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平成の大合併と呼ばれる市町村合併により誕生した自治
体は，合併前の中心街が複数個所に存在することからクラス
タ型[1] と呼ばれる特徴的な都市構造を有することが多い．
これらの自治体は主に地方部に存在し，バスや電車などの公
共交通機関の整備も十分ではないことから，住民は日常生活
や行政サービスを受けるために乗用車の利用を余儀なくさ
れている．この結果，クラスタ型都市は大気汚染や CO2 排
出などの点で，多くの環境負荷を与えているといえる．本稿
は，クラスタ型都市構造を持つ宮城県栗原市において，住民
サービスの向上と乗用車利用抑制による環境負荷低減を目
的として High-Deﬁnition (以後，HD)TV 会議システムと
行政支援システムを導入し，その CO2 排出量削減効果をラ
イフサイクルアセスメント手法に基づいて評価する．
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図 1 HDTV 会議システム配備構成図.

段が求められている [3]．栗原市においても ICT システム
等を利用して住民生活や行政サービスをサポートすること
は，環境負荷低減の観点からも非常に重要である．

3.

宮城県北西部に位置し県最大の総面積を有する栗原市は，
平成 17 年に全 10 町村合併により誕生した代表的なクラス
タ型都市である．人口の集中するエリアが 10 ヶ所に分散さ
れているため，栗原市では住民の自家用車利用率が 73.4% と
非常に高く，宮城県平均を約 20 ポイントも上回る [2]．栗
原市には JR 東北本線の 2 駅があるものの，くりでんの名称
で親しまれた栗原田園鉄道は利用者の減少から 2007 年 3 月
に廃止された．また，市内には約 20 のバス路線が整備され
ているが，東京都よりも広い面積をカバーするには十分であ
るとは言えない．このように栗原市は地域分散型のクラス
タ都市機構を成しているにも関わらず，公共交通機関が必ず
しも十分ではないために住民の自家用車への依存傾向は増
加を続けている．さらに栗原市では，総人口が減少傾向にあ
る一方で高齢化率が全国平均を上回るなど，地方都市が抱え
る典型的な問題も抱えている．こうした背景から栗原市で
は，自家用車に依存しない住民 (特に高齢者）向けの生活・
行政支援サービスが強く求められる．
環境白書の報告によると，運輸部門における CO2 排出の
約半分は自家用自動車が占めることから，パークアンドライ
ド，カーシェアリングやロードプライシングなどとともに
ITS(Intelligent Transport Systems) や ICT(Information
and Communication Technology) 等による環境負荷低減手
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生活支援システム

栗原市民の住民生活と行政サービスを支援するため，栗
原市内に HDTV 会議システムと行政支援システムを構築
した．

3.1.

HDTV 会議システム

高齢者を含めた非専門家を利用対象とするため，利用の手
軽さや画像の鮮明さは利用拡大のための重要な要因となる．
このため，本プロジェクトでは HDTV 会議システムを採用
し，図 1 のように市役所や支所など栗原市内の合計 6 ケ所
に配備した．本システムは，VPN 上だけなく NGN 公衆電
話網を介した 0AB〜J 番号による通信も可能である．した
がって，本システムは同等のシステムを利用している他の自
治体などとも容易に会議を開催できる．
実証実験は CO2 排出量削減だけでなく，呼制御プロトコ
ルの相互接続も目的としている．このため，市内の 2 拠点は
敢えて H.323 端末を設置し，残りの 4 拠点には NGN に直
収できる NGN-SIP 対応システム設置した．これらのシス
テムは，MCU(多地点制御装置) を介して相互接続できる．
RFC3261 に対応した市販の SIP 端末も SIP 変換ゲートウ
エイ装置を介することで，他の呼制御プロトコル端末と通信
が可能である．異なる呼制御プロトコル端末が相互接続可
能になると，HDTV 会議システムの接続対象が飛躍的に増
大するため，CO2 排出量のさらなる削減が期待できる．

3.2.

行政支援システム

行政アクセス拠点を生活の場に近づけるため，携帯端末

iPad を採用した行政アクセス支援システムを栗原市内の支
所や公民館に配置する．本システムにより市民に擬似的な
対面サービスを提供することによって，市民の乗用車の移動
に起因する環境負荷を低減する．

4.
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CO2 排出量削減効果

HDTV 会議システムの CO2 排出量削減効果を評価する．
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表1

受講者
21名

して対面で実施

初台の 3 拠点を接続

[鉄道移動]

[ICT システム]

・初台の参加者は初台駅〜く ・年間使用予定 72 時間のう

実証実験の評価モデル.

りこま高原駅間を往復

ち 90 分を配分して計上

[自動車移動]

・フレッツ VPN ワイド利用

・金成の参加者は金成総合支 ・通信情報量は 8GB/h
所〜栗原市役所を 6 台で往復
・初台の参加者は，くりこま
高原駅〜栗原市役所を 1 台で
往復

削減効果
29.46 kg-CO
‐28.7%

・自動車燃費は 11.2Km/l

2

削減率は 28.7% となった．

5.
図3

4.1.

CO2 排出量削減効果.

環境しろう

環境しろう [4] はネットワークサービスを介して実現され
る ICT サービスについて，製造から使用・廃棄に至る全ラ
イフサイクルステージにおける環境影響を CO2 排出量で定
量的に算出する環境影響評価システムであり，経済産業省傘
下の日本環境効率フォーラムの標準ガイドライン [5] に準拠
している．本システムは，ICT システム，ソフトウエア，ヒ
トの移動，モノの移動，モノの電子化，輸送の効率化，ヒト
の移動の 7 つの活動に着目した評価条件を入力して結果を
得る．本システムを用いて ICT サービス導入前後の環境負
荷を算出し，従来手段との差分を把握することができる．

4.2.

実証実験

おわりに

本稿は，クラスタ型都市機構における住民の利便性向上
と CO2 排出量削減を目的として，HDTV 会議システムと
iPad による生活・行政支援システムを宮城県栗原市に構築
し CO2 排出量の観点から実験的に評価を行った．評価の結
果，職員研修会だけでも市役所本庁に集合して実施してい
た既存の方法に比べて，約 3 割の CO2 排出量削減効果が認
められた．今後，本プロジェクトでは H.323 端末や市販の
SIP 端末など市場に普及している既存機器を MCU(多地点
接続装置) を介して NGN 公衆網上で相互接続する実験を行
う．異なる呼制御プロトコル間で相互接続が可能になり異
なるシステムを有する他の自治体と相互接続可能になると，
CO2 排出量削減効果はさらに高まるものと期待される．
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