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長野県塩尻市の長野県塩尻市の長野県塩尻市の長野県塩尻市の位置位置位置位置（人口（人口（人口（人口 ６７，０００人６７，０００人６７，０００人６７，０００人 平均気温平均気温平均気温平均気温 １１．９１１．９１１．９１１．９℃℃℃℃））））

古くから交通の要衝（高速道路、ＪＲ中央東線・中央西線・篠ノ井線の

結節点、信州まつもと空港）。かなり長い分水嶺。

ワインの産地

漆器の産地

（1998長野オリン

ピックのメダル）
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの情報化施策情報化施策情報化施策情報化施策 【【【【塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市】】】】

●総務省所管「街中にぎわい創出事業等」 【【【【情報拠点情報拠点情報拠点情報拠点】】】】

・２０００年 情報拠点「塩尻情報プラザ」（情報体験ギャラリー、研修室、ネットワーク管理設備）

・光ファイバーネットワーク（小中高等学校、支所、博物館、在宅介護施設、保育園、工業団地

など７２ヶ所を自前のギガビット光ファイバーで接続、現在光ファイバー総延長１３０Ｋｍ）

●市独自ＩＣＴ事業 【【【【塩尻インターネット塩尻インターネット塩尻インターネット塩尻インターネット】】】】

・１９９６年 塩尻インターネット接続機構（会員１万人を超える全国初めての市営プロバイダ事

業）をオープンソースで展開（民間ベンダーの構築金額の高さに閉口）。

・全国初の行政ＪＰＮＩＣ会員・ＪＰＲＳ事業者（ドメイン割当、ＩＰアドレス割当）・通信事業者

●総務省所管「地域児童見守りシステムモデル事業」 【【【【無線ネットワーク無線ネットワーク無線ネットワーク無線ネットワーク】】】】

・２００６年 市内全域の特定小電力アドホック無線網（単独市費合計中継機６４０台設置運用中）

●総務省所管「ＩＣＴ街づくり推進事業」 【【【【情報の見える化情報の見える化情報の見える化情報の見える化】】】】

・２０１２・２０１３年 特定小電力アドホック無線網を利用した「センサーネットワークによる減災情

報提供事業」を継続中（土石流情報、水位情報、鳥獣害情報、市内循環バス情報、見守り情報）



アドホックネットワーク（既存）
携帯端末などから、通信エリアで情報を閲覧

光ファイバーネットワーク（既存）
（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ

インターネット携帯電話ネットワーク等

各種センサー情報をクラウドサーバーに送信
市内Wi-Fiフリースポットエリアワンセグ（既存）

緊急情報をメールで携帯端末に受信後、いつでもどこでも安全に情報を閲覧
中継機（新規）５台中継機（新規）５台中継機（新規）５台中継機（新規）５台

域内携帯端末の動態情報をクラウドサーバーに蓄積
携帯端末情報携帯端末情報携帯端末情報携帯端末情報取得（新規）取得（新規）取得（新規）取得（新規）

（既存センサー）土中水分、水位、見守り、バス情報をクラウドサーバーに送信
時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）

携帯端末などから、時間、場所、事象情報をいつでもどこでも情報を登録

天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理 防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）Ｊ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等に情報配信情報配信情報配信情報配信認証システム（新規）認証システム（新規）認証システム（新規）認証システム（新規）

携帯端末などから、時間、場所、天候情報をサーバーに蓄積 エリア内の携帯端末などにマルチキャスト通信で情報を提供

総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウド

相互認証

ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）他の自治体等時空間プラットフォーム・住民ポータルシステムをクラウドサービスとして利用
オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）住民住民住民住民ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトプラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）複雑な住民サービスを住民視点でわかりやすくセンサーや行政ビッグデータを活用した提案型個人サービスサイトを構築

公共公共公共公共Wi-Fiスポットスポットスポットスポット センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）蓄積データ気象情報気象気象気象気象データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）

ビッグデータビッグデータビッグデータビッグデータ
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市道の破損、公共設備、不法投棄市道の破損、公共設備、不法投棄市道の破損、公共設備、不法投棄市道の破損、公共設備、不法投棄 循環バス位置表示循環バス位置表示循環バス位置表示循環バス位置表示 住民に寄り添ったサービス住民に寄り添ったサービス住民に寄り添ったサービス住民に寄り添ったサービス



データの見える化データの見える化データの見える化データの見える化

（情報収集）（情報収集）（情報収集）（情報収集）

データの見える化データの見える化データの見える化データの見える化

（情報収集）（情報収集）（情報収集）（情報収集）
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見守り

気象
放射

能

土砂水位

公共構造物鳥獣

害

バス位置

データサイエン

ス

マルチキャスト

共通認証

データ
地域ポータル

人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み

（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）

人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み

（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）

スマートスマートスマートスマートな社会の実現な社会の実現な社会の実現な社会の実現スマートスマートスマートスマートな社会の実現な社会の実現な社会の実現な社会の実現

スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及



Nepal Trekker Tracking SystemNepal Trekker Tracking SystemNepal Trekker Tracking SystemNepal Trekker Tracking System
Supported by APT Dec 2013

Nihon Software engineering Co.,Ltd.  CEO Kazuyuki Sakamoto 
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Nepal
Annapurna
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WATS Project in Fukushima

Nihon Software engineering Co.,Ltd.    CEO Kazuyuki Sakamoto 9



20130801 Nihonmatsu City_Iwashiro_Tazawa (♂) GLT-01 Serial No.49

0                 250               500       

行動コア ? =イノシシの行動ポイントが集中しているエリア

行動コア

10日間(8/1-8/10)で計5か所の行動コアを形成
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ＷＳＩＳ＋１０ハイレベルイベントへの参加



Posted on one side of Shiojiri Citizen 

Times

Laying inclinometers on both sides of 

the banks of the Midori lake

Midori lake

Continuous monitoring of the reservoir by inclinometer (1)

Downstream side

Lake side



System configuration and function

of the inclination angle

Inclinometer: EPSON A550

- Constantly measurement 

of the inclination angle

storage to the SD card

Control unit: EPSON

- Alarm device control and 

tilt angle measurement

- Send state and the 

measurement data to 

Shiojiri-city wireless 

network

- Measurement data 

storage to the SD card

- Emergency e-mail transmission

Alarm equipment 

- Alarm by the patrol lamp and siren

- Emergency e-mail transmission

Continuous monitoring of the reservoir by inclinometer (2)



Continuous monitoring of the bridge byvibration meter
System configuration and function

Control unit: EPSON

- Alarm device control 

and tilt angle 

measurement

- Send state and the 

measurement data to 

Shiojiri-city wireless 

network

- Measurement data 

storage to the SD card

- Power control unit

Power supply

- Solar panel

- Battery

- Power control unit

Vibration data and FFT analysis of bridge

Vibration meter: EPSON A550

- Constantly measurement of the bridge vibration



ID認証連携基盤概要

SNS利用者

（市民/外部）

SNSアカウントでの

認証リクエスト

（１）認証システム

（Shibboleth IdP）

⑯SPコントローラ

（２）ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
ID連携ｻｰﾋﾞｽ

(Ping Federate)

（３）ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘ

ｻｰﾋﾞｽ（DS）

SAML
SAML

ID連携サービスを経由

してSNSアカウントで

ログインできる

市民は認証

サーバでも

ログインできる

ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀ
（４）ID紐付け

ｻｰﾋﾞｽ（SP）

ID ID
IDｻｰﾋﾞｽ

（仮）

（５）バッチ処理？

SP1 SP2 SP3 SP間認証連携
SAML
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塩尻ID SNSアカウント

本人

他人

紐付けおよび本人確認

16

本人が自ら親族
のSNSアカウン
トに紐づける

塩尻IDと同一権限
を与えるかどうか
は各SP側の判断

紐づけたいSP側で
独⾃に管理
する

本人が自ら塩尻
IDに対して、
SNSアカウント

を紐づける



民間サービス民間サービス

パートナーシップ

によるサービス

パートナーシップ

によるサービス

行政サービス行政サービス

行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供

民間サービス民間サービス

パートナーシップによるサー

ビス

パートナーシップによるサー

ビス

行政サービス行政サービス

パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供

拡大拡大拡大拡大 縮小縮小縮小縮小

住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで

公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張

住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで

公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張

ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的にＩＣＴを活用した公共サービスで効率的にＩＣＴを活用した公共サービスで効率的にＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現する例実現する例実現する例実現する例ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的にＩＣＴを活用した公共サービスで効率的にＩＣＴを活用した公共サービスで効率的にＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現する例実現する例実現する例実現する例

ＩＣＴを活用ＩＣＴを活用

住民異動データ

から新しい転居

先の町内情報を

プッシュ

住民異動データ

から新しい転居

先の町内情報を

プッシュ

子供の定期

検診情報を

プッシュ

子供の定期

検診情報を

プッシュ

転居先に

塩尻市ふる

さと情報を

プッシュ

転居先に

塩尻市ふる

さと情報を

プッシュ

社会的な規

模の縮小

社会的な規

模の縮小

人口縮小

財政縮小

資源縮小

人口縮小

財政縮小

資源縮小

スマート社会

の実現

スマート社会

の実現
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個別

ｻｰﾋﾞｽ

共通

ｲﾝﾌﾗ

＜実証内容＞＜実証内容＞ ＜社会実装イメージ＞＜社会実装イメージ＞

見守り

データサイエン

ス

マルチキャスト

共通認証

気象
放射

能

土砂水位

公共構造物鳥獣

害

バス位置

データ
オープンＡＰＩ・Ｍ２ＭオープンＡＰＩ・Ｍ２ＭオープンＡＰＩ・Ｍ２ＭオープンＡＰＩ・Ｍ２Ｍ

クラウドデータベースクラウドデータベースクラウドデータベースクラウドデータベース

オープンソースオープンソースオープンソースオープンソース

地域ポータル

● 街づくり事業者による包括的なサービス提供● 街づくり事業者による包括的なサービス提供住民、企業、地域企業・アントレプレナー、他地域それぞれから支払われる利用料により、各者が必要とするデータの提供や蓄積したノウハウに基づく指導を実施。住民、企業、地域企業・アントレプレナー、他地域それぞれから支払われる利用料により、各者が必要とするデータの提供や蓄積したノウハウに基づく指導を実施。
住民

自治体
利用料利用料 サービス提供サービス提供 企業 地域企業アントレプレナー 他地域利用料利用料 サービス提供サービス提供 利用料利用料 サービス・アプリ提供、人材育成サービス・アプリ提供、人材育成 コンサルティング費用コンサルティング費用 システム導入支援、ナレッジ提供システム導入支援、ナレッジ提供街づくり事業者場を移用した民間サービス許諾など場を移用した民間サービス許諾など 業務委託、データ提供など業務委託、データ提供など

● 共通ＩＤ基盤● 共通ＩＤ基盤住民、企業、地域企業・アントレプレナー、他地域それぞれから支払われる利用料により、各者が必要とするデータの提供や蓄積したノウハウに基づく指導を実施。住民、企業、地域企業・アントレプレナー、他地域それぞれから支払われる利用料により、各者が必要とするデータの提供や蓄積したノウハウに基づく指導を実施。
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～地域資源の活用と挑戦～～地域資源の活用と挑戦～～地域資源の活用と挑戦～～地域資源の活用と挑戦～ 電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用～地域資源の活用と挑戦～～地域資源の活用と挑戦～～地域資源の活用と挑戦～～地域資源の活用と挑戦～ 電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用電力自給・林業再生・雇用機会・熱利用
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ご清聴ありがとうございました

Mail: hk@shiojiri.com


