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第２回「情報化に親しむ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年７月５日（金）午後７時～９時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら会館３階ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：小林和人氏  乙津豊彦氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話 題 提 供 者        ：杉山行男氏　前原文明氏

《市長挨拶》

　お出かけをいただきまして、大変ありがとうござ

います。

　きょうは、今年の２回目ということで、情報化の

問題を取り上げて、いろいろと話をしていただくこ

とになっております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　　　開催の趣旨・福生市の概要については、第１

　　　回と重複しますので、省略いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　それでは、これから後の時間は、お二人のコーデ

ィネーターの皆さんにお任せします。

　最初に、大多摩ハムの小林和人さんであります。

　それからもうお一人、乙津豊彦さんです。町会長

をされておりますが、仕事はコンピューターの会社

をやっておられますので、そういった意味でのいろ

いろな御苦労、それから福生市のことについて言い

ますと、個人情報保護審議会、あるいは情報公開の

制度の審議会の委員さんをしてくださっておりま

して、ある意味では、市のそういった側面でのアド

バイザーと、こういう形でまたいろいろ話がいただ

けるのではないかと思います。

　話題提供者の方は、小林さんの方から御紹介して

いただいた方がいいのでしょうか。杉山さんは、ま

た後ほどいろいろ話があると思いますけれども、交

通安全推進委員としてお仕事をいろいろしてくだ

さって、地域のことを非常に熱心にやってくださっ

ている方という印象が強いです。きょうの話はまた

全然側面の違うところから、いろいろお話しくださ

ると思います。

　前原さんは情報関係の専門の学者という視点か

らのお話がいただけるのではないかと楽しみにし

ております。

　それでは小林さんと乙津さん、どうぞよろしくお

願いいたします。

《小林》

　皆さんこんばんは。本日のコーディネーターを仰

せつかりました小林でございます。

　私は、仕事の方は、福生市で大多摩ハムというハ

ム会社を経営いたしております。出身は経済学部で

ございますので、きょう私がこういう理科系、情報

関係の話のコーディネーターを務めていいのかと

いう迷いもありましたけれども、しかし、私も最近

はパソコン、１０年未満でありますけれども、エク

セルとかワードとか、それがやはり今の仕事にはな

くてはならないものになっております。それは私が

別にうまくなったわけではなくて、

そういう機械の方から我々の方に接近してきて、簡

単になってきた、そんな感じがします。

　今では、いろいろなそういう画像処理を使いなが

ら、例えば会社のＰＲのパンフレットをつくったり、

もしくは試供品のラベルをつくったり、本来は外注

しなければいけないものを自分でつくって安くあ

げているとか、そういったメリットもございますし、

そしてまた、素人ですけれどもホームページを自分

でつくって、最近では月に６０００ヒットぐらいあ

りますので、まあまあ見られているほうかと思いま

すけれども、そういったことで、一般的な市民代表

であり、なおかつ、パソコンに多少はなれ親しんで

いるという立場で、きょうは専門家の方々においで

いただいていますので、その橋渡しができればと思

っております。

　きょうのテーマ、この「情報化に親しむ」という

タイトルですが、このフォーラムにもいろいろなタ

イトル、テーマがありましたが、この「情報化に親

しむ」、特に「情報化」というのは、大変これは幅

の広い話かと思うのですね。恐らくこれはパソコン

とかインターネットに関連した話になろうかと思

いますが、この分野ほど、本当は話の広いものはな

いと思うのです。

　そしてまた、同じ詳しいといっても、例えば昆虫

に詳しいとかいうのはあるとしても、それは実生活

に余り影響はないと思いますが、パソコンになれ親
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しんでいると、ちょっと詳しいというと、それは実

生活に、今はもう即、反映するのですね。例えば、

座ったままで日本中の駅の時刻表もわかりますし、

交通手段の乗り合わせもわかりますし、また、住所

がわかれば、すぐ地図がボンと出てきたり、それを

使えるかどうかでもって随分格差が生まれてきて

いるということで、そういった意味におきまして、

これから情報化に親しむということは、親しまない

よりも親しんだ方がいいのではないかなというよ

うな感じがいたします。

　きょうは、お時間を大体三つぐらいに分けまして、

この膨大な分野でありますけれども、わかりやすい

方から入っていきたいと思います。

　まず、最初のテーマといたしまして、パソコンと

かネットとか、そういった道具、ツールといいます

けれども、そのツールとしての利便性、こんなに便

利なのだよと、こんなにも簡単だったのだよと。昔

は言語を勉強しなければわからなかったのですが、

今は絵をクリックすればできますよとかそういっ

たところから、こんなに簡単なのだよ、こんなに便

利なのだよというところから共通の認識を持って

いただければなと思います。

　そして２番目のテーマといたしましては、次はコ

ンテンツ、内容といいますけれども、コンピュータ

ーは、できるだけではただの手段ですから意味があ

りません。英会話と同じですね。できれば格好いい

かもしれないけれども、何を伝えるのかという内容

がなければ、ただの道具でありますので、その何を

伝えるのかといった、コンテンツといいますけれど

も、そこら辺の議論をしていきたいと思います。特

にきょうは市の関係の方も大勢いらっしゃいます

ので、市役所にもいろいろな情報がありますけれど

も、その情報をどういうところから公開すべきなの

か、もしくはデジタル化、電子化するにはどういっ

たところから手をつけるべきなのか、こういったと

ころも市民サイドからいろいろな情報交換ができ

ればいいと思っております。

　そして３番目には、これは今、核心かもしれませ

んけれども、便利なものにはやはりとげがあるとい

うことで、例えば包丁も便利ですけれども、人をあ

やめることもあります。ダイナマイトもそうですね。

しかしながら、包丁やダイナマイトは危険だからと

いって、それを発明する前の段階に戻ろうというこ

とは、まずあり得ないのですね。それとどのように

して安全につき合っていくかといったことを考え

なければいけません。そういったところで、また専

門家のいろいろな意見が出てくると思いますけれ

ども、今、国会でも結構もめていますけれども、そ

こら辺の話になって、そして最終的には、我々はそ

れを乗り越えて、うまく使っていこうというふうな

コンセンサスができればいいなと思っております。

　きょうは心強いことに、隣にコーディネーターが

もう一人、情報処理のプロの乙津さんがいらっしゃ

いますので、自己紹介を兼ねて、まずとりあえず、

この第一のテーマ、ツール、道具という、この利便

性から少しお話を伺えればと思います。よろしくお

願いいたします。

《乙津》

　皆さんこんばんは。市長からちょっと御紹介をい

ただきました乙津といいます。ふだんは、今、どち

らかというと、町会長の仕事が非常に忙しいのでご

ざいます。

　私は昭和４４年に大学を出たわけなのですが、当

時、情報処理関係の学部というものは非常にできた

ばかりの学部でして、今のようにまさかパソコンが

１人１台いくような、こんな時代が来るとは、その

当時はとても思えなかった状況でございます。

　計算機というと、非常に空調のきいた部屋にばか

でかい機械がありまして、値段ももう億の単位の計

算機で、まさに計算をする機械だったわけですね。

それが、たまたまかどうかわかりませんが、私の先

生、まだ今、８８歳で御健在なのですが、電気試験

所にいたころに、計算機は計算するだけのものでは

ないと言い出した、多分、世界で初めての人ではな

いかと思うのです。その方が、昭和３０年代でしょ

うか、４０年の前ですね。計算機で翻訳をされたの

ですね。要するに、英語の簡単な文章を入れると日

本語が出てくるというものをつくられた方でござ

います。

　それで、当時、計算機は真空管を使っていたので

すが、非常に熱が出るということで、世界で初めて

トランジスターを使い込んだ先生でございます。そ

ういうわけで見事に、計算機は計算をする機械だけ

ではないというのを実証された方なのですが、今ど

ちらかというと、全世界を見まして、パソコンを含

めて計算機がまともに計算をしているよりも、はる

かに情報を処理することに使われている方が圧倒

的に多いわけでございます。それが、我々非常に助

かることに、身近にもう全部パソコンという形で来

ているわけですので、小林さんもおっしゃったよう

に、できることであれば、それをツールとして、道

具として使えたらいいなと思っているわけでござ

います。

　後ほど時間があれば、ちょっと別の意味で、きょ

う用意したものがございますので、こんな分野にも

パソコンは使えるのだというものを、ちょっとデモ

したいと思うのですが、小林さんがおっしゃったよ

うに、まさに今、非常に便利なものが世の中に出て

いまして、まず時刻表が要らない。何時何分に、例

えば神田の何とかに行くには、拝島駅を何時に乗れ

ばいいのだというのが、すぐ即座に出てくるような

ものも自分で使えるようになっておりますし、それ

からもう１点おっしゃった地図の問題も、例えばこ

こが何番地かわかりませんが、福生市本町何番地と

入れますと、パッと地図が出てくるようなものも使

えるわけでございます。

　もう１点、私もよくわからなかったのですが、目

の不自由な方が実はこのごろ、パソコンを随分使っ

ておられます。どうやって使われるのかなというの

を、後ほど時間があれば、それをちょっとお見せし

たいと思います。

　小林さんから御提案の一番初めのツールとして

使う件に関しましては、そのようなところでござい

ます。
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　あとは皆さんの御意見を伺いながら、いろいろ進

めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

《小林》

　どうもありがとうございました。

　フォーラムの進め方でございますけれども、先ほ

ど申し上げました三つの分野について少しずつ進

めてまいります。話題提供者の方々から話のきっか

けをいただきまして、そして皆様方にも御自由に御

発言いただきまして、意見なり、もしくは御質問な

り、挙手の上、名前をおっしゃっていただければ、

どなたでも発言できます。

　そしてまた、きょうは市役所の関係者の方もいっ

ぱいいらっしゃいますけれども、特に市に対する質

問は今回はなしとしたいと思います。我々市民サイ

ドでちょっと話をしましょうという会でございま

す。したがいまして、市の方々も、市民、個人とし

てどんどん御発言いただいて、一市民としてこう思

うとか、もしくは働いている一職員といいますか、

こういったものがあったら便利だとか、そういった

市の責任を負わない自由な立場で、ぜひ御発言いた

だければと思います。

　先ほど市長が言われましたように、これは全部、

録音されていまして、いずれ活字化されて、恐らく

デジタル化されるのではないかと思いますけれど

も、こういった議論があったのだなということも、

これからの市政に少なからず反映されると思いま

すので、ぜひ活発な御議論をいただきたいと思いま

す。

　それでは、引き続きまして、話題提供者の方々に

お話を伺います。

　まず前原さんですが、早稲田大学の理工学部電子

情報通信学科助手、工学博士、そして日本学術振興

会特別研究員（文部科学省）、こういう方でいらっ

しゃいますけれども、自己紹介を兼ねて、先ほどの

ツール、利便性から、少しお話をいただきたいと思

います。また、機械をお使いになるようでしたら、

お使いください。

《前原》

　どうも、御紹介いただきまして、ありがとうござ

いました。私、南田園の二丁目に住んでおります、

前原文明と申します。

　先ほど簡単に御紹介いただいたのですけれども、

私はちょうど１０年前に大学を卒業いたしまして、

大学では電子通信学科という、ちょうど電子的な媒

体を使って情報を流通させようということが、イン

ターネットという思想の出てきた時、現在ちょっと

ＩＴブームはこけてしまいましたけれども、ＩＴと

いうものがより現実的な目標として定まったぐら

いのときに大学で勉強しておりました。

　そしてその後に、大学卒業後、修士課程を卒業し

た後は、ＮＴＴの研究所で、ちょうど無線通信、今

で申しますと、その実用例で申しますと、携帯電話

ですとかＰＨＳ、あるいはこのごろ急激に発展しま

した無線ＬＡＮなどの開発をして、現在、大学の方

で研究を進めているという次第でございます。

　本日は「情報化に親しむ」というお題をいただき

まして、先ほど小林様から一つの議論の軸をいただ

いたと思うのですけれども、一つはコンテンツ、も

う一つはツールという、その軸がどのように情報化

で絡まって発展を遂げているかということについ

て考えていきたいと思います。

　まずは「情報化に親しむ」ということで、親しむ

べきものであるのかどうか。ちょっと非常に押しつ

けがましい、「親しめ」と言うと何か押しつけがま

しいのかもしれませんけれども、「情報化に親しむ」

ということで、この親しむ意義というものはどうい

うところにあるのかどうか。

　そもそも情報化に親しむことの意義というのは

どういうところにあるのか。「情報化」という言葉

は、情報というのはどんな場合にでも使いますけれ

ども、今回の「情報化」というのはコンピューター

を使った情報、つまり電子情報を使ったものを指す

と思いますので、この電子情報化に親しむというこ

との意義というのは、このお題のそもそも論として

どういうものがあるのかどうかということと、情報

化、つまり情報を相手にギブ・アンド・テイクをす

るわけですけれども、そのギブ・アンド・テイクを

するということは、コミュニケーションで通信をす

るということでございますから、この電子情報を使

ったコミュニケーションを考える上の前提といた

しまして、これまでのコミュニケーション、人間は

どういうコミュニケーションの手段をとってきた

のかというのを振り返って、電子情報というものを

考えていきたいと。

　次に、これまでのコミュニケーションを軸として、

電子情報によるコミュニケーションとこれまでの

コミュニケーションの違いというのがどういうと

ころにあるのかというのを簡単にお話しさせてい

ただいて、そのようなこれまでのコミュニケーショ

ンとの違いとの差から、電子情報化のメリットと、

先ほどの小林様、あるいは乙津様からお話がござい

ました今後の課題というところを、簡単にたたき台

としてお話をさせていただきたいと思います。

　まずはコミュニケーションでございますが、コミ

ュニケーションというのは、動物は、人間だけでな

くて、生物、動物は一人では生きていけませんので、

複数の、人間でいえばＡさん、あるいはＢさんがそ
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れぞれの情報を持ち寄って、そして情報交換をする

というのは、これは人間が生きていく上で一番考え

る余地も無くやっていることだと思います。

　このＡさんが持っている情報、あるいはＢさんが

持っている情報、この情報の内容は、多くの場合、

異なっているわけです。そして、それらをギブ・ア

ンド・テイクすることによって、例えば豊かな生活

ができたり、大きくなりますが、文化が創造されて

いるのではないかと考えるわけです。

　そして、この情報をこれからはコンテンツ、先ほ

どのお話でございました、情報の内容をコンテンツ

と定義させていただきます。これらの情報の内容を

ギブ・アンド・テイクする情報の流通の手段として、

その道具としてツールが存在し、考えて、いろいろ

な方法がこれまでとられてきたわけです。

　一番簡単な例で申しますと、ＡさんとＢさんが自

分のそれぞれの持っている情報を交換する方法と

いうのは、音声で自分の声で近くにいる人に、空気

を振動させて届けてあげる、音波で届けてあげると

いうのが、人間が一番よくやるコミュニケーション

の方法であると思います。

　その後、今、完全な人間としてのインフラになっ

ております電話が発明されまして、音

波から、今度はその声を電気信号に換えて相手に届

けるという手段が生まれてきました。

　このような情報の交換が、今、人間同士では一般

的な形態かと思います。

　それでは、情報の交換、情報の流通のさせ方、コ

ミュニケーションツールの、これまでの方法の問題

点を考えてみたいと思います。

　まずは音ですけれども、声で相手に自分の思って

いることを届けたいという場合には、地理的な制約、

つまり近くにいないと、少なくとも情報を提供する

側とそれを享受する側が同じ空間、地理的に近いと

ころにいないと届きませんので、そこに集合しない

といけないという場所的な、空間的な制約がござい

ます。

　一方、電話ですけれども、電話では、今度は時間

的な制約が生じます。つまり電話をする同士が同じ

時間を共有しないといけないと。さらには、電話は

多くの場合１対１で通信を行いますので、参加人数

もこのような場ではなくて１対１ですから、参加人

数の制約がございます。

　これまで人間がよく使ってきたコミュニケーシ

ョンする手段というものは、すごく便利だと思われ

ていたのですけれども、実際のところ、このような

問題点があったと思います。

　すると、それでは、このような問題点があること

を踏まえて、では電子情報、今よく話題に上ってい

る電子化をする、電子情報化をすることによるコミ

ュニケーションというのは、どんなものになるのだ

ろうかというのを考えていきたいと思います。

　まず、先ほどの図と違いますのは、１対１の図で

あったと思うのですけれども、電子情報にいたしま

すと、まず先ほどの地理的な制約がなくなります。

そしてさらには、電話で問題点となっていた参加人

数の制約も、情報を電子化することによってなくな

って、さまざまな制約を乗り越えたコンテンツの効

率的な格納と流通が可能になります。

　つまり、コンテンツを持っている側からすれば、

そのギブ・アンド・テイクを流通させる量が莫大に

ふえる可能性があるということで、情報を電子化す

る、情報というのは変わりませんけれども、その情

報を電子情報化することによって、これまでのコミ

ュニケーションよりも格段の利便性が出てくるの

ではないかと思うわけです。

　このように、電子情報化をするということはすご

くメリットがあります。情報を莫大に流通させて、

さまざまなツールとして電子情報化することによ

って、さまざまなコンテンツを発信し、それで受信

することができるのですが、一つ問題としては、１

回情報を電子化してしまいますので、電子化した情

報と人間がわかる情報、人間がわかるコンテンツと

の橋渡しをする情報の翻訳機が必要になるわけで

す。それが、今、爆発的に普及しているコンピュー

ターになるかと思います。パソコンですね。

　先ほど乙津様からのお話がございましたように、

昔はこのコンピューターというものが非常に、真空

管とか、ものすごい物理的な重量と、すごく大きく

空間的にも占有したもので、たかだか今のコンピュ

ーターの数十分の１ぐらい、数百分の１、数千分の

１、ちょっとよくわかりませんが、本当に少ない量

のものしか扱えなかった昔と比較しまして、このコ

ンピューターが急激に進歩したおかげで、一人ひと

りがその情報の翻訳機を手に入れることができる

ようになったということですね。そして、この情報

の翻訳機を使って、自分自身の情報を電子情報化し、

そして電子情報化された情報を自分自身の、人間に

わかる情報にかえることができるようになったと

いうことです。としますと、この情報の翻訳機とい

うものを、電子情報化をするに当たり、使いこなさ

ないといけないという問題に直面いたします。

　そこで、電子情報化を進めるということは、どう

いうことなのか。先ほどからお話しさせていただき

ましたメリットといたしましては、空間や時間を超

えて多様かつ大量の情報交換が可能になるでしょ

うと。あと多様なサービスを享受できますので、先

ほどの乙津様からもお話がありましたように、例え

ば時刻表を簡単に調べることができたり、そういう

ふうな利便性が生じてくる。すごく電子情報を使う

ことによって利点が生じる。

　ところが、課題といたしましては、人とコンピュ

ーター、つまり情報の翻訳機を取り扱わないと達成

されませんので、その人とコンピューターの間のイ

ンターフェースと申しますけれども、そこの間の親

和性というものがこれからの、親しんでいかないと

いけないというところが課題になるのではないか

と思います。

　あとは、大量の情報が飛び回りますので、とても

自分自身にはメリットを生じない情報とか、有害な

情報であるとかいうものも出てくるわけです。それ

が押しつけられる可能性もあるわけです。今、携帯

電話でよくある、何か出会い系を押しつけられたと

か、何かそういうもので問題になっているようなこ
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とがございますけれども、そういう情報の取捨選択

が必要になるのではないでしょうか。

　最後に、情報を発信するわけですから、それも大

量の人たちが参加している中で発信するわけです

から、自分自身の情報をどう守ったらいいのか、セ

キュリティーの問題も生じてくるかと思います。

　ということで、電子情報化、つまり電子情報化に

親しむということの意義と、そのメリットと課題に

ついて、以上、簡単にお話しさせていただきました。

ありがとうございました。

《小林》

　どうもありがとうございました。大変わかりやす

く、何かＮＨＫの教育テレビを見ているような感じ

で、大変よくわかりましたけれども、きょうやって

いる行動はこういうことだったのかと、改めてわか

りました。（笑い）引き続きまして、杉山さんを御

紹介します。

　実は、きょうの西多摩新聞にこんなに大きく出た

方でございますけれども、杉山有限会社という呉服

寝具販売の店をやられて、なおかつパソコンユース

ウエアサービス有限会社の代表でいらっしゃいま

して、コンピューターの達人であります。そしてま

た、公民館主催のパソコン講座の指導者でもいらっ

しゃいますが、きょうたまたま載った新聞は、こう

いったネット販売が好調であるということで、お着

物とか、こういったものを販売する。

　私どもも、うちの大多摩ハムも、そういうホーム

ページで販売していますけれども、大体１日に１件

注文があるかどうかなのですね。でも、年間３００

件注文があればいいかなと思っているのですけれ

ど、杉山さんのところはもっとすごく注文が来てい

るらしいのですね。そのノウハウは秘密らしいので

すけれども、（笑い）そういったことで、大変伝統

的な部分と、それから新しい部分をミックスして、

才能をお持ちの方でいらっしゃいます。

　また杉山さんから、今までのポイント、まずツー

ルの利便性から含めて、少し御紹介かたがたお願い

できますか。

《杉山》

　どうもこんばんは。杉山でございます。熊川に住

んでおります。私は特別これといった、何も人に自

慢するようなことはありませんので、ただ一生懸命、

毎日生活して生きているということです。

　ただ、きょうのテーマが情報化ということで、そ

れなりにちょっと、コンピューターは１５～１６年、

もっと前になるでしょうか。アマチュア無線が３１

年目になりまして、ずっと現役で免許も切らさず、

毎年電波を出し続けています。その延長線上で、携

帯電話が出る前にはアマチュア無線ですけれども、

今、リピーターというものがありまして、まさに携

帯電話の中継機です。あれのできる以前のところで、

電波伝播試験で飛び歩いたりとか、それから今、携

帯電話はパケットという形でやっていますけれど

も、それを無線で、やはりまだ日本語が対応してい

ないころ、パケット通信というものにも参加して、

日本語をどうやったら送れるかとかいって、一生懸

命送って文字化けしたりとか、そんなコンピュータ

ーで遊んでいたのです。

　そんなこんなの延長線上で、コンピューターをば

らしてみたり、組み立ててみたり、それからプログ

ラムをいじってみたりとかというようなことで、幅

広くプログラムをやったり、コンピューターをつく

ったり、いろいろ組み立てたり、はんだづけしたり

とかというのを今でもやっているのですけれども、

そんなことで、ただコンピューターが皆さんよりも

精通していると。

　たまたま、せっかくこんなにコンピューターが好

きなので、ひとつこれで生活の糧に、少しでももう

けられないかということが、きょう新聞に載って、

たまたまいい方向にいっているものですから、紹介

を受けたということでございます。

　情報化ということで言いますと、情報ということ

を一応広辞苑で調べたら、生きていく上の知恵だと

いうことですから、情報というものはすべて「私は、

生きよう」ということだと思います。私は福生で暮

らしているのですけれども、福生で生きていこうか

といったときの、自分が決断を下したりとか、自分

の方向を決めようかとかいったときの、その知恵、

知識、これが情報です。

　では、情報は何かなといって、今、インターネッ

トがブームですが、コンピューターを使ってインタ

ーネットで情報を集めると、かなりのところまでわ

かるわけです。どういう種類の情報があるのかなと

いったら、ほとんどが得したりもうかったりする。

損する情報ってないのですよ、実際は。結果として

はあるのですけれども、発信する側も、悪意を持っ

たり、それから善意であったりしても、必ず得する

情報なのです。全部、得する情報ばかりです。ただ、

安易に信じると、得するつもりが損したりというこ

とになりますけれども、ほとんど情報自体は得する、

それから生活が便利になるという、これが情報だと。

ましてやコンピューターネットワークでの情報だ

と思います。

　私も音楽をやるのでわかるのですが、つくる人が、

私がいいと思って情報を発しても、受け取る側が、

私が意図したのとは全然反対の方向とか違った方

向に解釈をして、それがその人にとって生活にプラ

スであったり、人生にプラスであればいいわけです

けれども、プラスに作用しないときだってあるわけ

です。だけれども、私は責任取らないですよ、大体

が。今のその情報というのは責任を取らないのです。

その受け取った人がいいと思って、みんな得する情

報を流しているわけで、結果としてその人が何か損

をしても、その人の責任になる。したがって、その

得する情報を、さっきおっしゃいましたように取捨

選択する目を持ったりとか、やはりそのあたりのと

ころをきちんと学ばないと、学ぶ以前に体験かもし

れませんけれども、体で覚えるのかもしれませんが、

体で覚えたりとか、そういうことをやらないと、や

はりなかなか難しいのだろうと。

　ただ、今までが、では情報を得よう、生きるため

の情報を得ようと思ったら、電車に乗って立川へ行
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ったり、東京へ行ったり、福生なら図書館へ行った

り西友へ行ったりということで済んだのですけれ

ども、ところがインターネットを使えば、「では、

ちょっと美術品を見たいな。日本に今度スミソニア

ン博物館が来るそうではないか。」そうすると、ア

メリカのホームページへ行ってそこの美術館の情

報を見たら、あらかじめ予備知識としてずっと、絵

も見られるし、説明も見られるのですよ。そういう

ふうな使い方とか、いろいろその本人がどういうふ

うに生きようかなという思いがまずあれば、得する

情報というものはいっぱいある。

　ただ、無料ですから、ただほど高いものはないと

いうことがありますので、無料でどうしてその情報

を提供しているかという裏も知るべきで、やはり悪

意を持っている人もいるし。では、今度はさらに、

皆さんはどうか知らないけれども、私はレベルが低

いから、無料で自分の知りたいことの９割ぐらいは

知ることができるのですけれども、もっとレベルの

高い方は、その程度だと当たり前のことですから、

やはりそれ以上の方はお金を出して情報を得ると。

それはもっと高いレベルであって、もっと奥深いも

のが手に入るということになります。

　例えば、つい２～３日前の読売新聞に、インター

ネットの人口が昨年の政府の発表した「通信白書」

と数字が随分、１０００万から違うと。民間で発表

したものがあるというので、それが載っていたので、

すぐにその場で調べましたら、すぐ出てくるのです。

これが民間の発表した「インターネット白書２００

２」ですけれども、ついこの間、発表になった。こ

れはプレス発表の分で、いわゆる即、発表になった

のです。プレス発表でこの程度までは見られるので

すが、これよりさらに詳しく知りたければ、５００

０円程度払って買えと。これは民間ですからそうで

すけれども、これ以上のものが欲しければ買ってく

ださいと。それから政府の「通信白書」というもの

は、買えばきっとこんなに厚いのですけれども、こ

のＣＤに入れると、ＣＤのうちのこのぐらいの輪に

おさまってしまう。すぐそうやって、物の１０分で

調べることができる。

　そういったふうに、自分が知りたいなと思ったと

きにすぐ調べることができる。公のもの、とりあえ

ずこの情報は正しいと思って、私は信用しているの

ですけれども、どこかで改ざんされたとか、ホーム

ページがハッキングされて書きかえられたとかと

いう報道はありませんから、今のところ大丈夫だろ

うと思っているのですけれども、そうやってすぐ調

べることができる。

　そして、それは私が生きることに役に立つかどう

かというのはわからないのですけれども、ただ、知

らないよりは知っている方がいいということでし

て、そういったインターネットを通してコンピュー

ターをさらに近いものに使いこなしていくという

ことが、今はとても便利になっています。

　ただ、今はコンピューターですけれども、道具と

してはまだ、携帯電話もありますし、もっと小さな

ポケット型のものがありますよね。今後、そういっ

たものに普及していくのだろうと思いますけれど

も、そういった道具をどうやって使いこなすかとい

うことです。歩きながら見たりとか、そういうこと

もできるだろうし、移動先で見たりとかということ

もできるだろうし。

　そういったときに、ありとあらゆる人がその情報

を発信するといいますか、この間も友達と話してい

たのですけれども、先輩の皆さんも含めて、日本で

はほとんどの方がサクセスストーリーを持ってい

ると。皆さん全部成功者なのですね。失敗したとい

う人はいないのです。成功者だから、その成功者の

方の情報というか、自分なりのものがあるので、そ

れを一人ひとりが何らかの形で自分は人にしゃべ

りたい、伝えたいというものがあれば、ホームペー

ジとか、電子情報を利用することで発表ができるこ

とがある。ただ、どうしてもそこにコンピューター

というものが入ってきますので、それを何か上手に、

人に任せずに自分で使う。そうしたらきっと何らか

の反応があって、自分のサクセスストーリーの全容

を一人でも多くに伝えることができると思います。

　ツールとしては、そんなところです。

《小林》

　どうもありがとうございました。専門家の皆様、

大変おもしろいお話、興味深いお話をありがとうご

ざいました。

　ここで専門的なところから一般的なところに下

げていきたいと思うのですけれども、皆さんに、ど

の程度なれ親しんでいらっしゃるかということを、

ちょっと伺ってみたいと思うのですが、御自身でメ

ールを日常的に打たれる方はどのぐらいいらっし

ゃいますか。ｉモードも含めてです。なるほど、あ

りがとうございました。

　それからあと、物を調べるときにパソコンを使っ

てインターネットにアクセスするという方は、どの

ぐらいいらっしゃいますか。どうもありがとうござ

いました。

　そのあたりで、使えば使うほどわかっていく、そ

れでまた、本当に触ってもみないと、本当にわから

ないわけで、なかなか今までの話も、ちょっと御理

解しにくい部分もあったかもしれませんけれども、

そういった一般的な方々の御意見を少し伺えれば

と思うのですけれども、よろしかったら、いかがで

しょうか。どういったことに今使われて、またどう

いった利便性があるかどうか。

《Ａさん》

　Ａと申します。実は私、１年のうちの５カ月ぐら

いをニュージーランドの方で過ごしているのです

けれども、今までは手紙のやりとりが多かったので

すけれども、電話もありますが、時差とかいろいろ

な面で、Ｅメールでいろいろな国の方たちと交信で

きるというのは非常に便利で、助かっていると思う

のです。

　それとあと、向こうにいまして、いろいろな日本

の情報を知る場合にも、簡単に取り出すことができ

ると。ラッキーなことには親戚がいますもので、日

本語の通信もできますし、不慣れな英語の文章でも
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何とかやっていけると。非常に、その国だけではな

くて、その国でまた他の国の方たちともいろいろな

交信ができて、非常に助かっているところです。

　そういうところです。

《小林》

　どうもありがとうございました。

　先ほどもありましたように、機械自体がだんだん

と小型になって、だんだんと我々に近づいてきてい

るという部分がありまして、通信手段も、昔はモー

ルス信号を覚えなければ通信できなかったものが、

もう今では「はい、もしもし」でだれでも、子ども

でも、小学生でもできるようになったわけですから、

インターネット、もしくはパソコンの方がこれから

どんどん近づいてきますので、今やっていらっしゃ

らない方も来年はやっていらっしゃるかもしれま

せんね。そういった心構えで少しずつやっていただ

ければ、大変敷居が低くなっていくのではないかな

というふうに思っております。

　それでは、次のテーマの方に少し移ろうと思うの

ですけれども、そういった利便性がわかりました。

そういうことで、次にはそのコンテンツ、内容の話

でありますけれども、その中身、何を送るのか、そ

してまた、どういったものを我々は求めているのか、

いろいろな見方があろうかと思うのですね。

　それで、特に今回は、福生市主催のフォーラムで

すが、今、日本各地で電子自治体、もしくは行政の

電子化というものが進められています。危うい部分

ももちろんありまして、今、国会でもいろいろとや

っていますけれども、そういったリスク、危うさの

方は、ちょっと次の第３ステージの方に置いておき

ますが、どういったコンテンツ、もしくはどういっ

た内容のものを我々市民が求めているのか、そうい

ったことを少し御議論いただきたいと思います。

　実はこの前、フォーラムのこの前のシリーズの時

に、私は国際化のテーマの際にコーディネーターを

やらせてもらったのですけれども、いろいろな外国

の方がいらっしゃいまして、どういった行政サービ

スが欲しいかというと、やはり今、市役所は英語と

中国語と韓国語でしたっけ、それが完備されていま

すが、それ以外、例えばアラビア語とか、イランの

人たちが困ったみたいな感じですけれども、そうい

った言語の翻訳というものが、恐らく先ほどの話に

よりますと、コンピューターはツールとしてはいい

のではないかなと思うのですが。しかしながら、そ

のツールとしてのコンピューターがあっても、その

中の何が電子化されているかいないか。電子化され

ていなければ、ツールがあっても見られないのです

ね。

　話によりますと、今、市役所では予算も人員もか

けられていますので、少しずつできるところから電

子化していこうと、もしくはデジタル化していこう

という流れはありますけれども、やはり市民の代表

としては、議事録、こういったものも大事なので、

今、進めていただいていますけれども、やはりそう

いった外国人の方々に聞きますと、そういうところ

も大事だけれども、例えば昼間働いて帰ってきて、

夜中に学校のことを聞きたいというときにどうし

たらいいかとか、そのような本当に日常茶飯なレベ

ルのことを知りたいというような意見もありまし

た。

　多分、人それぞれニーズは違うと思うのですが、

そういったことで電子行政を含めて、そういった内

容を含めたコンテンツ、この辺のことをちょっと伺

いたいと思いますけれども、たまたま私が読みまし

た、こういった本がございまして、これは「地方自

治情報誌」というのですけれども、これにはマイク

ロソフトの社長の方が寄稿しているのですが、それ

を見ますと、「住民が望む電子自治体とは」と書い

てあるのですね。つまり、成功のかぎは住民本位と

競争であるというふうに書いてあります。つまり、

向こうの市でもやったからうちもやろうとかいう

のではなくて、住民が何を求めているのかといった

ことを、多分、市の方も聞きたがっていると思うの

です。そのあたりを我々がやはり決断し、取捨選択

して優先順位を決めなければいけないのではない

かなと思っておりますが、そのあたりの話から、乙

津さん、いかがでしょうか。何せシナリオがないも

のですから。（笑い）

《乙津》

　電子自治体に関しましては、私、前の石川市長が

たまたま隣組、まさに前に住んでおられますので、

あの方はちょっと、いないから言うわけではないで

すが、キーボードも触りませんわね。（笑い）パソ

コンを見ているところを見たことがございません

ので。

　それが、次に野澤さんという方が市長になられて、

私がびっくりしたのは、個人でホームページを持っ

ておられて、随分昔から自分の御意見をそこに載せ

ておられたのですね。これだと思いまして、市長に

なった途端に、ぜひとも市役所の事務を電子化して、

もっとオープンにしてほしいというのをチクリチ

クリと言っているのですが、いかにもこれは非常に

大きな課題でございます。私は、先ほど市長から御

紹介いただきましたように、個人情報保護条例審議

会の委員をやっておるものですから、個人情報に関

しましては、非常に今、興味を持って、いろいろな

情報を集めているのですけれども、やはり知られた

くない情報というのは皆さんございますよね。まあ

名前と生年月日ぐらいはどこにでも書いてしまっ

ているので、ばれてもしようがないかなと思うので

すが、私が今、こんなところで言う話ではないので

すが、もう６年も病院に通っていて、何が悪いとか、

そんなのは人に知られたくない。それから、どこに

どんな預金口座があって番号はこうだなんていう

のは、他の人に知られたくはないですよね。ですか

ら、そういう情報は、やはりぜひとも守らなければ

いけない。

　よく私、審議会の席でも申し上げるのですが、仕

組み上守らなければいけない、それから機械を入れ

て守るような装置を入れる、そういうものは表向き

できるのですが、一番肝心なのは、その情報を取り

扱う人がどう考えるかなのですよ。ですから、よく
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何千人、何万人分の、例えば健康保険の情報が漏れ

てしまったという事件があるのですけれども、あれ

は計算機のシステムとしては、システム会社が納め

たときには、それなりにセキュリティー、専門用語

になってしまうのですが、ほかに出ないような仕組

みは入っているのです。そしたら、何で漏れたかと

いうと、つまらないことなのですね。

　その保険のための情報を計算機に入れなければ

いけないですね。それは大体、今、人間が打って入

れているのが実情なのです。それを、福生市役所は

やるかどうかはわかりませんが、大体、入力専門の

外注会社へ出すのです。そうしますと、その紙がそ

のまま打つ方に行きますよね。入力された方がフロ

ッピーか何かに入れて持ち歩くわけですよ。だから

それがこぼれてみれば、もうおわかりだと思うので

すが、そのフロッピーディスク１枚に何千人ものデ

ータが軽く入ってしまうわけです。そういう意識を

まず皆さんが持っていただかないと、なかなかそう

いう便利さの、それは次のテーマにあるのですが、

そういうことを考えなければいけない。

　ただ、私も市の情報をいろいろ知りたいというの

はございます。たまたまきょう、市役所の方にある

要望書をお出しいたしました。そこに書く文面で、

あ、こういうのは何だったかなと。具体的に言いま

すと、福生市の町会加入率を知りたかったのですよ。

先週、多分「地域」のテーマで、このフォーラムで

話が出たとケーブルテレビで見たのですが、そうい

う情報なんていうのは知られて構わない情報なの

ですけれども、それが今のところ、市のホームペー

ジを見ても、当然何も出ていないと。何ていうので

すか、知りたい情報がやはり見られるようにしたい。

　一番初めに手っ取り早く、市議会の議事録をまず

公開したい。だけれども、あれ、ネットで公開され

ても、ただそれを出されても、あんな厚い議事録を

読む気もしないでしょうし、目的があればそれを調

べるのでしょう。そうではなくて、普通に使う情報

をやはり外に出していただきたいなと思っている

わけですね。

　それと、情報化に関しましていろいろ、先ほど杉

山さん、皆さんがおっしゃるように、インターネッ

トで情報を調べてみますと、やはり議会でいろいろ

議論されるわけなのですが、相当お金がかかるわけ

ですね。その情報化というか、設備機器もそうです

し、ソフト購入費から、かかるわけです。かかった

分、元が取れるのかということですね。

　例えば、市役所の職員一人ひとりにすべてパソコ

ンを与えてネットでつないだ。非常に表向きは効率

化が進むはずなのですね。例えば何かというと、

「何々課の何とかの資料が欲しい、お前ちょっと行

ってこいや」というのは、その机にいて見られるは

ずなのです。ということは、時間計算すれば、それ

こそ今、福生市なんて、なんてと言っては失礼です

ね。庁舎が分かれているものですから、例えば本庁

から教育委員会へ行くには車で行ったりしますよ

ね。それを考えると、コストは非常にかかっている

と思うのです。そうしましたら、そのために何人職

員が浮くかという話が、どうしても出てきてしまう

わけです。

　だから、それがいいかどうかは別にいたしまして、

やはり効率的に仕事をする。民間はもうせざるを得

なくてやっているわけですね。たまたま私の後輩が

コンサルタントをやっておりまして、要するに、経

営を工学化したり、エンジニアリングにしなければ

だめだというところまで、今、世の中は来ているわ

けですね。

　ただ、私、こんなところで言っていいかどうかわ

からないのですが、それがどんどん進んだ時に、人

間はどうなってしまうのかなという不安も、実は裏

にございまして、きょうも市役所に行って、直接面

談していろいろお願いするわけです。それが全部電

子化されたから、もうお前、来なくていいと言って、

果たして意思が通じるかという、そういう面も外に

向かってはあると思いますので、そこまで行き過ぎ

ないように、ぜひとも進めていっていただきたいな

と思うわけですね。

　ですから、携帯電話にしたって、ここであえて聞

きはしませんが、相当の方が今お持ちで、御利用に

なっていると思います。もうまさに１人１台、携帯

電話をお持ちだと思うのですね。ですから、もう将

来、ＩＤカードなんて要らなくて、携帯電話がおれ

だよというように、実は裏ではなっていくのではな

いかなと、私、思っております。

　ですから、話がちょっと飛んでいますけれども、

行政に対して、電子化はもうこれから避けられない。

ある意味では効率化という意味で避けられない。そ

れから今はやりのオープンな行政、政治ということ

に関しましては、途中の情報はすべて見せる。住民

主体型といいますか、要するに議会にしても、住民

の代表である議員の方が議論されるわけですが、そ

れが家にいながら見られるような状態になってい

くと思いますし、せざるを得ない状況ではないかな、

なっていくのではないかなと思っております。

　皆様方も多分、市役所にある情報で知りたい情報、

知りたくない情報というのはあると思います。です

から、そこをうまくコントロールして、知りたい情

報、知らせていい情報はどんどん出せるような仕組

みをつくっていっていただきたいと思っておりま

す。

《小林》

　どうもありがとうございました。

　それでは杉山さん、いかがでしょうか。各、いろ

いろな地方も広く御存じのようですけれども、地方

でそういったことで先進的なところがあるのか、も

しくはどういったプライオリティーで進めている

のか、もしも御存じだったら、教えていただけませ

んか。

《杉山》

　いろいろなコンピューターを見ればあるのです

けれども、この間たまたまですけれども、１０年来

とっている初心者入門のための「日経パソコン」と

いうパソコン雑誌があるのですが、その中に「Ｅ都

市」というものがありまして、福生市も載っていま
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した。コンピューター化、ＩＴ化された都市の中で

福生市が何番かなというもので、１番が三鷹市で、

全国単位ですけれども、とっている人は見たかもし

れません。つい先月の中ぐらいですけれども、福生

市は何位かなと思って気になっていたものですか

ら、アンケートですから、余り大したことはないと

思うのですが、それでも気になって見ると、福生市

は全国で４７７番、東京で３８位ですね。２１区２

１市、４２の中の３８位というようなことで、だか

らっていけないということではないのですけれど

も、下にまだ羽村市とかあきる野市がありますので、

そんなに心配することはないと思います。（笑い）

近くでは、すぐ上に国分寺市、国立市、日野市がい

ますけれども、そのあたりくっついていますから、

大体横並び、一線かなという気がしますね。

　多分、アンケートで取ったのだと思うのですが、

そういう全国のものがありまして、どの程度、ホー

ムページを開いているかとか、庁内のパソコンのグ

ループウエアを使っているかとか、情報化の計画と

か、そんなもので、とりあえずＩＴ化を進めている

というランクには載っているということですので、

そんな発表があったので、つい気になって見ていま

した。

　もう一つ、市がどんな情報を発信するかというよ

うなこともあるのですけれども、今おっしゃったよ

うに、いろいろな、議事録も含めて公開というのは、

いいとは思うのですが、私はいつもホームページを

見たりインターネットを使っているのですが、大変

気になりますのは、やはりハッキングが大変気にな

ります。技術的にも、私自身は個人的に大変、興味

があるのです。興味はあるけれども、私はやりませ

んけれども、技術的な興味は大変あります。

　やはり発信するときに、それがＰＤＦだとか、そ

ういうグラフィックな形になっていて公開される

のなら、改ざんされる恐れはありませんけれども、

今、ホームページのＨＴＭＬの言語で書かれたりす

ると、改ざんされる可能性はめちゃくちゃ多いわけ

ですから、毎日職員が１日３回、改ざんされていな

いかチェックをして、常時、最新のホームページと

自分のところの置いてあるのとを見比べて、改ざん

されていないかと。特に数字とか、そういったもの

をやはり悪意を持って意図的に改ざんしようと思

えば、福生市は皆さんに得する情報として発信して

いるのに、その数字のところをちょっと書きかえて

２～３日放っておいたら、その間に何人の方が見る。

　そういう可能性としては、今は可能性としてはあ

りますし、ごくごくそれは、すごく難しい技術では

なくて、そんなに大した技術ではなくてできると。

ちょっと勉強した人だったりすると、すぐできると。

ただ理性があるかないかの差だけですから、そうい

う意味では、その情報を公開するときの形式といい

ますか、そういったものが、写真とか、そういった

部類での方法だと改ざんの余地はないわけですの

で、そういったものも一つの方法かなというふうに

思っています。

《小林》

　どうもありがとうございました。

　やはり情報公開すべきかどうかと迷ったときに

は、すべきものはすべき、要するに議論は公示すべ

きという考え方だと思います。話が飛ぶようですけ

れども、福生市商工会でも去年、実は４０周年の記

念式典がありまして、そこで商工会の活性化論文と

いうものを募集したのです。３７編集まりまして、

大学とかシンクタンクとか、かなり優秀な方が集ま

りました。そこで優勝者の方には１００万円、準優

勝は５０万円とありまして、１位、２位、３位の方々

を含めて９位の方々までの論文を、今、実はホーム

ページで発表しているのです。商工会にはホームペ

ージはあるのですけれども、あそこは一つ更新する

ごとに、何かすごくお金を取られてしまうので、今

は大多摩ハムのホームページの隣でやっているの

ですけれども、でも、それでも１位の論文だけでも

１カ月に７００人は読んでいるのですね。黙って読

んでいるのです。別に見られて困るわけではないの

ですけれども、お金も払っているものだから、これ

はやはり隠した方がいいよという議論もあったの

ですけれども、しかしながら、みんなで議論しよう

よということで、今、公開しているわけです。こう

いった流れかなという感じがします。しかし、ああ

いう膨大な論文も、初めからデジタルで応募してく

れたからできたのであって、あんな何百枚もの論文

を手で打っていたら、もう全然追いつかないですね。

　それが恐らく、その状態が今、福生市役所だと思

うのです。もう膨大なデータがある、それでまた今

までに膨大な議論がある。それをどこから手をつけ

ていいかという、そういった部分が本当に神のみぞ

知るということだと思うのですが、そのあたりのプ

ライオリティー、優先順位は多分めいめい違うと思

うのですけれども、そこについて何か御発言、御意

見があったら、ぜひお聞かせいただきたいのですが、

よろしくお願いします。

《Ｂさん》

　長沢のＢと申します。実は、さっき手を挙げろと

おっしゃったのですけれども、私、今現在はもう退

職していまして、ちょっとその反動で、自分のホー

ムページも何もつくらないで静かにしています。

　と申しますのは、今、先生方もおっしゃったよう

に、たまたま私、皆さん、御存じの方もありますけ

れども、横田基地にもう４０年も勤めていまして、

コンピューターが入ったその日から仕事にコンピ

ューターを使っていました。

　それから、先ほどどなたかからのお話で、Ｅメー

ルなんか、もう何ていいますか、朝、仕事が始まる

前ですね。とにかく仕事が始まる前に全部読みまし

て、これはほとんど世界中から来ていますけれども、

読みまして、それでそれらに対する大体のこちらの

リアクションというか、答えをつくっておきますね。

そうしますと、もう恐らく仕事にならないほどたく

さん、朝９時か１０時までに読まないといけないの

です。私が言ったわけではないのですけれども、ア

メリカ人の言うのには、これはガーベイだと。すな
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わちごみだと。こんなのは全部読んでいたのでは、

お前、仕事にならないよと。でも読まないと、その

中にはいいものもあります。こちらに関係する仕事

もありますからね。

　そのほかに、Ｅメールのほかに、先ほどおっしゃ

っている、これはこういう仕事に関する情報をアメ

リカからとか、まあ日本からも、とりますね。これ

また膨大で、自分の欲しくないものがいっぱいある。

またガーベイですよね。前原先生に悪いのですけれ

ども、そういう取捨選択といいますか、そういうこ

とをしていますと、本当の仕事ができなくなってし

まうのです。

　それが、今、乙津先生もおっしゃった、入れる方

がよく考えて入れてくださったのでしょうけれど

も、一体誰に向けているかというと、みんなに向け

ているでしょう、めったやたらと。そうすると、選

ぶ方にしてみれば、全部読まなければいけない。こ

れはどうでしょうかね。

　そんなことで、ある意味では疲れ果てて、このご

ろコンピューターを見るのも目が疲れます。それか

らもう一つ、コンピューターを使う方はコンピュー

ターに頼って、もちろんワープロでもそうですけれ

ども、大変偉い方でも同音異語がいっぱい入ってき

ますね。昨日、おとといですか、私は東京の方で先

生方と同じような方とお会いして、子どもたちが、

子どもたちといっても青少年ですけれども、これか

らアメリカ人とオリエンテーションするのに、先生

が書類をつくってくれているのです。その先生がコ

ンピューターを使って、「意義がある」と書いてい

るのですよ。「異議があったら」というのに、それ

は異なる議ですよね。それを「意味がある」の「意」

と書いている。「あ、先生、ちょっとおかしいので

はないですか」と。工学系の先生は、そういう先生

がよくいらっしゃいますね、悪いけれども。（笑い）

　そんなことで、先ほど読売新聞とおっしゃった。

読売新聞、それから朝日では覚えていないですけれ

ども、産経あたりは、何しろ時々、もう吹き出すよ

うなものがありますね。そんなことで、コンピュー

ターとかワープロを信用し切って仕事をなさって

いる方に、吹き出すような間違いがよくあります。

ですから、私、そういうことでも、コンピューター

をなさっている方はすごく偉く見えるのです、私に

は。ですけれども、ある時、何だ、こんなことをし

ているではないかと、（笑い）そういうわけです。

《小林》

　どうもありがとうございました。

　確かにコンピューターは便利ですけれども、いろ

いろなごみが多いですよね、ネットでもね。ですか

ら今、多分、検索エンジンの中でも、そういうごみ

を余り拾わないところがだんだん淘汰されて残っ

てきている。ロボット系だったらＧｏｏｇｌｅとか、

もしくは人力系だったらＹＡＨＯＯとか、そういっ

た淘汰が進めばもう少しよくなるかなと思います。

　あと、ごみメールは、ちょっといっぱいで困って

しまいますよね。ましてや英語でもらうと、私なん

かは読むのに時間がかかってしまうので困ってし

まうのです。

　それから、コンピューターに頼り過ぎるというの

もやはりありまして、電源が抜けただけでも、本当

にバーンと大変なことになってしまいますしね。そ

ういったことでもって、余り頼ってはいけないとい

うのは本当によくわかると思います。

　さて、ほかにも御意見のある方はいらっしゃいま

すでしょうか。はい、どうぞ。

《Ｃさん》

　立ってうろうろしているのは、ちょっと腰が悪く

て、このいすは後ろへ少しひっくり返っていますで

しょう。私はちょっと腰を痛めていて、このいすは

腰を痛めている人には悪いという（笑い）、まあそ

れは単なる話でありまして、Ｃと申します。

　今、Ｂさんのお話を伺っていて、前原先生は御承

知のとおり、私、理学系の化学をやっておりますが、

工学系の論文が多いのですけれども、（笑い）そう

いった、要するに仕事をする上でいろいろな情報を、

すなわち文献を検索しなければいけない。そうしま

すと、実はほとんどが有料でございまして、１本の

論文当たりえらく高いのです。そこでキーワードと

いうものがあって、そのキーワードはたくさん入れ

れば入れるほど精査されて出てきます。

　そうすると、きょうのフォーラムで必要なことは、

私ども市民にとって欲しいものは何かというキー

ワードをお互いにたくさん出し合うといいのかな。

そうすると、市はどれを優先してつくっていったら

いいか、それでそのうちに、非常にマニアックな市

民が欲しい情報もできるようになると。要するに、

市のお仕事が優先順位をつけてやれるかなと。その

あたりを前原さんあたりが少しリードしてくれる

といいかなという提案も含めて、きょうは皆さんか

ら逆にキーワードを少しいただければいいのかな、

なんて思いました。

《小林》

　どうもありがとうございます。前原さんはちょっ

と取っておきまして、（笑い）何かそういうキーワ

ード、もしくは、これからこういうところをもうち

ょっとやってほしいとか、せっかくですから、どん

どん御発言いただきたいと思いますけれども、何か

ございますでしょうか。こういったものを電子化す

べきだ、こういったものを公開すべきだ、こういっ

たものから手をつけるべきだ。予算も人員もかけら

れていますから、この際、皆さん、いかがでしょう

か。

　では、前原さん、いきますか。そういったことで

はいかがでしょうか。公開もしくは、そういう電子

化のプライオリティーの話でございますけれども。

《前原》

　私は行政の方はよくわかりませんので、学校の方

でいつも仕事をしておりますので、大学の方で。で

は情報化といったときに何から手をつけ始めてい

るかということを、ちょっとお話しさせていただき

たいと思います。
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　まず情報化を使って、つい４年前ぐらいから、私

は早稲田大学にいるのですけれども、慶応大学と衛

星回線で結びまして、講義を同じ時間に早稲田側と

慶応側で先生を立てて、それで衛星回線ですね。実

際には東京と横浜なので、余り衛星を使う意味はな

いのですけれども、そこで授業の交換をして、リア

ルタイムで同時にやったのですけれども、すごく学

生には好評だったのです。

　どういう点で好評だったかと申しますと、まずは、

すごく競争意識が沸いてくるようですね。同じぐら

いの年代の人が、例えばほかの大学でどういう講義

の受け方をしていて、どういうところに興味を持っ

て、どういうところに質問が行くのかとか、どうい

うところが一番興味の点なのかというところが、村

というか、そのグループを共存することによって、

すごく活性化するというのがありまして、これも一

つの情報化のメリットなのかなと思いました。

　あと、学校で一番重要なのは、市の行政の中で何

を公表するかというところと似てくるかもしれま

せんが、成績というものが、学校では学生の成績を

管理するというのは極めて重要なことでございま

して、その成績というものも、これまでというのは

紙の答案を書いて、そして先生によってはどういう

評価方法をして、どういう点数のつけ方をしてとい

うところが、先生個々に違っていたり、先生個々に

それを公開しなかったり、したりというところがあ

ったのですね。

　ところが、情報化、電子情報を使うと、それが結

構簡単に、プライバシーを守るところは守って、そ

の成績を公開するところはどんどんどんどん公開

すると、すごく逆に勉強する、やる気が沸いてきた

とか、あと、これから自分の努力目標が出てきたと

かということがございました。

　やはりどういう、先ほどの話でもございましたよ

うに、やはり何を優先してやるかというのが、学校

でいったら、多分、その学生の成績というものが一

番、トッププライオリティーで来ると思うのですけ

れども、では、市にとって、その下に市民がいるわ

けで、どういう情報を、みんなではなくて、白書と

かそういうことはみんなに公開すべきですけれど

も、逆に個人個人、１対１でどういう情報を市民が

欲しくて、そして市から何ができるのかというもの

を考える方法もあるのかなと思ったりいたします。

《小林》

　どうもありがとうございました。

　大変、奥行きの広い話でございますけれども、き

ょうはこれをきっかけにいたしまして、また皆さん、

自由にお考えいただいて、こういった分野、一番、

市の方も必要な情報でございますので、また別の機

会にどしどし出していただきたいと思います。

　３番目のテーマに入りたいと思いますが、いろい

ろとここにいらっしゃる専門家の方々と話をして

いますと、恐らくこれが一番大事なのではないかな

という話になってきました。

　私なんかは余り詳しくなかったので、便利だ便利

だと、そちらの方で喜んで使っていましたけれども、

さっき控え室で話を伺っていましたならば、大体の

情報はもうマイクロソフトとか、あちこちに行って

しまっているのだよと。情報はもうバレバレなのだ

よと言われて、ああそうか、私がどこを見たかもバ

レバレなのだなと思いまして、ちょっと泡食ったの

ですけれども、そういった個人情報といいますか、

中身が随分筒抜けに出ていってしまっている部分

があるようでございます。

　そのあたりをわかりやすく、杉山さん、お話しい

ただけますでしょうか。セキュリティーの問題から

お願いいたします。

《杉山》

　パソコンを使っている方もたくさんいらっしゃ

るとは思うのですけれども、セキュリティー、ほと

んどの方が、９割以上がマイクロソフトの「Ｗｉｎ

ｄｏｗｓ」というソフトを使ってパソコンをやって、

それでなお、インターネットをやっているというの

が多いのだと思うのですけれども、だからこそ、私

ももう５～６年前ぐらいからパソコンの導入のお

手伝いをしたりとか、相談に乗ってあげたりとかし

ていましたけれども、その前のベーシックＭＳ－Ｄ

ＯＳのときにはちゃんとユーザー登録して、そうし

ないとサポートも受けられないし、バージョンアッ

プのお知らせも来なかったものですから、ちゃんと

私もＭＳ－ＤＯＳのときにはユーザー登録したの

ですが、Ｗｉｎｄｏｗｓになってからは一切、ユー

ザー登録をしたことがないのです。

　それと同じように、私、何十人もの方とコンピュ

ーターを一緒に買いに行ってやっても、ほとんどの

方はもうＷｉｎｄｏｗｓが入っているパソコンは

ユーザー登録しない。では、どうすることになった

かというと、今、一番新しいＷｉｎｄｏｗｓのＸＰ

については、ちゃんとユーザー登録をやらないとコ

ンピューターが動かないようにしてしまおうでは

ないかという発想がありまして、ユーザーの囲い込

みもそうなのですが、いわゆる認証方式というもの

があったというふうに承っているのですね。ユーザ

ー登録がないから、どんな方が何を使っているかわ

からない。でも、とにかくコンピューターとソフト

だけは売れていると。

　それがほとんど、例えばインターネット、私のと

ころのホームページもそうですが、インターネット

の来たときに、一応どんなＯＳを使っているのか、

それからそのＯＳのバージョン、それからいわゆる、

皆さんインターネットエクスプローラーだと思う

のですが、いわゆるブラウザと称するソフトはバー

ジョンのどの程度のものを使っているのかとか、そ

れはもう普通に、何ていうのですか、こういうふう

にコマンドを書いたら、それは全部できますよとい

うふうに公開されているものですから、そのぐらい

までは何の知識もなくてもデータとして取れるよ

うになっているのです。そうすると、きのう見た人

のほとんどのＯＳは何だったろうかというふうな

ことがあります。

　だから、それから思うと、皆さんがコンピュータ

ーを買うと、例えばきょう買ってきてコンピュータ
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ーをやられると、名前を入れてくださいと。杉山行

男と入れます。これはもともと、もう０４２管内に

住んでいる杉山行男さんと調べてやれば、そこそこ

ピックアップで出てきますから、そうすると、その

程度までのコンピューターにいったん登録したま

でのものは、すべてネット経由で全部収集されてい

ます。これは収集してもいいというところをクリッ

クして、ＯＫをしていますので、ただ、それをよそ

に流したりとかしないということになっていて、流

したり悪用はしないということになってはいます。

悪用さえしなければ、自分の情報が流れることはな

いと思ってはいいのですが、ただ、ユーザーの許可

は一応得ているのですけれども、ユーザーが知らな

いということがまず大きなところです。やはり使っ

ている人が知っていればいいのですけれども、知ら

ないということが現実にあるものですから、やはり

それはきちんとしたほうが良いでしょう。私のパソ

コンの仲間も含めて知り合いは、コンピューターの

中には個人を特定できるような名前を入れないと。

ＡとかＢとか、１とか２とか、私の名前は１とか、

そういう記号しか入れないというふうに、もう周り

では当たり前になっています。ただ、インターネッ

トにつながないパソコンについてはいいのですけ

れども、電話回線でインターネットにつないだとき

には、そういったところは非常に、自分が気をつけ

なければいけないと。そういうところまで、誰も雑

誌にも書きませんし、どこも書いていないので、言

っていいのかわからないのですけれども、やはり自

分で気をつけなければいけない部分がある。

　それは必ず向こうに行っていると思って間違い

ないですし、私ども、音楽ソフトも買っているので

すけれども、その音楽ソフトも、どういう音楽をあ

なたが聞いているか知りたいので、とっていいです

かと。それはちゃんとメッセージが出ましたので、

それは全部ガーッと中をやって、全部、絶対に行か

ないようにしたのですが、平気で音楽ソフト「ＭＰ

３」というのですか、展開して聞いたりするのです

けれども、あなたがどういう傾向の音楽を聴いてい

るか、収集のためにとっていいですかという。いい

ですかといって、間違ってクリックしたら、私がど

ういう系統の音楽を聴いているかというのが、全部

そのソフトをつくった会社に行くと。

　だから、それが当たり前にできるようになってい

るということです。基本的にはそういうことができ

るというふうになっていて、ユーザーがそこに名前

とか、そういうことを止めることが、かなりの部分

で厳しいということは現実です。だから、そういう

ことがある

のだというのを知った上で、やはりインターネット

を楽しむなりする方がいいことです。

　あと、マイクロソフトの悪口を言うと怒られます

けれども、特に「アクティブＸ」というソフトがあ

りますので、これはもう無効にすると。もう黙って

無効です。とにかく無効にすると、とりあえずは遠

隔操作が一応されなくなるというのは基本的なこ

とですので。それがなくても、普通にインターネッ

トを使う分には全く問題なく使えますから。ただ、

ソフトをバージョンアップしたりするときには「ア

クティブＸ」がないとできませんので、そこの部分

は「アクティブＸ」を有効にして、終わったらまた

無効にすると。私は、インターネットエクスプロー

ラーは使っておりませんので、メーラーもまた別に

有料の別なメールソフトを使っています、そういう

こともあるということなので。ただＷｉｎｄｏｗｓ

パソコンを買って、そこについているものを無条件

で黙って使うということは、やはり避けた方がいい

のかなと。このインターネットが常時接続の時代に

なってきたら、避けた方がいいというのが私の意見

です。

《小林》

　どうもありがとうございました。確かにそうなの

ですよね。インターネットをやっていて、コンピュ

ーターをやっていて、匿名でやっているつもりが全

然匿名ではなくて、あちこちに証拠を残していって

いるのですよね。

　先ほど、うちにもホームページがあって、何ヒッ

トあると言いましたけれども、そのヒットも、どこ

から来たかというのはやはりわかるのですね、ログ

を見ると。そうしますと、例えばＹＡＨＯＯから検

索してきたなというのがわかりますし、あと例えば

「ｔａｍａｊｉｍａｎ」なんてあると、あ、石川さ

んから来たとか、何かあったら売るよとか思うので

すけれども、そういうのはわかるのですよね。それ

は、本人はそこに種をつけているつもりはないのだ

けれども、やはりわかってしまうのです。

　例えば、ＹＡＨＯＯのオークションなんか、私も

見るために登録したのですけれども、２回目にＹＡ

ＨＯＯを開くと、「こんにちは、小林さん」とバー

ンと出るのですね。それが何か恐ろしくて、私は匿

名でいっているつもりだけれども、わかられてしま

っているなという感じでね。何もできないなという

感じで、もうそれから、そこはやめましたけれども、

その後よく調べたら、自分のパソコンの中に実は種

があって、クッキーといってそこを消せばよかった

のだけれども、結構まめに消していますけれども、

やはり見にいったところからどんどん伝わってい

ってしまうので、そういったことをしないと、どん

どんどんどん種をまいていってしまう。大変勉強に

なったような、怖いような、そういった思いがあり

ました。

　そのあたり、乙津さんはいかがでしょうか。セキ

ュリティー部門の専門家でいらっしゃいますから。

《乙津》

　怖いですね、本当に。

　今、私は特に反対するわけではないのですが、８

月５日か何かに国で住民基本台帳の大々的なネッ

トワークを始めるの始めないのともめております。

福生市の方でも、実は個人情報保護条例の方で検討

がされたのです。でも、国というのは非常な力を持

っていまして、全国の仕組みを国が考えたから、そ

の末端である市町村の行政は従わざるを得ないよ

うな状況に追いやられてしまうのですね。
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　たまたま担当の方もいらっしゃるので、余り言い

たくはないのですが、何かやはり表向き、こういう

方策を打っているから大丈夫だと国も言うし、市の

方もそのように答弁なさるわけなのですが、あれ、

よくよく考えますと、非常に危険、危険という言い

方は悪いですね。きょうのテーマから反するように

なってしまうのですが、今、超党派で反対しようと

いう国会議員の集まりとか、始まっているのですが、

やはり国で全国民の情報を統合しようというのは、

やはりこれは、戻ってしまいますと。戦時中の統制

の方向に向かわないという保証はなくなるわけで

すね。

　福生市の方でもコンピューター間をつなぐのは

禁止されているのですが、これに関しては仕方なし

で、今、つなぐ準備をしているのですけれども、そ

のとき国が言ってきたのは名前と生年月日と何と

か、四つぐらいの項目だけだったのです。それをま

た、まあつぶれはしましたけれども、１０項目ぐら

いふやそうと。そこを変えれば、国の方で幾らでも

情報を取り出せるわけですね。

　住民基本台帳といいますのは、管轄元であるのは

市なわけですね。ですから、そのときも市長に申し

上げたのですが、もし福生市の住民の情報が国から

漏れたら、責任者は福生市長になるのですよと。こ

れまた変な、変なかどうかわからないのですが、国

の方は知らないよと言えるような仕組みだと私は

思っているのです。

　さらに、この間、新聞を見て驚いたのですが、そ

れに使うＯＳが、何と、先ほどからのあの悪名高き

マイクロソフトさんのＯＳを使うと。何が悪いかと

いうと、マイクロソフトというのはこれだけ台数が

売れているから、非常に強く出ているのかどうかわ

からないのですが、中身が全然周りにわからないの

ですね。専門用語でいいますと、実行形式のプログ

ラムを皆さんにお渡ししている。要するに、その元

のソースプログラムは社内に抱えて公表しないわ

けです。ですから、さっき杉山さんがおっしゃった

ように、マイクロソフトがお客さんにＷｉｎｄｏｗ

ｓを売りました。そのマイクロソフトが自分の中で

ネットワークにつないだときに、そのＯＳが全部情

報を自動的に送ってくれるかもしれないのですね。

それを全然、我々はわからずに使っているわけです。

ですから、そういうアメリカの一企業がつくったＯ

Ｓを国家的プロジェクトに使うなんていうのは、ま

さにこれはおかしな話であって、裏で何かあったの

ではないかというような気もしてもいいぐらい。

　世の中、もう一つの対抗馬でありますＯＳ、ＯＳ

といっても、まあおわかりにならない方がいらっし

ゃると思うのですが、Ｗｉｎｄｏｗｓみたいなもの

だと思ってください。計算機を動かすソフトウエア

です。それに昔からサンシステムズが使っているソ

ラリスとか、ただで今、皆さんで開発しているＬｉ

ｎｕｘとか、いろいろあるのですが、それらは今み

んなソースコード、ソースプログラムを公開してお

ります。

　ですから、例えば、変な話ですが、新聞に載って

いたのですけれども、日本とアメリカが、戦争まで

いかないにしても、そういう統制がされた。実は、

皆さん御存じかどうか知らないですが、きょうは出

ませんでしたけれども、暗号というものがあります

ね。真珠湾攻撃のころから「暗号」という言葉は有

名だと思うのですが、その暗号の技術というものは

非常にどの国も競って開発しております。特にアメ

リカは非常に金を注ぎ込んで暗号化の技術を開発

しております。つい最近まで、その暗号化の技術は

米国以外には出してはいかんという仕組みになっ

ていたわけですね。ですから、アメリカの中の、Ｗ

ｉｎｄｏｗｓとは申しませんが、ネットワークを流

れるのは、非常に頑固な暗号で流れることができる

のですが、いざ、アメリカから外へ行く電文はそれ

がつけられない。つけたところで、日本で受けても

解読できないということですね。ですから、もしそ

ういうところでアメリカが統制をかけてきたとき、

国がプロジェクトとして動いているシステムがど

うなってしまうのだろう。もっと裏から考えますと、

では、日本でそういうシステムをつくるらしい。で

は、こういうことを仕組んで出荷してしまえという

こともできないとも言えないわけでね。こういうの

をこういう場で言っていいかどうかわからないの

ですが。

　そういう意味でも、これからはベーシックな部分、

一番核の部分のソフトウエアというのは、もうオー

プンにすべきではないかという方向に向かってお

ります。企業の方も、それだけやろうという企業は、

ほとんどそちらの方向に、今、向かいつつあります

ね。

　セキュリティーというのは、先ほどもちょっと申

し上げたのですが、仕組みからいっても非常に大変

ですし、何よりも何をやられているかわからないと

いうのが一番の問題だと思います。

　マイクロソフトのＷｉｎｄｏｗｓが悪いと私は

言っているわけではなくて、あれだけの台数を売り

上げて、これだけ便利になった、それだけの貢献度

は高いと思うのですけれども、それだったらもう少

し、情報公開ではないですが、こういうことはやっ

ていません、まあ言われてもわかりませんけれども

ね。ソースコードを出されたところで、紙に印刷す

ればこんなになるでしょう、きっと。そんなもの片

っ端から見るというわけにもいかないことは事実

なのですが、あるとないのとでは全然違うと思って

おります。

　セキュリティーに関しては、余り心配し過ぎても

使えなくなりますし、いいツールもできていきます

ので、便利さの方を本来は追求すべきだと思います

ので、よろしくということはないのですが、余り御

心配にならないように。ただ、裏ではそういうこと

がされているかもしれない。

　それは、このネットワークの世界だけではなくて、

例えば、なぜセブンイレブンがあんなに広まったか、

コンビニエンスストアが広まったか。彼らは非常な

苦労をしているわけですね。私はセブンイレブンの

システムをやったわけではございませんので、よく

はわかりませんが、よく皆さん、スーパーなんかは

メンバーズカードというものを勧めますよね。なぜ
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だと思いますか。非常にコストがかかって、何％割

引をしてまでもあれの会員をとりたいという理由

が向こうにはあるわけです。

　流通の関係の方には失礼かもしれないのですが、

あれは、そのカードに申し込むときに、必ず名前と

生年月日、性別、下手すると趣味まで書かされる場

合もあるのですが、要するに、そのカードを使った

のは何歳の男性か女性か、どういう方かという情報

が入るわけです。ですから、それをレジに通します

と、何時何分に何歳の女性がこういう買い物をして

いた。要するに、この店では統計を取りますと、こ

ういう方がこういう買い物をする率が高いという

のが、全部、毎日集計ができてしまうわけですね、

自動的に。それで、そういう品物だけを置くように

なるのですよ。

　素人にはちょっとわからないかもしれないので

すが、福生駅のところのセブンイレブンと南田園の

セブンイレブンは、多分、並んでいる品物が違うか

もしれません、細かいレベルでは。そういう営業を

して、あれだけ大きくなれるのです。ですから、個

人情報、非常にそういう面では使われている。

　それから、私は今だＪＲで通っているのですが、

「Ｓｕｉｃａ」の定期カードは使っていません。あ

の「Ｓｕｉｃａ」のカードは、御存じの方もいらっ

しゃると思うのですが、ＩＣカードといいまして、

中に結構な情報が入るのです。そこにもちろん名前

と生年月日、年齢、男女、区別がつきます。改札機

を通ります。一見便利ですね。全部それは読みとれ

るのです。ですから、名前まで読むのですよ。何の

誰べえが何時何分に何の駅の何番改札を出たとい

うのを、やろうと思えば全部記録できてしまう。Ｊ

Ｒの方がいたらごめんなさい。やっていないと思う

のですけれども。（笑い）

　さらに悪いことは、ＩＣカードというのは、今、

タッチすればいいと言っていますね。あれは、前原

先生は御存じだと思うのですが、ある意味では電波

を出しているわけですから、タッチなんかしなくて

も読み取れることもできるのだそうです。というこ

とは、今、警察が、警察の方はいらっしゃらないと

思いますが、（笑い）いろいろな道路にナンバーを

映す、何ていうのですか、あの仕組み。そこらじゅ

うにありますね。あれは犯罪捜査に使うと言ってい

るのですが、しかも記録はしないという約束でやっ

ているのですけれども、実は裁判にあれは証拠とし

て出ていますね。ということは、口約束なのか、条

例で書いてあるのか知りませんけれども、要するに、

誰の誰べえの車、乗っている人までは撮りませんが、

この車が何時何分、どこの道路のどこを通ったとい

うのが全部調べられますし、メモっておけば、さか

のぼっても調べることができる。

　ですから、何ていうのですか、その便利さは確か

なのですが、自分の行動を全部記録されてしまう、

その恐ろしさも裏腹にあるというのは、親しむテー

マには非常にそぐわないのですけれども、心に置い

ておかれた方がよろしいのではないかと思います。

　私の家内が社会福祉協議会の方で目の不自由な

方のためにパソコン教室を開いております。今、目

の不自由な方が、非常にやはりメールだとか、こう

いう情報処理に興味を持っておられまして、どんど

んメンバーが増えているようなのでございますけ

れども、果たして目が不自由でどうしてパソコンを

使われるのかなと私も思ったのでございますけれ

ども、実は全部画面を読み上げるのです。そのよう

な仕組みができております。

　専用のソフトがありまして、お使いの方がいらっ

しゃると思うのですけれども、「駅すぱあと」とい

うソフトでございまして、例えば明日、福生に住ん

でいる方がどこどこへ行かなければいけないのだ

よと。例えば麻布十番。麻布十番なんて言われたっ

て、どこに行っていいか、さっぱりわからない人が

いらっしゃるのではないかと思うのですが、要する

に福生駅から麻布十番まで行きたいのだけれども、

どう行けばいいのだというのを調べてくれるソフ

トでございます。

　例えば青梅線で立川へ行って、中央特快で四谷へ

行って、南北線に乗って麻布十番だと。時間が大体

１時間２５分かかると。電車に乗っている時間は５

６分で、乗りかえとか待ち時間は２９分、値段は８

５０円だと、即座に出てくるものです。

　いろいろな経路がございますので、それを全部拾

い出してくれるわけですね。値段と時間を比べなが

ら決めればいいわけなのですが、そのソフトのすご

いところは、例えば、きょう何時に麻布十番に行か

なければいけないのだよと。では福生駅を何時に出

たらいいのというのを出しますと、何時何分発の青

梅線に乗ればいいというのまで出してくれるわけ

です。

　それを使うと、分厚い時刻表を見なくてもいいで

すし、大まかに決めて今までは行っていましたよね。

そんなのをしなくていいと。あと定期券は幾らだと

か、全部出るのですよ。日にちを入れると、ちゃん

と土曜日の時刻表になったり、日曜日の時刻表にな

ったりもしますし、時刻表を出したければ、例えば

福生駅の時刻表を見たいというと、ちゃんと出てま

いります。

　他にも地図のソフトなどがありまして、非常に細

かいところまで見ることができるものもあります。

車なんかですと、ナビゲーターが付いていますが、

あのようなイメージを持っていただければよろし

いかと思います。

　それからもう一つお話したいのは、先ほど申し上

げた目の不自由な方用に音声がでるソフトがござ

います。それを使えば、送られてきた文章などを、

目の不自由な方がちゃんと読めるわけですね。操作

の仕方も全部読み上げます

　インターネットのホームページも、そういう指針

がございまして、こういうルールにのっとってつく

ると、きちんとこのソフトで読めるというのが、実

は決まってございます。ですから、福生市のホーム

ページもぜひその指針にのっとっていただければ、

目の不自由な方もきちんと読めるというわけです

ね。

　ちょっとお時間もございませんので、一番初めの

話題の便利さという面からいいますと、もうここま
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で個人用にできているということですね。

　この中でパソコンをまだ本格的にお使いでない

方がいらっしゃったら、そんなことまでできるのだ

ということで、ちょっとお話させていただきました。

《小林》

　どうもありがとうございました。

　何か安全性の話から利便性の話に、また、お願い

したわけでございますけれども、まずセキュリティ

ーの問題ですね。これはやはり、もう切っても切り

離せない。先ほど包丁の話、ダイナマイトの話をし

ましたけれども、より便利なもの、より利便性の高

いものは、使う側により大きな責任が求められると。

また、より高い道徳性が求められるというものです

ね。しかしながら、その安全性さえみんなの英知を

結集してクリアしていけば、これはないよりも絶対

にあった方がいい。このようにして、いろいろな体

の不自由な方も助かる部分がありますし、また我々

も便利な部分がいっぱいあります。したがいまして、

我々はもうすぐ、恐らく「鉄腕アトム」の時代を迎

えると思うのです。コンピューターを上回るロボッ

トですね。でも、やはり最終的に求められるのは、

我々人間一人ひとりの道徳ではないかなというこ

とを、きょう私は感じました。

　以上、つたない司会ではありましたけれども、こ

れをもちましてフォーラムを終了します。どうもあ

りがとうございました。（拍手）

《市長》

　こういう話になると、幾ら時間があっても、恐ら

く話が終わらないだろうなという感じになってま

いりました。

　きょうは特にコメントしませんけれども、この後、

こういう人が福生にいて、こんなことをやっていて、

いろいろ何かあったときには聞けばいいやという

ようなことがわかれば、それがこれからの、いろい

ろな形がつくられていく一つの財産になるのでは

ないかと、そんな思いがいたしました。

　今後もいろいろなことを具体的な問題として聞

いたり、あるいは研究したり、話したりしていかな

ければいけないことがあるのではないかなと、その

入口の話でございました。きょうは小林さんと乙津

さんにコーディネーター役をお引き受けいただき、

それから話題提供者として杉山さんと前原さんに

いろいろなお話をいただきました。４人の方々に心

から感謝を申し上げて、最後は拍手で終わりにいた

したいと思います。

　どうもありがとうございました。（拍手）

　　　　　　　　―　終了　－


