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1.超高齢社会の到来 

高齢化率＝65歳以上の高齢者の割合は、
23.4%（2013年1月1日現在） 

 2035年：33.4％→ 2060年には39.9％ 

 国民の約2.5人に1人が65歳以上の高齢者、現役世
代1.2人で1人の高齢者を支える社会が到来 

 100歳以上が5万4千人！（≒逗子市5万8千人） 

高齢化の都市部への広がり 

 2040年には全都道府県で高齢化率が３割超 

 2010年→2040年で、65歳以上人口の割合が1.4

倍以上に増加するのは埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県、愛知県、滋賀県、沖縄県 
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1-1.65歳以上の増加数が多い都道府県 

2010年 2040年 増加数 

東京都 267.9万人 411.8万人 143.8万人 

神奈川県 183.0万人 291.9万人 108.9万人 

埼玉県 147.0万人 220.2万人 73.1万人 

愛知県 150.6万人 221.9万人 71.3万人 

大阪府 198.5万人 268.5万人 70.0万人 

千葉県 133.9万人 195.6万人 61.7万人 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2013年3月推計）」 

2040年で高齢化率No.1

の秋田県は高齢化率
43.8%だが30.6万人 
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ジャマイカは、
総人口が 
約270万人 



2.高齢化によって生じる課題と対応戦略 

労働人口の減少 社会保障費の増大 

■生産年齢人口は、2010年→2060年
で54%減少の4418万人へ 

①元気で活き活きとした生活をするアクティブシニアを育成し、社会的
課題解決のために活躍してもらうと同時に医療・介護の支援が必要に
なる時期を遅らせる 

②個人識別ID、クラウド化された介護情報も含むEHR、AAL、ロボット
といったICTを活用することで、質は下げずに、医療・介護サービスを
徹底的に効率化し、社会保障費の伸びを圧縮する 

高齢化によって生じる課題 

■社会保障費は、2012年の110兆円
→2025年には144.8兆円へ 
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3.わが国における政策動向 

総務省「ICTが成長に与える効果に関する調査
研究報告書」（2012年3月） 

 医療・健康・介護分野でのICT化は立ち後れているが、
導入した場合には生産性を大きく高めることが可能 

厚生労働省、総務省、経済産業省等で取り組み 

 マイナンバー制度、医療等ID（仮称）と医療等情報中
継DB（仮称）、健康情報活用基盤構築事業（日本版
EHR）、どこでもＭＹ病院、シームレスな地域連携医
療、レセプト情報等の活用による医療の効率化、医
療・介護連携 
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4.スマートエイジングシティの構築 

公共インフラ 

情報インフラ 

交通インフラ 

個人情報マトリックス 

人間関係インフラ 

情報インターフェース 

国民ID EHCR クラウド 

「つながり」
を強化する

ICT 

アクセシビリティの
高いデバイスと 
アナログの融合 

個人情報を
蓄積し連携
させる基盤 
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4-1.公共インフラ－ユニバーサルデザインの街づくり－ 

車イスやベビーカー、障
害があっても移動しやす
い段差のない路面 

エレベーターやエスカ
レーターの適切な配置 

ユニバーサルトイレ、点
字ブロック、わかりやす
い案内板など 

7/17 



4-2.情報インフラ－いつでも、どこでもアクセスを可能に－ 

衛星による 
非常時通信の確保 

家庭 

オフィス 

病院 

介護施設 

公共施設 

無線ネットワーク 
（携帯電話、WiFiなど） 

光ネットーワーク 
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4-3.交通インフラ－ICTによるオンデマンドとナビゲーション－ 

街なかに設置されたタ
グとGPS機能により、視
覚障害者や車イス利用
者を目的地までの誘導 

必要なときに必要な場所
に迎えにきてくれる 
デマンド交通 

エレベータ・エスカレーターや
段差のないステップなどが 
整備された公共交通 

渋滞や通行止めの道路をより実態
に近い形でリアルタイムで知らせて
くれるカーナビゲーションシステム 
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4-4.個人情報マトリックス 
－個人情報を蓄積し連携させるクラウド型の情報プラットフォーム－ 

健康
情報 

基本
情報 

医療
情報 

介護
情報 

福祉
情報 

税 

情報 

教育 

情報 

0歳 

1歳 

60歳 

・・・・・ 

・・・ 

紙で保管さ
れているア
ナログ情報 

国民ID 

（マイナンバー）
による個人識別 

アナログ－デジタル変換により 
情報をすべてデジタル化 

デジタル－アナログ変換により 
必要に応じて紙で出力 
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・高品質な日本製福祉器具の導
入 

・個人に合わせた福祉器具のコ
ンサルティング機能の強化 
・先端的な介護ロボットの導入 

・スタッフによるきめ細かいサー
ビス 

・個人別の介護に関わる情報を
EHCRに蓄積・連携し、医療機
関と介護施設間の高齢者の異
動をスムーズに実施 

EHCR 
Electronic Health & Care Record 
 

高齢者介護施設 

ICチップ搭載 
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 

ユニバーサル 
コントローラー 

医療機関 

介護ロボット 

・電子カルテによる医療情報の電子化 

・生まれた時から、学校・会社での検診、
現在までの健康・医療情報をEHCRに
蓄積・連携 
・ICチップ搭載の社会保障カード個人
と医療従事者ＩDカードによる個人情報
のコントロール 

・投薬情報や次回の予約情報が個人
の持つデバイスに入り、自宅に帰り、
介護ロボットにかざすとスケジュールが
自動的に管理される 

必要があれば、予約に併せて、オンデ
マンドバスも予約され、自宅まで迎えに
くる 

携帯電話 
スマートフォン 

デマンドバス 
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EHCR 
Electronic Health &Care 

Record 
 スマートホーム 介護事業者／

ショートステイ施設 

介護ロボット 

・センサーにより転倒など非
常事態時の通報システム 

・介護ロボットによる日常見
守り（投薬管理、スケジュー
ル管理など） 
・ヘルパーによる介護サービ
ス提供情報をEHCRに蓄積・
連携 

・ボランティア派遣システムと
の連携 

ヘルパー 

・空いているシートステイ施設を予約
すると、予約情報が個人の持つデバイ
スに入り、自宅に帰り、介護ロボットに
かざすとスケジュールが自動的に管理
される 

・必要があれば、予約に併せて、オン
デマンドバスも予約され、自宅まで迎
えにくる 
・個人別の介護に関わる情報をEHCR
に蓄積・連携 

ICチップ搭載 
社会保障カード 

ユニバーサル 
コントローラー 

携帯電話 
スマートフォン 

デマンドバス 
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個人情報マトリックスに蓄積される情報の活用 

・行政サービスの対象確認
などがスムーズに行われ、
利用できるサービスを使い
やすくし、ワンストップサービ
スへ 

・高額医療費の還付などが、
自動的に行われ、一時立替
などがなくなる 

・身元不明の行旅死亡人を
医療記録の歯型や血液型な
どからの身元判定につなげ
る 

・東日本大震災のような災害
時の本人確認に医療記録を
活用する 

・EHCRに蓄積される情報を
匿名化した上で、統計調査
に利用することで疾病予防
の政策立案などに活用 

・調査対象者を固定して、時
系列で調査を実施するパネ
ル調査を、比較的に簡単に
実施できるようになる 
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4-5.人間関係インフラ－「つながり」を強化するICT－ 

認知症高齢者の徘徊を通
報された場合、街なかに
設置されたタグとGPS機
能により位置を把握、ボラ
ンティアシステムと連携。
ボランティア可能で、一番
近くにいる市民に連絡が
いき、保護してもらえる 

ひとり暮らし高齢者の異
常を感知するセンサーを
活用したAALシステムに
より、異常時にはボラン
ティアシステムと連携。ボ
ランティア可能で、一番近
くにいる市民に連絡がい
き、保護してもらえる 

アクティブシニアの育成と 
その組織化により、 

ボランティア人材データ
ベースの構築 

資格は持っているが現在は
仕事に従事していない潜在
的医療従事者・介護従事者
の人材データベースの構築 
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4-6.情報インターフェース 
－アクセシビリティの高いデジタルデバイスとアナログの融合－ 

ATMや自動券売機
などに向かい、自分
のニーズが登録され
た個人の持つデバイ
スをかざすことで、表
示される文字が拡大
したり、音声ガイドに
切り替わる 

食事コントロールが必要な市
民が、レストランでの食事メ
ニューに示された二次元バー
コード等を個人の持つデバイ
スで読み取ると、食材・産地・
カロリー等が記録され、自宅
で介護ロボットにかざすと自
分のEHCRに登録することが
できる 

デジタル情報をアナログ情報に
変換し、プリントアウトした紙など、
利用者の使いやすい形で提供を
可能するサービスセンター 

携帯電話 
スマートフォン 

コンピュータ 
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ユニバーサル 
コントローラー 
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5.さいごに 

日本で急速に進む高齢化は、わが国の問題だけ
でなく、世界各国においても懸案の課題 

 現在は人口増のメリットを享受しているアジア諸国にお
いても、今後、わが国と同様に高齢化の道を辿る 

高齢化先進国として日本が経験する様々な課題
は、多くの国々からも注目 

医療保険制度、介護保険制度等の社会保障制度
改革、地域コミュニティでの高齢化対応に加え、高
齢化という社会的課題を解決すべくICT分野で日
本が新しいモデルを構築していくべき 

 分野横断的な産官学によるオールジャパン体制が必要 
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アジア16カ国における高齢化・情報化・社会保障制
度によるグルーピング 

高齢化 

情
報
化 

 
日本 

第1グループ 
 
 

中国・韓国・台湾 
シンガポール 

タイ 

第2グループ 

 
 

スリランカ・ベトナム 
インドネシア 

マレーシア・ミャンマー 
バングラディッシュ 
カンボジア・インド 

第3グループ 

高齢社会 高齢化社会 超高齢社会 

 
ラオス・フィリピン 
パキスタン 

第4グループ 

◎健康保険 
◎年金制度 
◎介護保険 

○健康保険 
○年金制度 

  ○介護保険* 

△健康保険 
△年金制度 
×介護保険 

△健康保険 
△年金制度 
×介護保険 

～2025年 

～2030年 

～2040年 

～2040年 

*台湾は策定中 17/17 


