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今日の話	

  通信と放送の融合 
¡ 放送と通信、法律になるまで 

  ITの小咄 
¡ NeedsとSeeds 
¡ 習熟度 
¡ 通信方式 
¡ 情報化は数直線 
¡ 情報化の老害 
¡ 運用管理は 
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放送と通信(1)	

  インターネットまでの放送と通信は 
¡ 新聞、テレビ、ラジオ、郵便、電話 

  新聞：報道の自由、宅配/街頭販売 
  放送 

¡ テレビとラジオ：エリア限定と放送法 
  郵便と電話：コンテンツを運ぶもの 

¡ 通信 
¡ キャリア 
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放送と通信(2)	

  インターネット(TCP/IP)の出現で 
  縦割りのシステムがコンテンツとキャリアに乖離 

¡ テレビやラジオ 
¡ 番組：コンテンツ 
¡ 配信、中継：キャリア 
¡ デジタルテレビ(BML)は既にウェブ 
¡ HTMLやIPのインターネット放送 

¡ 新聞：中身と宅配やネット版 
¡ 中身に動画 
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放送と通信(3)	

  IPを挟んで上からはコンテンツ、下では
キャリア 
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放送と通信(4)	

  一つのコンテンツやアプリが 
¡ 色々なキャリアや機器で利用 

  一つのキャリアに 
¡ 色々なコンテンツが乗っている 

  一つの機器で 
¡ 色々なコンテンツやアプリが利用 

  コンテンツとキャリアを分けた方が考えやすい 
¡ コンテンツ：中身 
¡ キャリア：運ぶもの 
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放送と通信の融合	

  通放融合 
  通信：キャリア 

¡ 中身に関しては基本的には自由 
  放送：コンテンツ 

¡ 放送法で中身が制限されている 
  それぞれに法律が 
  インターネットの出現で境目が難しい 
  ソーシャルメディアが出てきてもっと複雑に 
  ウェブは放送か？ 
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政策や法律のできかた(1)	

  通信 
¡ 電気通信事業法 

¡ NTT法、有線放送電話法 
¡ 有線電気通信法(有線) 
¡ 電波法(無線) 

  放送 
¡ 放送法 
¡ 有線ラジオ放送法 
¡ 有線テレビジョン放送法 
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政策や法律のできかた(2)	

  通信・放送法制の抜本的再編(2008-2009) 
  国の場合は総務省情報通信審議会 

¡  http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/
joho_tsusin/index.html 

¡ 通信・放送の総合的な法体系に関する検討
委員会 

¡  http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/
joho_tsusin/houtai.html 

¡ ICT産業の現状と展望 
¡ 研究会報告書のポイント 

¡  http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/
joho_tsusin/houtai/080225_1.html	
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情報通信法(仮称)	

  国会提出は見送られた 
  ソーシャルメディアも出てきた 
  地上波デジタル 
  それぞれに考え方が 

¡ 総務省：通信 
¡ 経済産業省：情報 
¡ 法務省、警察：安全 
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他の分野では	

  電力の情報化 
  農業：栄養かおいしさか 
  観光は人の交流 
  環境が測れる	
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IT小咄	

  SeedsとNeeds 
  習熟度 
  通信方式 
  情報化は数直線 
  情報時代の老害 
  運用管理は	
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SeedsとNeeds	

  NeedsからSeedsが 
¡ こういうものが欲しい 
¡ 無ければ作ってみよう 

  SeedsからNeedsが 
¡ 発光ダイオード 
¡ 可視光通信 

  想像力や夢 
¡ 携帯電話、iPhone 

  仕組みを知ることも大事	
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習熟度	

  習熟曲線 
¡ 最初は優しいが急に難しくなる 
¡ 最初は難しいが覚えると楽 

  易しいか難しいか？ 
¡ Microsoft Windows 

¡ Microsoft Office: Word, Excel 
¡ Apple Mac 
¡ Linux: Ubuntu 

  これからは動画編集ソフトかな 
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通信方式	

  通信:理論的な限界が限界でない世界 
  例 

¡ モデムの速度 
¡ WDM:一本の光ファイバーに異なる波長 

  通信方式 
¡ 方式なので工夫で	
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情報化は数直線	

  その組織は先端、普通、べった？ 
¡ 自分の組織は 
¡ 自分の環境や情報リテラシーは 

  先端を見る事 
  追いつく方が易しい 

¡ でも力は必要 
¡ OSIの8層(予算),9層(政治) 

  IT化は効率化以外に新しいスキームや
F2Fのための時間作り: Face to Face	
June/24/2013 ネットワークシステム概論 16 

情報時代の老害	

  老害 
¡ 私は理解できないから、その稟議は通さない 
¡ 私は操作できないから、その稟議は通さない 
¡ 私はそれ嫌いだから、その稟議は通さない 

  階層化が深い組織ほど被害が 
  理想は 

¡ よく分かるトップ 
¡ 技術も分かる中間管理職 
¡ 操作にも長けた複数の若手 
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運用管理は	

  IT系の運用管理もピンからキリまで 
  技術部門が担当? 

¡ 日々の運用よりは 
¡ 運用案の策定、次期システムの構想 
¡ 新システムの構築、大規模事故の対処 

  総務部門が担当? 
¡ 日々の運用 
¡ ユーザとの対応 
¡ 技術部門との会話	
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