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本日の講演内容 （目次）

 ITU-Tについて

国際標準化とビジネスの関係

 ITU-T/ SG20設立とその役割

定義（Smart Sustainable City ＆ IoT in ITU-T)

 SG20の活動紹介

 SG20の構成と役職者、参加状況（2017年～）

各SGから移管された勧告

各Qの課題、主要な勧告と新規課題とマッピング

日本からのユースケース

 SG20参加＆対処への国内検討体制

 ご参考）勧告、課題について、データベース化
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ITU-T： International Telecommunication Union -

Telecommunication sector
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ITU 電気通信標準化部門、電気通信の技術・運用、ICTを活用し
たサービスなどについて標準化を研究し、勧告を作成する。
（参加国：193カ国、セクターメンバー：５５０、学術団体：１４０）

本部：ジュネーブ
（スイス）

ITU-Tの組織構成
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国際標準化とビジネスの関係

WTO（世界貿易機関)のTBT(貿易の技術的障害の排除）協定

 2.4条:「加盟国は、強制規格を必要とする場合において、関連する
国際規格が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、
当該国際規格又はその関連部分を強制規格の基礎として用いる」

国内規格より国際規格を優先

 5.4条：「加盟国は、産品が強制規格又は任意規格に適合している
ことの明確な保証が必要とされる場合において、国際標準化機関
によって発表された関連する指針若しくは勧告が存在するとき又は
その仕上がりが目前であるときは、当該指針若しくは勧告又はこれ
らの関連部分を中央政府機関が適合性評価手続の基礎として用
いることを確保する。」

輸出入時の標準適合性の評価の手順を国際規格に則して規定
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WTO： World Trade Organization, TBT: Technical Barrier to Trade
国際標準化機関：ISO（国際標準化機構）・ ITU（国際電気通信連合）・IEC（国際電気標準会議）
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ITU-T/SG20の設立とその役割

Study Group 20 is working to address the 

standardization requirements of Internet of Things 

(IoT) technologies, with an initial focus on IoT

applications in smart cities and communities 

(SC&C).

IoT is a key enabler of the Information Society and 

offers an opportunity to transform city 

infrastructure, benefiting from the efficiencies of 

intelligent buildings and transportation systems, 

and smart energy and water networks. SG20 will 

assist government and industry in capitalizing 

on this opportunity, providing a unique 

platform to influence the development of 

international IoT standards and their 

application as part of urban-development 

master plans.

The decision to create SG20 was made by the TSAG at the meeting at 

ITU-HQ in Geneva 2-5 June 2015

SG20

IoT
Key enabler of the Information Society

スマートな都市とコミュニティにおけ
るIoTアプリケーションに焦点を当て
たIoTの標準化を推進。

政 府 産業界

国際的なIoT標準の開発と都市開
発マスタープランに影響を及ぼすユ
ニークなプラットフォームを提供

支援
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Key Enabler: 割り当てられたタスクまたはミッションの成功を
可能にする手段、知識、または機会を提供する重要な要素
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The Internet of Things (2005年発行）
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As of the end of 2004, there were some 875 million internet users
worldwide.  
・・・
If humans are the only internet users of the future, then the total user 
base cited above might conceivably double, but is unlikely to go beyond 
two billion active users in the near future. On the other hand, if “things” 
become active internet users on behalf of humans, then the number of 
active connections could be measured in terms of tens or hundreds of 
billions. By connecting the world’s things, the internet would truly 
achieve ubiquity in every sense of the word.

（簡易訳）

2004年に、世界中に約8億7500万人のインターネットユーザ

（中略）
人間が唯一のインターネットユーザであれば、この数は倍増するかも
しれませんが、近い将来、20億人は越えそうにない。一方、「モノ」が
人間に代わり活発にインターネットユーザーになるなら、その数は100
億から1000億にも上るでしょう。世界の「モノ」をつなぐことで、インター
ネットはあらゆる意味で、まさしく遍在性を実現するでしょう。
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FG-SSC : Focus group on Smart Sustainable Cities (2013.5-2015.5)

責任SG : ITU-T Study Group 5：Environment and climate change（2013-2016）
参加者 ： 行政・学術・研究関係者、NGOs、 ICT関連の団体・産業界・コンソーシアム
成果： SSCのKPIを含む、21報の Technical Specifications and Reports

“A smart sustainable city is an innovative city that uses 
information and communication technologies (ICTs) and other 
means to improve quality of life, efficiency of urban operation 
and services, and competitiveness, while ensuring that it meets 
the needs of present and future generations with respect to 
economic, social, environmental as well as cultural aspects”.

仮訳
「スマートな持続可能な都市は、情報通信技術（ICT）やその他の手段を利用して、
生活の質、都市の運営およびサービスの効率性、競争力を向上させ、経済的、社
会的、環境的、文化的側面に関して、現在および将来の世代のニーズを確実に満
たす革新的な都市です 。」

2015/10 にSG5で、SSCの定義を策定

定義：Smart Sustainable City
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Overview of the Internet of the things (Y.4000/2060)
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Scope

This Recommendation provides an overview 
of the Internet of things (IoT) with the main 
objective of highlighting this important area 
for future standardization.

More specifically, this Recommendation 
covers the following:

– IoT-related terms and definitions
– concept and scope of the IoT
– characteristics of the IoT
– high-level requirements of the IoT
– IoT reference models.
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IoTの定義（ITU-T Y.4000/ Y.2060：Overview of the Internet of things）

 Internet of things (IoT): A global infrastructure for the information society, enabling 
advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on existing 
and evolving interoperable information and communication technologies.

 thing: With regard to the Internet of things, this is an object of the physical world 
(physical things) or the information world (virtual things), which is capable of being 
identified and integrated into communication networks.
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Internet of Things（IoT）：情報社会のためのグローバルなイ
ンフラストラクチャであり、相互運用可能な既存の情報通信
技術に基づいて（物理的および仮想的な）モノを相互接続
することによって先進的なサービスを可能にします。

Thing:  モノのインターネットに関して、これは物理的な世界
（物理的なモノ）または情報の世界（仮想的なモノ）の対象
であり、通信ネットワークに識別され、統合されることがで
きる。
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SG20：Internet of things (IoT) and smart cities and communities (SC&C)

WP Q 課題名 ラポータ

WP1

Q1
IoTとスマートシティ・コミュニティに関する、エンドツーエンド接続性、
ネットワーク、相互接続性、インフラとビッグデータなどの観点

韓国

Q2 様々なバーティカルの要求条件、性能とユースケース 中国

Q3 アーキテクチャ、管理、プロトコルとQoS 中国

Q4
e-（スマート）サービス・アプリケーションと、それを支えるプラットフォー
ム

韓国

WP2
Q5 研究と最先端技術、用語と定義 スイス

Q6 IoTとSC&Cのセキュリティ、プライバシー、トラストとID UAE

Q7 スマートで持続可能なシティとコミュニティの評価とアセスメント UAE、中国

議長： Nasser Saleh AL MARZOUQI （UAE）

副議長： 日本（富士通、端谷）、イタリア、アルゼンチン、チュニジア、エジプト、スペイン、韓国、

コートジボアール、サウジアラビア、ロシア、セネガル、中国、ナイジェリア （計13名）

WP議長： WP1）韓国、エジプト WP2）中国、シンガポール

■役職者

■構成

IoTとそのアプリケーション、SC&C（Smart Cites and Communities）の標準化を担当

研究範囲には、IoTとSC&Cに関するビッグデータ及びSC&Cのためのeサービスとスマートサービスを含む

※ SG20 配下：データ処理・管理に関するフォーカスグループ（FG DPM）
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ITU-T SG20 2017-2020会期サマリー
SG20 #1

2017年3月 ＠Dubai

SG20 #2
2017年9月 ＠Geneva

WP1/20
2018年1月 ＠Geneva

SG20 #3
2018年5月 ＠Cairo

Participants 195 153 60 200+

Contributions 119 157 82 119

TDs 248 307 103 210

Incoming/Outgoi

ng liaison 

statements
56 / 34 52 / 34 7 / 6 41 / 16

Consented Recs 3 8 (1) 17 (14) 9 (1)

Recs 

Determined

/Approved
--- --- Det:1 (1) App:1 (1)

Recs agreed for 

Deletion
--- --- --- ---

Other texts 

approved
--- Sup:1, TR:6 (6) --- ---

New work items 11 36 (24) 7 14

WP1

※ （ ）はoneM2M規格関連
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各SG/Q(移管時のﾀｲﾄﾙ）から移管された勧告
SG Title Q Title Title（和訳）

15
ICTs and adaptation to the effects of

climate change
ICTと気候変動の影響への適応 1

18
Methodologies for the assessment of

environmental impact of ICT
ICTの環境影響評価手法 5 6

11

Signalling requirements,

protocols and test

specifications

1
Signalling and protocol architectures

in emerging telecommunication

environments

新興電気通信環境におけるシグナリングとプ

ロトコルアーキテクチャ
1 1

1
Service scenarios, deployment

models and migration issues based

on convergence services

コンバージェンスサービスに基づくサービスシナ

リオ、展開モデル、および移行の問題
1

2

Requirements for NGN evolution

(NGN-e) and its capabilities including

support of IoT and use of software-

defined networking

NGN進化（NGN-e）の要件とIoTのサ

ポート、ソフトウェア定義のネットワーキングの

使用などの機能

10

3
Requirements and implementation

scenarios for emerging services and

capabilities in an evolving NGN

進化するNGNにおける新しいサービスと機能

の要件と実装シナリオ
3

5
Principles and functional architecture

for NGN (including ubiquitous

networking)

NGNの原理と機能アーキテクチャ（ユビキタ

スネットワーキングを含む）
2

11

Evolution of user-centric networking,

services, and interworking with

networks of the future including

Software-Defined Networking

ユーザー中心のネットワーキング、サービス、

および将来のネットワークとの相互作用の進

化（ソフトウェア定義のネットワークを含む）

2

12
Evolution towards integrated multi-

service networks and interworking

統合マルチサービスネットワークとインターワー

キングへの進化
4

25
Coordination, Planning, and

Terminology
調整、計画、および用語 1 23

21 Multimedia Architecture マルチメディアアーキテクチャ 1

22 Multimedia applications and services マルチメディアアプリケーションとサービス 1

25 USN Applications and Services USNのアプリケーションとサービス 18 20

移管された数

16
Multimedia coding, systems

and applications

5
Environment and climate

change

13
Future networks including

mobile and NGN
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SG20で成立した勧告（REC)・サプリメント（SUP)と作業項目（WI)
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注） REC・SUPは、2016.1～2018.6に合意or承認されたもの、WIは、2018.7.23 現在, （ ）内数字は、OneM2M関連の勧告

５３（１７）件 ７５件

Q Title Title（和訳） REC・SUP WI

1

End to end connectivity, networks,

interoperability, infrastructures and

Big Data aspects related to IoT and

SC&C

IoTとスマートシティ・コミュニティに関する、エ

ンドツーエンド接続性、ネットワーク、相互接

続性、インフラとビッグデータなどの観点

2 4

2
Requirements, capabilities, and use

cases across verticals

様々なバーティカルの要求条件、性能とユー

スケース
12 22

3
Architectures, management,

protocols and Quality of Service
アーキテクチャ、管理、プロトコルとQoS 23 (17) 17

4
e/Smart services, applications and

supporting platforms

e-（スマート）サービス・アプリケーションと、

それを支えるプラットフォーム
6 13

5
Research and emerging

technologies, terminology and

definitions

研究と最先端技術、用語と定義 4 6

6
Security, privacy, trust and

identification for IoT and SC&C

IoTとSC＆Cのセキュリティ、プライバシー、ト

ラストとID
6 8

7
Evaluation and assessment of Smart

Sustainable Cities and Communities

スマートで持続可能なシティとコミュニティの評

価とアセスメント
0 5

12



Q1～Q６の主な勧告案、新規作業項目（NWI)のマッピング
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総務省スマートシティに関する調査事業において、NTTデータ経営研究所にて作成した図
に、SG20の主な勧告と新規作業項目がどこにマッピングされるかを分析中（経過報告）
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Q7の主な勧告案、新規作業項目（NWI)のマッピング
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総務省スマートシティに関する調査事業において、NTTデータ経営研究所にて作成した図
に、SG20の主な勧告と新規作業項目がどこにマッピングされるかを分析中（経過報告）

ISO37100: Sustainable cities and communities — Vocabulary
ISO37101: Sustainable development in communities(SDC) — Management system 

for SD — Requirements with guidance for use SC&C — Vocabulary
ISO37120: SDC — Indicators for city services and quality of life
ISO/TR37121: SDC - Inventory of existing guidelines and approaches on SD and 

resilience in cities
ISO/TR37150: Smart community infrastructures(SCI) -- Review of existing activities 

relevant to metrics
ISO/TR37151: SCI-- Principles and requirements for performance metrics
ISO37153: Smart community infrastructures -- Maturity model for assessment and 

improvement
ISO37154: Smart community infrastructures -- Best practice guidelines for 

transportation

Q7:[スマートで持続可能なシ
ティとコミュニティの評価とアセ
スメント]は、ＩｏＴを利用し、都
市をいかにスマートにできる、
できたを評価するためのＫＰＩを
取り扱うので、ＳＤＧｓやビジョ
ン、社会課題など上位の概念
にマッピングされる。

Smart Cityに関するＩＳＯ標準のマッピング（参考）
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勧告、課題について、データベース化（進行中）
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概要

Ｑ
件名： 経緯 IoTレファレンスモデルの位置付け

Ｐ.1

Ｐ.２

Ｐ３～： 補足

勧告の範囲
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Y.4000/Y.2060 : Overview of the Internet of Things

上記以外の個別の勧告、課題については時間の関係上、省略させて
いただきました。
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概要

Q1: End to end connectivity, networks, interoperability, infrastructures and Big Data aspects related to IoT and SC&C

IoTとSC＆Cに関連する接続、ネットワーク、相互運用性、インフラストラクチャ、ビッグデータの側面

【策定済】 Y.4000/Y.2060 : Overview of the Internet of Things

IoT（モノのインターネット）の概要

• 将来のIoT関連標準化のために、重要な領域を強調することを主目的として、モノのインターネット（IoT）
の概要を提供

The new dimension introduced in the Internet of things

IoT reference model

勧告の範囲：
• IoT関連の用語と定義、 IoTの概念と範囲、 IoTの特性、 IoTの

高度な要件、IoT参照モデル

IoTは、「任意の時間」および「任意の場所」をすでに提供
している情報通信技術（ICT）に、「あらゆるモノのコミュニ
ケーション」を追加した概念。

IoTリファレンスモデルは、管理機能とセキュリティー機能に
関連付けられた、以下4レイヤーからなる：

• アプリケーション層
• サービスサポートとアプリケーションサポートレイヤー
• ネットワーク層
• デバイス層
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Q1: End to end connectivity, networks, interoperability, infrastructures and Big Data aspects related to IoT and SC&C

IoTとSC＆Cに関連する接続、ネットワーク、相互運用性、インフラストラクチャ、ビッグデータの側面

経緯 IoTレファレンスモデル（Y.2060）内での位置付け

アプリケーション

プラットフォーム

ネットワーク

デバイス
（ゲートウェイ含む）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

※定義及び概念

【策定済】 Y.4000/Y.2060 : Overview of the Internet of Things

IoT（モノのインターネット）の概要

• 2012/3：Last Call 開始
• 2012/3：Approval

 Y.4000/Y.2060



各Ｑにおける取り扱い範囲と主な勧告・課題
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(1)ICTの利用とICTの都市持続性への影響を評価する方法論/一般原則
(2)スマートな持続可能な都市インデックス、ICTの仕様や使用後の影響なのどの評価指標（KPI）
(3)SCCを構築する上で、SDGs達成のための評価指標（KPI）

Q7: Evaluation and assessment of Smart Sustainable Cities and Communities
スマートで持続可能なシティとコミュニティの評価とアセスメント

SCの成熟度モデル（Y.SCC-MM）：
既開発のSC/KPIを利用して、ICT利用に特化した都市の
成熟度モデルの提案

SC&Cの定義（Y.4900-3, Y.Suppl.37)：
スマートな持続可能な都市は、情報通信技術（ICT）や
その他の手段を利用して、生活の質、都市の運営および
サービスの効率性、競争力を向上させ、経済的、社会的、
環境的、文化的側面に関して、現在および将来の世代の
ニーズを確実に満たす革新的な都市

ISO37100: Sustainable cities and communities — Vocabulary
ISO37101: Sustainable development in communities(SDC) — Management system 

for SD — Requirements with guidance for use SC&C — Vocabulary
ISO37120: SDC — Indicators for city services and quality of life
ISO/TR37121: SDC - Inventory of existing guidelines and approaches on SD and 

resilience in cities
ISO/TR37150: Smart community infrastructures(SCI) -- Review of existing activities 

relevant to metrics
ISO/TR37151: SCI-- Principles and requirements for performance metrics
ISO37153: Smart community infrastructures -- Maturity model for assessment and 

improvement
ISO37154: Smart community infrastructures -- Best practice guidelines for 

transportation
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(1)IoT/SCCの実装と展開にICTインフラストラクチャを使用するための関連モデル
(2)IoTシステムとデバイスの高信頼の接続性と相互運用性を保証するガイドライン、方法論など
(3)SC、スマート農業など、様々な業界間のデータ相互運用性を可能にするデータセットやフォーマット

Q1: End to end connectivity, networks, interoperability, infrastructures and Big Data aspects related to IoT and SC&C

IoTとSC＆Cに関連する接続、ネットワーク、相互運用性、インフラストラクチャ、ビッグデータの側面

ビジネス／公共・行政サービス

プラットフォーム

アプリ
ケーション ・・・

デバイス ・・・

エリアネットワーク

デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

コアネットワーク
エッジ

コンピューティング

センシング ゲートウェイ アクチュエーション

アプリ
ケーション

プラットフォームの相互運用性：
• SCのプラットフォームの相互運用性(Y.4200)
• Open Data Framework

（Y.SC-OpenData）
• 都市のインフラ（Y.Infra)

IoTの概要（Y.4000)：
IoT関連の用語と定義、 IoTの概念と範囲、
IoTの特性、 IoTの高度な要件、IoT参照モデル

Web of thingsの枠組み（Y.4400)
マシン社会化（Y.4001&2)
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(1)IoT/SCCのユースケース（具体的事例）の収集
(2)IoT/SCCの個々のアプリケーションがサポートすべき要求条件の定義
(3)IoT/SCCで共通的に必要となるコンポーネント（ネットワーク、ゲートウェイ等）の要求条件定義

Q2: Requirements, capabilities, and use cases across verticals
様々なバーティカルの要求条件、性能とユースケース

ビジネス／公共・行政サービス

プラットフォーム

アプリ
ケーション ・・・

デバイス ・・・

エリアネットワーク

デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

コアネットワーク
エッジ

コンピューティング

センシング ゲートウェイ
アクチュエーション

アプリ
ケーション

アプリケーションによらないIoT/SCC
システムの共通コンポーネントの要求条件を
定義：
IoTネットワーク要件(Y.4113)、ゲートウェイ要
件(Y.4101)、デバイス管理(Y.4702)、課金
(Y.4118)、モノの記述方法(Y.IoT-things-
description-reqts)

IoT/SCCの個々のアプリケーションが
サポートすべき要求条件を定義：
スマート工場(Y.4003)、リテールストア
(Y.4120)、環境モニタリング(Y.SEM)の実現に
必要な機能要件を定義

IoT/SCCで実現するユースケース
（事例）の収集：
Y.IoT-Use-Cases、Y.SCC-Use-Cases
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IoT及びスマートシティにおけるネットワーク接続手順、セッション確立及び破棄、ネットワークリソースの
管理、各種サービス及びアプリケーションと既存ネットワーク間の相互作用について取り扱っている。
また、oneM2M技術仕様のITU-T勧告化も、この中で議論された。

Q3: Architectures, management, protocols and Quality of Service
アーキテクチャ、管理、プロトコルとQoS

ビジネス／公共・行政サービス

プラットフォーム

アプリ
ケーション ・・・

デバイス ・・・

エリアネットワーク

デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

コアネットワーク
エッジ

コンピューティング

センシング ゲートウェイ アクチュエーション

アプリ
ケーション

デバイス：
• IoTデバイスにおける機能開示(Y.4115)
• スマートホーム用IoTデバイスの予備計算能力

開示のためのレファレンスアーキテクチャ
（Y.SCCE-arch)

ネットワーク：
• IMT2020ネットワークを用いた無人航空機の

レファレンスアーキテクチャ(Y.UAV.arch)
• 自動運転車の運転支援に用いるネットワークの

レファレンスアーキテクチャ(Y.NDA-arch)
• 次世代ネットワークの高度化に基づくIoTのアー

キテクチャ(Y.4416)

oneM2M勧告：
• 機能アーキテクチャ
• 要件
• サービス層コアプロトコル使用
• 管理機能
• 相互運用性試験
• セキュリティソリューション など
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異種のIoT環境間においてもシームレスなe/スマートなサービスを促進するために、サービスの
機能要求や、アプリケーションやプラットフォームに関する要求条件を整理している

Q4: e/Smart services, applications and supporting platforms
e/スマートサービス、アプリケーション、プラットフォーム

ビジネス／公共・行政サービス

プラットフォーム

アプリ
ケーション ・・・

デバイス ・・・

エリアネットワーク

デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

コアネットワーク
エッジ

コンピューティング

センシング ゲートウェイ アクチュエーション

アプリ
ケーション

プラットフォーム：
• 分散型サービスプラットフォームとしての、

「Blockchain of Things」の枠組み(Y.IoT-
BoT-fw)

• 複数のマイクログリッドにおけるエネルギーサービ
ス(Y.energy-mMG)

サービス／アプリケーション：
• スマート駐車場(Y.4456)
• スマート温室効果(Y.ISG-fr)
• 交通安全サービス(Y.4457)
• 市民への災害通知

(Y.disaster.notification)
• スマート住宅コミュニティ(Y.SC-Residential)
• 緊急時のスマートな避難(Y.smart-

evacuation)
• スマート街灯(Y.SSL)
• スマートな観光地管理(Y.STD)
• IoTアプリケーションとサービスのためのシンクノー

ドとしてのスマートフォンの要件(Y.4553)
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IoT及びスマートシティにおける用語定義を検討しているほか、当該分野に関連してくる
新たな技術についても必要に応じて議論することとなっている

Q5: Research and emerging technologies, terminology and definitions
用語定義と新技術

ビジネス／公共・行政サービス

プラットフォーム

アプリ
ケーション ・・・

デバイス ・・・

エリアネットワーク

デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

コアネットワーク
エッジ

コンピューティング

センシング ゲートウェイ アクチュエーション

アプリ
ケーション

IoT：
• 用語定義(Y.4050/Y.2069)
• IoT関連のクラウドソースシステムの要件

(Y.CrowdSystems)
• IoTデータ用のオープンAPI(Y.API4IOT)

スマートシティ：
• 用語定義(Y.SCC-Terms)
• インテリジェントで持続可能な建物

(Y.Suppl.31)
• 都市リーダーのためのガイド(Y.Suppl.32)
• マスタープラン(Y.Suppl.33)
• ステークホルダーのとの関わり(Y.Suppl.34)
• 物理都市とデジタル都市の相互作用

(TR.Interact-P-D-cities)
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IoT/スマートシティの各レイヤごとに、セキュリティや認証、相互運用性に関する要求条件を
整理している

Q6: Security, Privacy, Trust, and Identification for IoT and SC&C
IoTとSC&Cのセキュリティ、プライバシー、トラストとID

ビジネス／公共・行政サービス

プラットフォーム

アプリ
ケーション ・・・

デバイス ・・・

エリアネットワーク

デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス デバイス

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

アプリ
ケーション

コアネットワーク
エッジ

コンピューティング

センシング ゲートウェイ アクチュエーション

アプリ
ケーション

デバイス／ネットワーク：
• スマートシティにおけるIoT機器の認証フレーム

ワーク(Y.IoT-Ath-SC)
• LPWAシステム(Y.LPWA)
• 移動装置（Y.FW.IC.MDSC）
• IoTデバイスの認証手順（Y.IoT-IoD-PT)

プラットフォーム：
• アプリケーションの相互運用性のための識別子

(Y.4805)

IoT/スマートシティ全体：
• IoTのセキュリティ(Y.4806)
• 相互運用性のためのアーキテクチャ(Y.IoT-

Interop)
• SC&CにおけるIoTデータ用のAPI

（Y.API4IOT)
• 偽造防止用のデジタルアーキテクチャ(Y.IoT-

DA-Counterfeit)



農業用；漁業用；鉱業用の事例
Q2：Framework and capabilities for smart livestock farming 

based on Internet of things（IoTに基づくスマート畜産養殖の枠組
みと性能）/提案：ブラジル

家畜の生産工程全体に適用され、データの操作、収集、前処理、分析、転送、
記憶、照会および視覚化を含む様々なIoT要件を規定する。

Q2:Requirements for deployment of smart services in rural 
communities（ルーラルコミュニティにおけるスマートサービスの展
開要件）/提案：スペイン

Q4:Framework of smart greenhouse service（スマート温室サー
ビスの枠組み）/提案：韓国

温室環境で作物を栽培するための最適条件を提供し、 最適な成長条件を管
理する多数のセンサによって栽培環境因子の自動調整を目指す。

その他、ＳＧ５（Environment, climate change and circular economy）において、

 Ｌ．１５０４：ICT and adaptation of agriculture to the effects of climate 
change（気候変動の影響に対するICTと農業の適応）：提案：エジプト
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運輸用の事例

Q2： Accessibility requirements for smart public transportation 
services （スマートな公共交通サービスのアクセシビリティ要件）/提
案：韓国

公共交通サービスのアクセシビリティを高め、身体的、視覚的、聴覚障害を含
む多くの種類の障害を持つ人々のためのツールとして使用することができる。
スマートな公共交通機関のためのアクセシビリティ要件を規定している。

Ｑ２：Framework of cooperative intelligent transport systems 
based on the Internet of things （ IoTに基づく協調的ＩＴＳの枠組）/
提案：ロシア、中国

Q２: Services and high-level requirements of smart airports for 
interaction with external platforms （外部プラットフォームとの対話
のためのスマートな空港のサービスと高度な要件）/提案：スペイン

Ｑ３：自動車緊急時対応システムなど２件(韓国）

Ｑ３：自律車両のためのネットワークベースの運転支援（中国）１件
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ＩＴＵ-T Supplement Y.SCC-Use-Cases (日本からのインプット）

「スマートシティ＆コミュニティのユースケースに関する文書の作成」
（NEC提案）が、2018年1月に新規作業項目として承認

スマートシティソリューションの世界的な普及促進が狙い

2018年5月のエジプト会合で、２件のユースケースが提案され、掲載合意

防災システム： 東京都豊島区 （NEC）

河川水位監視システム： インドネシア モナド市 （富士通）

防災システム(豊島区） 河川水位監視システム(インドネシア）
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SG20参加＆対処への国内検討体制

対処方針・寄書案等の送付

セクターメンバー （電気通信事業者、機器メーカー等）

情報提供

ITU-T

ITU部会
部会長：相田 仁（東京大学大学院 教授）

電気通信システム委員会
主査：丹 康雄（北陸先端科学技術⼤学院⼤学 教授）

情報通信審議会
■会合前

・会合参加者をTSBへ連絡
・日本代表団団長（HoD）の任命
・対処方針・寄書案の審議（※）

■会合後
・結果報告の審議（※）

※ 基本はメール審議
重要度により、電気通信システム委員会で審議

■会合前
・TTC会員参加者の集約、アドホック

で対処方針・寄書の審議

■会合後
・結果報告の審議

リーダー：端谷

TTC専門委員会（SG20関連は
IoT/SC&Cアドホックで議論）

日本寄書提出

寄書提出

Copyright 2018 FUJITSU LIMITED

スマートシティ情報連絡会 (総務省資料より引用）
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SG20参加＆対処への国内検討体制

対処方針・寄書案等の送付

セクターメンバー （電気通信事業者、機器メーカー等）

情報提供

ITU-T

ITU部会
部会長：相田 仁（東京大学大学院 教授）

電気通信システム委員会
主査：丹 康雄（北陸先端科学技術⼤学院⼤学 教授）

情報通信審議会
■会合前

・会合参加者をTSBへ連絡
・日本代表団団長（HoD）の任命
・対処方針・寄書案の審議（※）

■会合後
・結果報告の審議（※）

※ 基本はメール審議
重要度により、電気通信システム委員会で審議

■会合前
・TTC会員参加者の集約、アドホック

で対処方針・寄書の審議

■会合後
・結果報告の審議

リーダー：端谷

TTC専門委員会（SG20関連は
IoT/SC&Cアドホックで議論）

日本寄書提出

寄書提出
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スマートシティ情報連絡会 (総務省資料より引用）

参加者募集中
クリックで関連ページへ
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http://www.ttc.or.jp/j/std/adhoc/ictscc/
http://www.ttc.or.jp/j/std/adhoc/ictscc/
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本講演資料の作成に当たっては、

• 総務省国際戦略局通信規格課
• 一般社団法人情報通信技術委員会 IoT/SC&Cアドホック

から資料提供の協力を賜りました。

• 総務省殿による
・「スマートシティ分野の国際標準化動向等に関する調査研究の請負」
・「スマートシティ分野の国際標準獲得に資する調査研究の請負」
・「IoT・スマートシティ分野の国際標準獲得に資する調査研究の請負」

の調査研究成果を参照の上、
上記事業の受託事業者である株式会社NTTデータ経営研究所よりご協力を賜りました。

• 勧告案、新規課題提案の分析においては、 SG20参加者のNEC様、 NTTデータ経営
研究所様の協力を賜りました。

感謝申し上げます。

謝辞
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