整備が必

ているようですが、複数の分野のモノを

について、さまざまな夢や妄想が語られ
IoT

く作業は一日で終わったのですが、網張りには試行錯誤
この農法の次のイノベーションのポイントは「鳥対策」

ず付随します。
「課題はＩＴのインフラではなく、モノ
のインフラの方なのだ」ということを期せずして実感し

でつなごう
IoT
ということになりそうです。
「鳥を認識して追い払うドローン
師匠とも相談して、
人間を攻撃してしまうと大変です。今のところ妙案は

出てくるでしょうから、それこそ全国津々浦々の道路を

例えば「自動運転車」では、道路を作り替える必要が

た次第です。
浮かばず、今年の作業はとりあえずできたので、来年ど

整備し直すのに、どのくらいの費用と年月がかかるので

など作っては？」という話にもなりましたが、間違えて

うするかは、一年かけて検討することにします。
の間（強い風が吹くとめくれてしまうため）お布団の状

運転車が実用化されていないと、引っ越しをしなければ

個人的には、体力的に運転がきつくなるころには自動

しょうか？
態を監視したり、稲の生育状況を確認したり、水も少し

ならなくなります。それまでの時間を二〇年とすれば、

また、私は週に一回ほどしか田んぼに行けません。そ

ずつ抜けていくので、ある程度水位が下がったら、水門

ぜい農業で足腰を鍛えておこうと思います。●

経験からすると、暗雲がたれ込めてきた感じです。せい

今までは楽勝だと考えていたのですが、田んぼをやった
師匠の会社で監視カメラと水位計を試作して、ネット

を開けて水を流し込んでやらないといけません。
経由で情報をとれるようにしようということになった
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国内外拠点間をつなぐビデオ会議サービスを導入
コミュニケーション活性化により
海外事業の成長に貢献

TOTO 株式会社
本社：福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
設立：1917年（大正 6 年）5月15日
資本金：355 億 7,900万円（ 2015 年3月現在）
“あしたを、ちがう「まいにち」に。”というミッ
ションのもと、水まわりを中心に、住宅設備
機器や新本領域事業商品の研究・開発・設
計・製造・販売を展開。「真に持続可能な社
会」の実現に貢献している。

http://www.toto.co.jp/

ユニットバスルームやシステムキッチン、そして温水洗浄便座の代名詞ともいえる「ウォシュレット®」など、
さまざまな水まわり設備を世に送り続けているTOTO。

今や同社のビジネス規模は18ヵ国56社にまで拡大しているが、
海外拠点とは主に電話でコミュニケーションをとっていたため、意思疎通に苦労していた。

TOTO 株式会社
情報企画本部・情報企画部
部長 中溝 博之氏

そこで同社は、IIJグローバルソリューションズ（以下、IIJグローバル）の
マネージド・コラボレーションサービス「COLLABO de! World」を採用。

TOTO 株式会社

海外19拠点に導入し、国境の枠を越えた会議が可能になった。

情報企画本部・情報企画部

ICTインフラグループ
新田 昌弘氏

［導入前の課題］
海外拠点におけるビデオ会議システムが未整備
国内のシステムは互換性に問題

会議システムの 2 つがすでに導入されていた。しかし、これら

りませんでした。あの現場にいた人すべてが『これなら大丈夫』

のシステムはネットワーク環境や設備の違いにより個々のシステ

と思ったのではないでしょうか」
（新田氏）

ムでしか使用することができず、しかも WEB 会議システムは操

IIJ グローバルがグローバル展開に強いことも評価のポイントに

情報企画本部 情報企画部 ICT インフラグループの新田昌弘氏

なったという。

COLLABO de! World は現在、本社と海外拠点の間のやりと

2017 年に創立 100 周年を迎える TOTO。これに合わせて同
社では、長期経営計画「TOTO V プラン 2017」を策定し、真の

は「結果として、設置台数が少ない据付型ビデオ会議システム

「TOTO V プラン 2017 の目標のひとつとして ROA の向上、つ

グローバル企業に進化するためのさまざまな取り組みを進めて

に利用が集中し、使いたくても使えない状況に陥っていました」

まり『持たざる経営』があり、IT 環境全体のクラウド化を進め

「Cisco TelePresence SX20 は 10 人前後が参加する会議で、

いる。現状、同社のビジネスは国内住設事業、海外住設事業、

と当時を振り返る。

ているので、多地点間のビデオ会議をクラウドで実現する

Cisco Jabber は 1 対 1 の打ち合わせで使われることが多いよ

りに利用され、大きな効果を上げているという。

新領域事業の 3 つを柱にしているが、そのなかでも力を入れて

そこで 2013 年、同社はこうした問題を抜本的に解決すべく、

COLLABO de! World は、当社の思いとマッチしていました。ま

うです。ユーザの評判も上々で、アンケートを実施したところ、

いるのが海外住設事業だ。特に近年では中国をはじめとするア

新たなビデオ会議システムの導入を目指すことにしたのである。

た、スモールスタートが可能なクラウドサービスは、これから海

映像や音声の品質に満足しているという声が数多く届いていま

外拠点を増やしていく際にも都合が良かったのです。さらにい

す。また、相手の顔を見たり、資料を共有したりしながら話が

えば、海外拠点は規模の大小があり、なかには IT の担当者が

できるので、意思疎通が図りやすくなったという感想も聞かれま

いないところもあります。そういう意味でも、海外でのサポート

した。付け加えれば、無料の Web 会議ツールなどと比べてセ

にも柔軟に対応していただける IIJ グローバルの支援体制には

キュリティレベルが飛躍的に高まったというのも、私たち管理者

安心感がありました」
（中溝氏）

としては大きなメリットです」
（新田氏）

ジア市場の成長が著しく、売上高も急速に伸びている。これに
ついて情報企画本部 情報企画部 部長の中溝博之氏は「2013
年ごろから海外での事業は飛躍的に伸び、今では全売上高の約

23％を占めています。今後も世界へ TOTO ブランドを浸透させ
つつ、海外での売上の比率を高めていきたいと思っています」と
説明する。

［選定の決め手］
鮮明な映像とクリアな音声を実感
クラウドサービスならではの柔軟性と
グローバルな支援体制も評価

既存の会議室予約システム（自社開発）との連携など、利用

今後 TOTO では、他の海外拠点についても、順次 COLLABO

こうした状況を受けて、同社では海外拠点とのコミュニケー

製品の選定にあたり、TOTO はネットワークサービスの利用な

者 の 使 い 勝 手 に 関 わ る 課 題 をクリアし、同 社 は 正 式 に

de! World の展開を進めていくとのこと。また、コストと利便性

ションが増えているが、これまでは海外拠点にはビデオ会議シ

どで付き合いのあった IIJ グローバルに相談。すると、マネージ

COLLABO de! World の採用を決定した。2014 年度上期より

を考慮し、国内のビデオ会議システムの機器入れ替えと合わせ

ステムが整備されておらず、電話やメール、無料の WEB 会議

ド・コラボレーションサービス「COLLABO de! World」の提案

本社とインド、タイ、台湾の拠点で利用をスタート。その後、他

て、順次ネットワークも一本化していく予定だ。

ツールなどに頼らざるを得なかった。しかし、電話やメールでは

を受けた。そこでさっそく日本の本社とインドの拠点との会議

の海外拠点にも展開し、2015 年 11 月時点では、米国、中国、

伝えられることに限界があり、また無料の WEB 会議ツールは

でテストしてみたという。

最後に、IIJ グローバルについて新田氏は「迅速で柔軟な対応

シンガポール、ドイツなど計 19 拠点で導入が完了。本社と規

や的確なサポートにはいつも助けられています」と評価し、さら

「IIJ グローバルからテスト機をお借りし、実際に使ってみたの

模が大きな拠点（4 ヵ所）には、フル HD の高精細映像の共有

に「少人数で使う PC 用会議ツールは、できれば Google Apps

ですが、既存のビデオ会議システムよりも鮮明な映像とクリア

が可能な据付端末「Cisco TelePresence SX20」が、規模が小

のビデオ会議機能であるハングアウトを使いたいと思っていま

一方、国内のコミュニケーション環境はというと、20 人クラス

な音声が流れてきたのです。しかも、日本とインドですからか

さな拠点（15 ヵ所）には、PC へインストールして簡単に使用で

す。今後は COLLABO de! World との相互接続にご対応いた

が参加できる据付型ビデオ会議システムと、PC を使った WEB

なりの距離があるはずですが、タイムラグなどを感じることもあ

きるソフトウェア「Cisco Jabber」がそれぞれ導入されている。

だければありがたいです」と将来への期待を語った。

映像や音声の品質が悪く、本格的な会議に耐えられるものでは
ないうえに、セキュリティ面にも難があった。
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また、COLLABO de! World がクラウドサービスであること、

作がむずかしく、利用者は IT に詳しい人に限られていたという。

［導入後の効果］
国境や拠点の枠を越えた活発な意見交換が実現
高いレベルのセキュリティも担保
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「例示」のための
ドメイン名・IP アドレス
グローバル・トレンド

Lead Initiative 2016 ～デジタルに舵を切れ～
開催のご案内

このたび IIJ では、
クラウド・ネットワークサービスを基盤として先進的な取り組みを行なう事例や、

IoT・AI・VR といった新たなデジタル技術を紹介するイベントを開催します。
全30セッションの講演に加え、IIJ が注力しているサービスの展示も行ないます。
多くの皆さまのご来場をお待ちしております。
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IIJ MVNO事業部
MVNO事業統括室 シニアエンジニア

堂前 清隆

世の中には文章などで「例」を示すことがたびたびあります。 「返信」したり、エラーになったメールが実在の第三者のところ
役所の窓口で何かの申請を行なうときのことを想像してください。 に届いてしまう可能性があるのです。内容にもよりますが、情
規定の書式の書類にどのように記載すべきかを示した「記入

報漏えいの危険性もありますし、なにより無関係のメールが届

例」が用意されているでしょう。そうした記入例には、名前や

いたドメインの登録者に迷惑です。

住所が書かれてあり、多くの場合、自治体名などをもじった、

青木 龍

両 国の 良 好 な 関 係 を 象 徴 する
かのように、日 本 企 業とタイ 企
業のコラボレーションを 強 調した
会 見となりました。
私は構 築チームの統 括として 、
のクラウ
Leap Solutions Asia
ド 基 盤 構 築に 携わり 、今では一
ヵ月のほとんどをタイで 過ごし
ていま す 。 今 回の 新 会 社 設 立
の 発 表にあたっては、よう や く
会 社 としての 船 出 を 迎 えたと
いう 安 堵を 感じると 同 時に、多
くのタイ 人 が 持っている「日 本
の 技 術に 対 する 信 頼 ・ 期 待 」
に応えるクラウドサービスを 提
供しなければならないと 、決 意
を 新たにしました。
今もまさにサービスローンチに
向 け た 準 備のかたわら 本 稿 を
執 筆 していま す が、今 後 、この
タイの地で 新たなクラウドサー
ビスが 大 輪の 華 を 咲かせること
ができるよう 、日 本とタイの 国
境を 越えたチームで日々努 力を
重ねていきたいと 思います 。●

1

タイでの 新たな船出

テルで 開かれ 、翌 日が 祝 日で 翌
週がタイの 旧 正 月ソンクラーン
という 休 暇 前の 多 忙 な 時 期で
あったにもかかわら ず 、現 地 大
手メディア を 中 心に 五 〇 社 近
くの 方にご来 場いただきました。
話 は 少 し そ れ ま す が、日 本
とタイの 交 流は 約 六 〇 〇 年 前
に 始 まった と 言 わ れ ていま す 。
企 業レベルでは一九 八〇 年 代 半
ば 以 降 、日 系 企 業のタイ 進 出
が 活 発 化 し、現 在 も なお 進 出
数は 増 加 傾 向にあ り ます 。 最
近 では、タ イ 人の 人 気 旅 行 先
として日 本が真っ先に挙げられ 、
タイの 玄 関 口であるスワンナプ
ーム空 港へ向かう 電 車 やエアポ
ートレールリンクには日 本への 旅
行 を 誘 致 する 広 告が 溢 れるな
ど 、企 業レベルだけでな く 個 人
レベルでも 両 国は 大 変 身 近な 存
在になっています 。 今 回の 会 見
で も 、装 飾 や 音 楽 な ど が 日 本
風に演 出されたなか、タイ 語で
会 見が行なわれるなど 、まさに

ＩＩＪ グローバル事業本部 グローバルプロフェッショナルサービス部
グローバルプロフェッショナルサービス 課長

去る四 月 五 日 、ＩＩＪ とタイ
の 大 手 デ ータセンター 事 業 者
が 共 同で 設
T.C.C.Technology
立したクラウ ド 合 弁 会 社 Leap
の設 立 記 者 発 表
Solutions Asia
会 をバンコクで 開 き ました 。
の設 立
Leap Solutions Asia
背 景 は、前 号の 特 集 で もご 紹
介しましたが、タイのクラウ ド
市 場は 普 及 期に 入 り 、今 後 も
継 続 的 な 成 長が 見 込 まれてお
り 、さ らに二〇一二 年 から はタ
イ 政 府が 積 極 的にデ ジタルエコ
ノミー 戦 略 を 推 進 していま す 。
これ ら を 追い 風 として、ＩＩＪ
が日 本で 培ってきたクラウ ドの
構 築 ・ 運 用 技 術をベースにした
高い 信 頼 性 と 品 質 を 誇るクラ
ウドサービスをタイ 国 内 向けに
提 供し、三 年 後にはタイのエン
タープライズクラウド 市 場でト
ップシェアを 獲 得 すること を 目
指しています 。
会 見 は、弊 社のタイ 現 地 法
人が 入 居しているビルの日 系ホ

インターネット・トリビア

印刷／株式会社興陽館 印刷事業部
◎IIJ.newsのバックナンバーをご覧いただけます。

URL：http://www.iij.ad.jp/iijnews/

「例」として挙げるドメインは、他
こうした事故を避けるには、

実際には存在しないであろう名前が記入されていると思います。 の誰かに使われていないものを選択することが重要です。そこ
悪意はなくとも実際に存在する人の名前を「例」として書くのは

で、インターネットでは「例示のためにだけ使っていいドメイン

失礼ですし、万が一、それをそのまま書類に転記してしまう人が

名」というのがいくつか 決 められています。
「example.com」

いたら、何か不都合が生じるかもしれません。記入例には、そ

「example.org」
（RFC2606 で規定）や、
「example.
「example.net」

ういった事故を避ける配慮がなされています。

jp」
「example.co.jp」
「example.ne.jp」
（JPRS が規定）などです。

ところが、インターネットについては、そういった配慮が忘れ

これらのドメイン名は「例」として文書などで使うことはでき

「ここにメールアドレスを
られてしまうことがしばしばあります。

ますが、実用は不可で、ドメイン名管理団体にも登録できませ

入力してください」という表記に添えた「記入例」に、実際に

ん。仮に誤って例示の通りに設定してしまったとしても、他の人

存在するドメインが使われていたりするのです。例えば、“abc”

に迷惑をかけないような仕組みになっています。

のような単純なアルファベットであったり、何かの単語であった

同じように IP アドレスについても、例示のために使うものが決

りしますが、そういった単語でドメイン名を登録している方がい

「198.51.100.0/24」
められています。IPv4 では「192.0.2.0/24」

らっしゃることがままあります。インターネットでは世界中がつ

、IPv6 で
「203.0.113.0/24」の 3 ブロック（RFC5737 で規定）

ながっていますので、日本語や英語としては意味がないアルフ

（RFC3849 で規定）が 例示用として指定
は「2001:db8::/32」

ァベットの並びであっても、実は他の言語ではよく使われる単

されています。こうした IP アドレスは、ネットワークの構成例

語だったりすることも十分にあり得るのです。

を書く際にも利用できます。

「例」であるはずの箇所に実在のドメイン名が使用されたた

このような例示のための仕組みがいちいち規定されているのが、

めに困ったことになるのは、電子メール関係が多いようです。例

いかにもインターネットっぽいと感じます。インターネットに関す

「差出人」として例
えば、メール関連のソフトウェアの設定で、

る書類や Web ページをつくる際には、こういったところに配慮し

示されたドメイン名を使ってしまった場合、メールの受信者が

ていただければ、無用なトラブルを回避できると思います。●

◎ IIJ.news 表紙のデザインを壁紙としてダウンロード
いただけます。ぜひご利用ください。

URL：http://www.iij.ad.jp/news/iijnews/wp/
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イラスト／末房志野（ P22,23）
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