
2016/5/30 総務省(報道資料)

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/997626/www.soumu.go.jp/menu_news/snews/2006/060601_1.html 1/9

【連絡先】

  情報通信政策局総合政策課

    担当：山碕統括補佐、瀧本係長

    電話：０３−５２５３−５７１８（直通）

 

平成１８年６月１日

「ｕ−Ｊａｐａｎベストプラクティス事例集」の公表

　「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークにつながるユビキタスネット社会においては、少子高齢化

への対応など様々な社会的課題に対し、ＩＣＴ（情報通信技術）の利用・活用が解決の切り札となることが期待

されています。

　総務省では、２０１０年に世界最先端のＩＣＴ国家としてユビキタスネット社会の実現を目指す「ｕ−Ｊａｐａｎ政

策」を推進していますが、その一環として、生活やビジネスの様々な場面の課題を解決するＩＣＴサービス・シ

ステムの事例である、「ｕ−Ｊａｐａｎベストプラクティス」を募集したところです。

　その結果、多数の応募の中から、審査委員会等における検討を経て、ユビキタスネット社会における活用モ

デルとして相応しいと認められた５３件を、この度「ｕ−Ｊａｐａｎベストプラクティス事例集」として取りまとめまし

たので公表いたします。

　この「ｕ−Ｊａｐａｎベストプラクティス事例集」が様々な場面で、ユビキタスネット社会における活用モデルの普

及啓発に活用され、ユビキタスネット社会の早期実現に寄与することを期待します。

（参考報道発表）

  「ｕ−Ｊａｐａｎベストプラクティス」の事例募集

    http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060307_1.html

ｕ−Ｊａｐａｎベストプラクティス事例集(PDF)

■ 表紙

■ はじめに

I　ライフ部門

＜ｕ−Ｊａｐａｎ大賞　大賞＞（１件）

    １． 街角見守りセンサーシステム(松下電器産業株式会社)

＜ｕ−Ｊａｐａｎ大賞　ライフ部門賞＞（２件）

    ２． WarpVisionを用いた遠隔医療パッケージ（エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社、フィンガルリンク株式

ヘルプ

保存日： 2010年2月25日

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2010年2月25
日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のもの

であり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集

時のURLは http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/2006/060601_1.html（外部サイト） ですが、このURLは既に存在

しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

※このページの著作権について
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会社）

    ３． ライフログ簡単登録サービス(ＫＤＤＩ株式会社)

＜ｕ−Ｊａｐａｎ大賞　審査委員特別賞＞（１件）

    ４． おサイフケータイ(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ) 

    ５． 岡山市デジタルミュージアム情報システム（岡山市デジタルミュージアム（岡山県岡山市））

    ６． ホームコントローラＳＡＭＯＳ（慧通信技術工業株式会社）

    ７． ユビキタスネットワークシステム（株式会社ブイ・アール・テクノセンター）

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    ９． そらまめｉｎｆｏ(緊急文字情報放送システム) (グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社トー

エネック)

    10． みまもりネット(松下電工インフォメーションシステムズ株式会社)

    11． トリプルワイヤレス・ブロードバンドルータ　Ａｔｅｒｍ　ＷＲ７８５０Ｓ(NECアクセステクニカ株式会社)

    12． 地域と時間を軸にした携帯向け情報配信サービス「キメクル」(株式会社日立製作所)

    13． 中林・伊島間18GHz帯無線アクセスシステム(徳島県阿南市)

    14． 電動車椅子サッカー　モバイルライブ中継『モバチュウ』(株式会社パステルラボ(開発・提供)、ＮＰＯ

法人ＳＴＡＮＤ(運用))

    15． 分散型音声認識技術を適用した音声入力機能「声de入力」(ＫＤＤＩ株式会社)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    17． ＡＮＳＩＮメールシステム(大阪府池田市)

    18． 市民情報化支援システム(大阪府豊中市)

    19． 携帯電話及びタブレットＰＣを利用した災害情報システム（「初動君」）(株式会社ソパックシステム)

    20． 岡山市電子町内会システム(岡山県岡山市)

    21． デジタルアニマルパークと地域情報チャンネル(須高ケーブルテレビ株式会社)

    22． ＡＣＴＯＳキット　タグｄｅおまもりメニュー(株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト)

    23． 国際的な防災教育ネットワーク(NPO法人グローバルプロジェクト推進機構(ジェイアーン)、防災世

界子ども会議プロジェクト実行委員会)

    24． 手のひら静脈認証等を利用した図書館システム(富士通株式会社)

    25． 登下校お知らせサービス(富士通株式会社)

    26． ｉ−ｌｅａｒｎ．ｊｐ「日本の学校」(国際大学グローバル・コミュニケーション・センタ)

    27． 光きたうらネット(宮崎県延岡市北浦町総合支所)

    28． 無線ＬＡＮアクセスポイントを活用したインターネット接続サービス(長崎県波佐見町)

    29． 双六遍路(徳島大学・大学開放実践センター)

    30． 名古屋市公式ウェブサイト(愛知県名古屋市)

II　ビジネス部門

＜ｕ−Ｊａｐａｎ大賞　ビジネス部門賞＞（２件）

    31． ＲＦＩＤを使った部品引き取りシステム(富士通株式会社)

    32． ＳＫＪ即時配信システム(SHE KNOWS JOURNAL株式会社)

＜ｕ−Ｊａｐａｎ大賞　審査委員奨励賞＞（１件）

    33． 照明光通信技術を用いたユビキタス位置情報のサービスシステム(松下電器産業株式会社、松下

電工株式会社) 
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    34． 緊急警報放送によるワンセグ携帯端末の自動起動（ＮＨＫ放送技術研究所）

    35． だれでもマスターできる「よみ・かき・ぱそこん」システム(有限会社遠州パソコン寺子屋)

    36． 経営責任職在庁表示システム(神奈川県横浜市)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    39． 座間味村アイランダーズ・ネットワーク(沖縄県座間味村)

    40． 在宅リハビリ治療院システム(株式会社システム・デザイン・ジャパン)

    41． アクセシブルなeラーニングコンテンツによるリコーグループ全従業員教育「知らなかったでは済まさ

れないインサイダー取引」(リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社)

    42． 在日外国人向け多言語携帯サイト(株式会社グローバルコンテンツ)

    43． 安さを予約するオンラインプリント（印刷物の受発注システム）(株式会社 遠藤写真工芸所)

    44． ＲＦＩＤ活用による生産革新(ＮＥＣパーソナルプロダクツ)

    45． ＵＮＩＶＥＲＧＥフィジカルセキュリティソリューション(日本電気株式会社)

    46． ＵＮＩＶＥＲＧＥケータイポータル(日本電気株式会社、NECネッツエスアイ株式会社)

    47． ＵＮＩＶＥＲＧＥモバイルデスクソリューション(日本電気株式会社)

    48． ＵＮＩＶＥＲＧＥプレゼンス情報を活用したモバイルコミュニケーションシステム(日本電気株式会社)

    49． ＲＦＩＤを使用したＰＣセキュリティ(株式会社タムラ製作所)

    50． グリッドサービス「ひかりグリッド」(西日本電信電話株式会社)

    51． ＰｈｏｔｏＣｉｐｈｅｒ　Ｇｕａｒｄ（見守りフォトサイファー）(株式会社カオスウェア)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

    53． セキュアIPコールセンタプラットフォーム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

■参考　「ｕ−Ｊａｐａｎベストプラクティス」事例募集の報道発表資料

■小分類別索引

小分類別索引(PDF)

＜安心・安全＞

    １． 街角見守りセンサーシステム(松下電器産業株式会社)

    ６． ホームコントローラＳＡＭＯＳ（慧通信技術工業株式会社）

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    ９． そらまめｉｎｆｏ(緊急文字情報放送システム) (グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社トー

エネック)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    17． ＡＮＳＩＮメールシステム(大阪府池田市)

    20． 岡山市電子町内会システム(岡山県岡山市)

    22． ＡＣＴＯＳキット　タグｄｅおまもりメニュー(株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト)
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    25． 登下校お知らせサービス(富士通株式会社)

    27． 光きたうらネット(宮崎県延岡市北浦町総合支所)

    29． 双六遍路(徳島大学・大学開放実践センター)

    33． 照明光通信技術を用いたユビキタス位置情報のサービスシステム(松下電器産業株式会社、松下

電工株式会社)

    34． 緊急警報放送によるワンセグ携帯端末の自動起動（ＮＨＫ放送技術研究所）

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

    53． セキュアIPコールセンタプラットフォーム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜医療＞

    ２． WarpVisionを用いた遠隔医療パッケージ（エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社、フィンガルリンク株式

会社）

    13． 中林・伊島間18GHz帯無線アクセスシステム(徳島県阿南市)

＜食＞　　　　(該当なし)

＜教育＞

    ３． ライフログ簡単登録サービス(ＫＤＤＩ株式会社)

    ５． 岡山市デジタルミュージアム情報システム（岡山市デジタルミュージアム（岡山県岡山市））

    ９． そらまめｉｎｆｏ(緊急文字情報放送システム) (グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社トー

エネック)

    13． 中林・伊島間18GHz帯無線アクセスシステム(徳島県阿南市)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    21． デジタルアニマルパークと地域情報チャンネル(須高ケーブルテレビ株式会社)

    23． 国際的な防災教育ネットワーク(NPO法人グローバルプロジェクト推進機構(ジェイアーン)、防災世

界子ども会議プロジェクト実行委員会)

    25． 登下校お知らせサービス(富士通株式会社)

    26． ｉ−ｌｅａｒｎ． ｊｐ「日本の学校」(国際大学グローバル・コミュニケーション・センタ)

    29． 双六遍路(徳島大学・大学開放実践センター)

    32． ＳＫＪ即時配信システム(SHE KNOWS JOURNAL株式会社)

    35． だれでもマスターできる「よみ・かき・ぱそこん」システム(有限会社遠州パソコン寺子屋)

    41． アクセシブルなeラーニングコンテンツによるリコーグループ全従業員教育「知らなかったでは済まさ

れないインサイダー取引」(リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜文化＞

    ５． 岡山市デジタルミュージアム情報システム（岡山市デジタルミュージアム（岡山県岡山市））

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    ９． そらまめｉｎｆｏ(緊急文字情報放送システム) (グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社トー

エネック)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    32． ＳＫＪ即時配信システム(SHE KNOWS JOURNAL株式会社)

＜コミュニティ＞

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株
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式会社）

    ９． そらまめｉｎｆｏ(緊急文字情報放送システム) (グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社トー

エネック)

    12． 地域と時間を軸にした携帯向け情報配信サービス「キメクル」(株式会社日立製作所)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    18． 市民情報化支援システム(大阪府豊中市)

    20． 岡山市電子町内会システム(岡山県岡山市)

    21． デジタルアニマルパークと地域情報チャンネル(須高ケーブルテレビ株式会社)

    23． 国際的な防災教育ネットワーク(NPO法人グローバルプロジェクト推進機構(ジェイアーン)、防災世

界子ども会議プロジェクト実行委員会)

    26． ｉ−ｌｅａｒｎ． ｊｐ「日本の学校」(国際大学グローバル・コミュニケーション・センタ)

    32． ＳＫＪ即時配信システム(SHE KNOWS JOURNAL株式会社)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    39． 座間味村アイランダーズ・ネットワーク(沖縄県座間味村)

    42． 在日外国人向け多言語携帯サイト(株式会社グローバルコンテンツ)

＜見守り・介護＞

    １． 街角見守りセンサーシステム(松下電器産業株式会社)

    ６． ホームコントローラＳＡＭＯＳ（慧通信技術工業株式会社）

    10． みまもりネット(松下電工インフォメーションシステムズ株式会社)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    22． ＡＣＴＯＳキット　タグｄｅおまもりメニュー(株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト)

    25． 登下校お知らせサービス(富士通株式会社)

    40． 在宅リハビリ治療院システム(株式会社システム・デザイン・ジャパン)

    51． ＰｈｏｔｏＣｉｐｈｅｒ　Ｇｕａｒｄ（見守りフォトサイファー）(株式会社カオスウェア)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜就労・労働＞

    35． だれでもマスターできる「よみ・かき・ぱそこん」システム(有限会社遠州パソコン寺子屋)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

 

＜人材育成＞

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    18． 市民情報化支援システム(大阪府豊中市)

    29． 双六遍路(徳島大学・大学開放実践センター)

    35． だれでもマスターできる「よみ・かき・ぱそこん」システム(有限会社遠州パソコン寺子屋)

    41． アクセシブルなeラーニングコンテンツによるリコーグループ全従業員教育「知らなかったでは済まさ

れないインサイダー取引」(リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社)

＜電子認証・決済＞

    ４． おサイフケータイ(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)
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    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    24． 手のひら静脈認証等を利用した図書館システム(富士通株式会社)

＜コンテンツ制作・流通＞

    ３． ライフログ簡単登録サービス(ＫＤＤＩ株式会社)

    ５． 岡山市デジタルミュージアム情報システム（岡山市デジタルミュージアム（岡山県岡山市））

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    12． 地域と時間を軸にした携帯向け情報配信サービス「キメクル」(株式会社日立製作所)

    14． 電動車椅子サッカー　モバイルライブ中継『モバチュウ』(株式会社パステルラボ(開発・提供)、ＮＰＯ

法人ＳＴＡＮＤ(運用))

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    21． デジタルアニマルパークと地域情報チャンネル(須高ケーブルテレビ株式会社)

    32． ＳＫＪ即時配信システム(SHE KNOWS JOURNAL株式会社)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    41． アクセシブルなeラーニングコンテンツによるリコーグループ全従業員教育「知らなかったでは済まさ

れないインサイダー取引」(リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜防災・災害対策＞

    １． 街角見守りセンサーシステム(松下電器産業株式会社)

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    ９． そらまめｉｎｆｏ(緊急文字情報放送システム) (グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社トー

エネック)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    19． 携帯電話及びタブレットＰＣを利用した災害情報システム（「初動君」）(株式会社ソパックシステム)

    20． 岡山市電子町内会システム(岡山県岡山市)

    23． 国際的な防災教育ネットワーク(NPO法人グローバルプロジェクト推進機構(ジェイアーン)、防災世

界子ども会議プロジェクト実行委員会)

    27． 光きたうらネット(宮崎県延岡市北浦町総合支所)

    29． 双六遍路(徳島大学・大学開放実践センター)

    32． ＳＫＪ即時配信システム(SHE KNOWS JOURNAL株式会社)

    34． 緊急警報放送によるワンセグ携帯端末の自動起動（ＮＨＫ放送技術研究所）

    53． セキュアIPコールセンタプラットフォーム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜地理的情報格差解消＞

    ２． WarpVisionを用いた遠隔医療パッケージ（エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社、フィンガルリンク株式

会社）

    ７． ユビキタスネットワークシステム（株式会社ブイ・アール・テクノセンター）

    13． 中林・伊島間18GHz帯無線アクセスシステム(徳島県阿南市)

    14． 電動車椅子サッカー　モバイルライブ中継『モバチュウ』(株式会社パステルラボ(開発・提供)、ＮＰＯ
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法人ＳＴＡＮＤ(運用))

    23． 国際的な防災教育ネットワーク(NPO法人グローバルプロジェクト推進機構(ジェイアーン)、防災世

界子ども会議プロジェクト実行委員会)

    27． 光きたうらネット(宮崎県延岡市北浦町総合支所)

    28． 無線ＬＡＮアクセスポイントを活用したインターネット接続サービス(長崎県波佐見町)

    53． セキュアIPコールセンタプラットフォーム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜アクセシビリティ＞

    15． 分散型音声認識技術を適用した音声入力機能「声de入力」(ＫＤＤＩ株式会社)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    18． 市民情報化支援システム(大阪府豊中市)

    30． 名古屋市公式ウェブサイト(愛知県名古屋市)

    33． 照明光通信技術を用いたユビキタス位置情報のサービスシステム(松下電器産業株式会社、松下

電工株式会社)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    41． アクセシブルなeラーニングコンテンツによるリコーグループ全従業員教育「知らなかったでは済まさ

れないインサイダー取引」(リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社)

    46． ＵＮＩＶＥＲＧＥケータイポータル(日本電気株式会社、NECネッツエスアイ株式会社)

＜セキュリティ対策＞

    11． 　 トリプルワイヤレス・ブロードバンドルータ　Ａｔｅｒｍ　ＷＲ７８５０Ｓ(NECアクセステクニカ株式会社)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    24． 手のひら静脈認証等を利用した図書館システム(富士通株式会社)

    25． 登下校お知らせサービス(富士通株式会社)

    33． 照明光通信技術を用いたユビキタス位置情報のサービスシステム(松下電器産業株式会社、松下

電工株式会社)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    45． ＵＮＩＶＥＲＧＥフィジカルセキュリティソリューション(日本電気株式会社)

    46． ＵＮＩＶＥＲＧＥケータイポータル(日本電気株式会社、NECネッツエスアイ株式会社)

    47． ＵＮＩＶＥＲＧＥモバイルデスクソリューション(日本電気株式会社)

    49． ＲＦＩＤを使用したＰＣセキュリティ(株式会社タムラ製作所)

    51． ＰｈｏｔｏＣｉｐｈｅｒ　Ｇｕａｒｄ（見守りフォトサイファー）(株式会社カオスウェア)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

    53． セキュアIPコールセンタプラットフォーム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜交通・物流＞

    ４． おサイフケータイ(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

＜業務効率化＞

    ２． WarpVisionを用いた遠隔医療パッケージ（エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社、フィンガルリンク株式

会社）
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    24． 手のひら静脈認証等を利用した図書館システム(富士通株式会社)

    25． 登下校お知らせサービス(富士通株式会社)

    31． ＲＦＩＤを使った部品引き取りシステム(富士通株式会社)

    36． 経営責任職在庁表示システム(神奈川県横浜市)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    40． 在宅リハビリ治療院システム(株式会社システム・デザイン・ジャパン)

    43． 安さを予約するオンラインプリント（印刷物の受発注システム）(株式会社 遠藤写真工芸所)

    44． ＲＦＩＤ活用による生産革新(ＮＥＣパーソナルプロダクツ)

    45． ＵＮＩＶＥＲＧＥフィジカルセキュリティソリューション(日本電気株式会社)

    46． ＵＮＩＶＥＲＧＥケータイポータル(日本電気株式会社、NECネッツエスアイ株式会社)

    47． ＵＮＩＶＥＲＧＥモバイルデスクソリューション(日本電気株式会社)

    48． ＵＮＩＶＥＲＧＥプレゼンス情報を活用したモバイルコミュニケーションシステム(日本電気株式会社)

    50． グリッドサービス「ひかりグリッド」(西日本電信電話株式会社)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

    53． セキュアIPコールセンタプラットフォーム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜ポータルサービス＞

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    21． デジタルアニマルパークと地域情報チャンネル(須高ケーブルテレビ株式会社)

    37． 簡単ホームページ管理運営システム Ｆｅｅｌ　Ｔｏｏｌ(株式会社イノセンス)

    38． 障がい者在宅雇用の為のホームページ管理運営システム ｇｏｏｄ　ｔｏｏｌ(株式会社アンウィーブ)

    41． アクセシブルなeラーニングコンテンツによるリコーグループ全従業員教育「知らなかったでは済まさ

れないインサイダー取引」(リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社)

    42． 在日外国人向け多言語携帯サイト(株式会社グローバルコンテンツ)

＜行政サービス＞

    ８． 知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    ９． そらまめｉｎｆｏ(緊急文字情報放送システム) (グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社トー

エネック)

    12． 地域と時間を軸にした携帯向け情報配信サービス「キメクル」(株式会社日立製作所)

    13． 中林・伊島間18GHz帯無線アクセスシステム(徳島県阿南市)

    16． 地域総合ユビキタスプラットフォーム「Ｕ−ＢＯＸ」(株式会社ヨーズマー)

    18． 市民情報化支援システム(大阪府豊中市)

    21． デジタルアニマルパークと地域情報チャンネル(須高ケーブルテレビ株式会社)

    24． 手のひら静脈認証等を利用した図書館システム(富士通株式会社)

    27． 光きたうらネット(宮崎県延岡市北浦町総合支所)

    30． 名古屋市公式ウェブサイト(愛知県名古屋市)

    52． 光ブロードバンドテレワークシステム(株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト）

＜その他＞
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　（自己管理）

    ３． 　ライフログ簡単登録サービス(ＫＤＤＩ株式会社)

　（観光）

    ８． 　知多半島情報サイト「ちたまるナビ」によるワンソースマルチユース（知多メディアスネットワーク株

式会社）

    39． 　座間味村アイランダーズ・ネットワーク(沖縄県座間味村)

　（障害者スポーツ振興）

    14． 　電動車椅子サッカー　モバイルライブ中継『モバチュウ』(株式会社パステルラボ(開発・提

供)、ＮＰＯ法人ＳＴＡＮＤ(運用))

　（歩行者ナビゲーション）

    15． 　分散型音声認識技術を適用した音声入力機能「声de入力」(ＫＤＤＩ株式会社)

　（IT利活用の啓蒙と推進、ユビキタスへの関心喚起、健康増進）

    29． 　双六遍路(徳島大学・大学開放実践センター)

戻る
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