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ICTとエコロジー
エネルギーの情報化（i-Energy）

障害者を 東日本旅客鉄道株式会社　代表取締役副社長 小縣　方樹
2008年の活動を振り返って

ITU-T：ICTと気候変動に関するフォーカスグループ、SG9（CATVとTV番組伝送）、NGN-GSI（SG13関連）、
SG13（NGN-アーキテクチャー、展開及び融合）、SG17（通信セキュリティ、言語及び電気通信ソフトウェア）

ITU-D：SG2（ネットワーク及びサービスの開発並びに維持）

ITUクラブ講演

トピックス

ITUホットライン

特 集



ただいま御紹介いただきました京都大学の松山です。今日

は、情報通信の未来像を描いてみようと思います。

これまで、情報通信は便利さ、楽しさ、快適さを求めてき

ました。それらを実現する技術としてICTがあるという理解

でしたが、私は、これは情報通信の第1ステージだったのでは

ないかと思っています。最近は、第2ステージに入ってきてお

り、これからは情報通信が社会をデザインするようになって

くると思います。これが本日の私の講演メッセージです。

20世紀までの社会の構造は、リアルワールド、「実世界」

での活動が中心でした。20世紀後半、それも最後のあたりか

ら「情報ネットワーク社会」が構築されてきました。これま

で我々が暮らしてきた実世界では、物理化学の法則に従っ

て、どのようなことができるかという発想で世界の仕組みが

作られてきました。モノを投げれば下に落ちるなどという制

約の中で努力することが、我々の「実世界」でした。

一方、「情報ネットワーク社会」での活動は、法律、規則

などのルールで決められます。このため、ITUなどでの標準

化が重要になります。「情報ネットワーク社会」の中で、ル

ールやその守り方をどのように実現していけばいいのかがこ

2．実世界と情報ネットワーク社会

1．はじめに れからの課題だと思います。

21世紀の社会では、「実世界」と「情報ネットワーク社

会」、この二つの世界が共存していきます。「実世界」には物

流、人の流れ、あるいはエネルギーの流れがあり、「情報ネッ

トワーク社会」には情報流という流れがあります。これらの

流れを相互に関連付け、統合していけば、新たな社会基盤

ができることになるのではないかと考えています（図1）。

何か難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は既に「実

世界」と「情報ネットワーク社会」の一体化ができ始めてい

ます。第一は、貨幣・証券等、価値の電子化です（図2）。

「実世界」では、金貨といったモノの流れとして価値が流通

していましたが、「情報ネットワーク社会」では電子化された

数字としてお金が動き回って、食糧相場、あるいは原油相場

を押し上げたりしています。

「実世界」と「情報ネットワーク社会」をつなぐための非

常に大きな問題として、認証やセキュリティがあります。銀

行のカードにしても生体認証機能を付けようという動きがあ

り、数字を動かすための権限を確認しなければいけないとい

うことが重要になっています。

3．情報ネットワーク社会の事例1:価値の電子化

エネルギーの情報化（i－Energy）
～電力ネットワークと情報ネットワークの統合による安全・安心なエコライフの実現を目指して～
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図１．社会における動的な流れの統合 図２．貨幣・証券の電子化による電子経済の発展
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2番目は、実世界のいろいろなモノにタグを付けて、そ

の情報を情報ネットワーク社会で蓄積、管理するもので

す。食のトレーサビリティ、子供たちの見守り、携帯電

話のトレーサビリティ等情報システムがサポートしてい

ます（図3）。

3番目は、少し目新しいことになりますが、人間が情報ネ

ットワーク社会とかかわるときに、高度道路交通システム

（ITS）での広域監視であるとか、体内にナノ・デバイスを埋

め込んで無線で生理状態を把握する等、我々の活動を電子

化したい、あるいは電子化された我々の活動を見たい、とい

うようなことが起こります。「実世界」の状態をリアルタイム

で獲得しようということです（図4）。

5．情報ネットワーク社会の事例3:人間活動の電子化

4．情報ネットワーク社会の事例2:物情報の流通蓄積・管理
もう10年ぐらい前になりますが、我々は3次元のビデオシ

ステムを作り始めました。まず最初に作ったのは、部屋の中

に複数台のカメラを設置して、被写体となる人物をそれぞれ

のカメラが協調して追跡するというシステムです。あるカメ

ラが人物を発見すると、この方向に人物がいる。これを情報

ネットワークを介してほかのカメラに伝えることにより、多

くのカメラが次々と対象をいろいろな方向から追尾すること

ができるようになります。次にこの技術を基にして、人の動

きを3次元映像としてとらえる3次元ビデオ撮影システムを開

発しました。3次元映像ですので自由に見る視点を変えるこ

ともできます。

現在は、より高精度に撮影できるようになり、1～2ミリぐ

らいの解像度の立体像が得られています。データ量が非常に

多いので圧縮等々ということも研究していますが、今日はこ

れがメインではありませんので、御紹介だけにとどめておき

ます。

高度情報化社会の第2ステージで起きている新たな現象と

しては、分散化された膨大な情報資源が、情報通信ネット

ワーク（ウェブ）の上に散在していることが挙げられます。

これからの我が国を考えるときに、天然資源のない国である

日本は人的資源を大事にしなければいけないということはか

ねてから言われていますが、それに加えて、今後どのような

情報資源戦略を取るべきなのかということについても、議論

が必要だと思います。

世界的に見て、この情報資源を最もうまくビジネスにして

いるのが、Googleという会社で、その一番の象徴が

「Google Earth」だと思います。地球上の多くの地理的情報

を一つに集約化していったことが非常に大きなインパクトに

なり、多くの方々が趣味であれビジネスであれ「Google

Earth」の上でいろいろなことをされています。分散化された

情報資源に対して情報検索、あるいは情報分析をするための

技術開発が現在総務省を中心にいろいろな機関で行われて

います。しかし、一般の方々がこういう情報検索、分析技術

をうまく活用していくためには、コミュニケーションという

手段で「実世界」に暮らす人間と「情報ネットワーク社会」

をつないでいかなければいけないわけです（図5）。

従来はヒューマンコミュニケーションと言うと、とにかく

コンピューターを使いやすくするための方法、楽しく使うた

めの方法でしたが、これからは、「情報ネットワーク社会」と

6．情報ネットワーク社会の発展に必要なヒューマンコミュニケーション

図３．IC・RFタグによる物流・人流のモニタリング

図４．人間活動の電子化
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スムーズにコミュニケーションができるような機能ということ

になります。

そのためには、「知る」ということから「分かる」というこ

とへ、主眼を移すべきです。知識やデータとして蓄えている

ということではなく、個々の人がその状況を理解するために

は、分かったと言うためには、大きな壁を越えなければいけ

ません。

なぜなら、情報ネットワーク社会になると制度が複雑にな

ってきます。すると一般の人たちはその仕組みが分からなく

なってしまいます。そうした複雑化した社会を運営するため

には、社会をリードする人たちが、一般の人々に制度を分か

ってもらうための説明システムを仕組みとして備えるように

しなければいけないわけです。そのための仕組みとは何かと

いうと、それは「お話ししましょう」ということです。それは

単にマニュアルを渡す、チラシを渡す、パンフレットを読む

というのではなく、インタラクティブにお話しをするというこ

とが必要です。そうした「お話し」をスムーズに進めるには、

音声コミュニケーションだけではなく、相手方がどういう状

況にいるのかについても詳しく知らなければいけないというこ

とになります（図6）。

従来からナチュラルコミュニケーションという話がいろい

ろなところでされています。自然なコミュニケーションを行

うためには、五感それぞれに訴えるいろいろな情報のセンシ

ング及び提供ができる必要があるということで、現在も様々

な研究が行われています。

我々の研究室では、これに加えて第六感の研究をしていま

す。第六感というのはダイナミクスの問題で、コミュニケー

ションにおけるタイミングが非常に重要であることに注目し

て、いろいろと研究を進めています。

私の研究室での話ですが、人の笑い方の違いを我々は何

に基づいて感じるのかというと、目、鼻、口、このような各

部位の動きのタイミングのズレです。各部位のタイミングの

ズレを調べてみると、意図的に笑った場合と自然な笑いとで

は、タイミングがずいぶん違っているということが分かりま

す。

もちろん笑い方には個性があり個人によって特徴も違いま

すから、その点は学習しなければいけないのですが、コンピ

ューターはこの人が本気で笑っているのか、愛想笑いをして

いるのかという識別ができるようになります。

また、対話における「間（ま）」について、我々は漫才や

落語の分析を行いました。ボケ役の人が話し始め、終わりま

す。次にツッコミ役の人が反応して話し始めて終わります。

一般的に、「間」というのはここのタイミングの問題なのです

が、「間がうまく取れている」というように、普通の感覚から

するとポーズ、つまり無音区間があると思うのですが、実際

にはちょうど話し終わった途端に話し始めている場合が半分

ぐらい。相手が話し終わる前にかぶせて次の人が話し始めて

いる場合が、やはり半分ぐらいあります（図7）。

もう一つ面白いことには、話が盛り上がってくると、「かぶ

り」が多くなってきます。それで盛り上がり感が演出されて

います。

このことは、今のロボット対話システム、あるいは、いろ

いろな情報提供端末システムがコミュニケーション端末には

なっていないことを示しています。今のロボットやコミュニ

ケーション端末は、利用者が何かを命令して話し終わったら

応答するという形です。これでは、人間はスムーズにつなが

7．第六感の研究

図５．情報資源活用のためのヒューマンコミュニケーション

図６．「知る」から「分かる」へ



9ITUジャーナル　Vol. 38 No. 12（2008, 12）

っている感じを持てません。私自身は怖くて試したことはな

いのですが、お帰りになって、奥様でもだんな様でも結構で

すが、必ず「間」を置いてお話しをしてみてください。多分、

ものすごくお怒りになると思います。「おまえ、ばかにしてい

るのか！」ということで（笑）。

人間はコミュニケーションするとき、微妙なタイミング調

整をしており、それによってつながっている感じが出てくる

のです。

人間がしゃべっているときの口元と、しゃべっている音声

とが、お互いにどういう同期関係を持っているかということ

も調べてみました。口が動いて、それに同期して音声が出て

いるということなので、この二つのスタート、エンドのタイミ

ングには、複雑な同期構造があります。もしそういう同期構

造があらかじめ学習されていれば、音だけを入れて、それと

同期が取れた映像データを生成するということはそれほど難

しいことではありません。

翻訳アニメ、あるいは、日本語の時代劇を英語、フランス

語等に訳してしゃべっている俳優さんの口元を、その翻訳先

の言語に合わせて変化させることもそれほど難しいことでは

ありません。

このように、メディア間で持っている微妙なタイミング構

造をうまく抽出することができると、いろいろなメディア変

換ができることになります（図8）。

我々の研究の最終目標は、人間とうまくコミュニケーショ

ンできるシステムを作ることです。いろいろなマルチメディア

を使い、「間」を合わせてスムーズに会話することができるシ

8．情報コンシェルジェ

ステムを考えているのですが、現在、具体的なものとしては、

大型ディスプレイの情報端末を使い、この端末が複数の人た

ちの状態を音声、映像でセンシングしながらタイミングを合

わせて、情報提供を行う。現在、このような「情報コンシェ

ルジェ」システムの研究開発を独立行政法人情報通信研究

機構（NICT）と共同で行っています。

情報通信ネットワークがどのように我々の社会生活を支え

てくれるか。便利で楽しいということではなく、社会そのも

のが存続し続けるために必要不可欠なものであるというスタ

ンスで考えなければいけません。

その一つとして「エネルギーの情報化」について、研究し

ています。2007年から2008年の4月まで総務省で開かれた

「ICTと地球温暖化に関する研究会」にも参加させていただ

きました。従来から総務省では、モノの移動、あるいはヒト

の移動を、ICT、テレコミュニケーション等を使うことによ

って減らすことができ、結果として、エネルギーが少なくて

済むという観点から地球温暖化防止に貢献されてきました。

我々はもう一歩踏み込んで、エネルギーの利用効率をICTを

使って改善することを提唱しています。

ICT利活用による近未来のCO2削減量が出されています

（図9）。エネルギー制御については、2012年度でもあまり進

展はなく削減割合も低いと見込まれています。この問題を解

決するための基本コンセプトは、「実世界」と「情報ネット

ワーク社会」をダイナミックな流れとしてうまく結合してい

くことです。

別の言い方をしますと、これから40～50年の間に、「実世

9．エネルギーの情報化

図７．漫才対話の動的構造の分析 図８．ヒューマンコミュニケーションにおけるダイナミカル・インタラクションの研究
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界」における電力ネットワークが、情報通信ネットワークが

20世紀になしてきた発展と同じ道筋に沿って大転換するので

はないかということです。

例えば、電力の世界においても、PCに相当する技術が開

発されてきています。それが太陽電池であり燃料電池です。

これは非常に小規模ですが、分散型のパワーユニットがネッ

トワークにぶら下がってくる形をしています。今、太陽電池

などを使って家庭で売買電をしています。太陽電池を備えた

家が何百戸、何千戸あると何が起きるか。電力ネットワーク

がもたなくなります。非常にアバウトな説明をすると、太陽

電池は天気がよいとどんどん発電するから電気が余る。それ

を電力会社に売ります。売るというのは電気を母線のほうに

流すわけです。どのようにしているかというと、母線の電圧

を測って、それよりも例えば1ボルト内側の電圧を高めます。

するとエネルギーは電圧の低い方へ行きます。天気がいいと

隣も当然、電気を売りたい。すると隣が101ボルトまで上げ

てしまったので、こちらは102ボルトにします。10軒加えると

110ボルトになります。100軒だと200ボルトになってしまう。

実際にはそうなりませんが、そういうレベルの制御しか今は

されていません。

どういうことかというと、基本的には電力会社が提供して

いる母線のキャパシティが非常に大きいので、1軒や2軒の太

陽電池の電力を流し込んでも影響はないわけです。

しかし、みんなが太陽電池を付けるようになると、今の電

力ネットワークはもたなくなります。

電力会社の方がおられたら怒られるかもしれませんが、日

本の電力会社は、電力基盤のキャパシティをそんなに大きく

していないようで、太陽電池や風力発電が普及してたくさん

つながると電力に変動が起こり、母線にも変動が出てしまう

という話もあるようです。

さらに、今後、電気自動車や燃料電池車が広まってくる

と、エネルギーのやりとりが頻繁に起こるようになります。こ

のようになると、情報通信ネットワークがネットワークの電

力の状態を絶えず監視して、うまくコントロールするという

役目を果たすようになるのではないでしょうか。「エネルギー

の情報化」とは、この二つのネットワークの統合の具体的な

イメージとして申し上げているわけです（図10）。

我が国の産業界は、世界に冠たる省エネルギー化技術を

開発してきています。それに対して、我々一般市民は、エネ

ルギーの使用量を増やし続けています。CO2の排出量で見て

みますと、平成2年から16年までで、産業界は3.4％減少して

きていますが、オフィスなどの業務等では37.9％増、家庭で

は31.5％増と大きく増加してきており、まだ減る見込みはあ

りませんし、減らすアイデアもありません（図11）。

図９．ICTの利活用によるCO2削減量

図11．CO2排出量の年次変化

図10．情報・エネルギー統合ネットワーク
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家庭やオフィス等を対象にして、4段階で社会を変えよう

というプランを考えてみました。

その第1段階はセンサーネットワークです。電力を監視す

るようなネットワークを作ります。電力監視機能を持った無

線LAN端末でも、電力搬送通信（PLC）端末でもいいので

すが、こういうものを各家電のコンセントのところに全部付

けて、各家電製品の電力使用パターンをリアルタイムにモニ

タリングしてデータベース化します。これで安全・安心の見

守りができるわけです。例えば夜中の2時ごろに外の防犯灯

がオンになったりオフになったりすると、最近、誰かがうろ

ついているかもしれないということが分かります。あるいはお

風呂、トイレで長いこと電気が消えない場合、「大丈夫です

か」と声をかけられるわけです。基本的にはプライバシーを

損なうことなく、人の活動状態を見守ることが可能になりま

す（図12）。

また、もう少し節電に気を配った方がいいのではないかと

いったことをコンサルティングしてあげることも可能です。も

う一つ、電気系統の漏電に代表されるような不具合も分かり

ます。防災の意味も出てくるわけです。

上述の電力センサーネットワークだけであれば、既に世の

中に在ります。我々が研究しているのは、オンデマンド型電

力ネットワークです。現在は、電気のスイッチを入れると、

回線がつながってパッと電気がつきます。他方、オンデマン

ド型は、スイッチを入れると、これだけの容量の電力をくだ

11．オンデマンド型電力ネットワーク

10．省エネ対策を進めるネットワークの構築
さいというパケットが飛びます。電力マネージャーがそうい

うオンデマンド要求を受け付けて、暮らしのパターン、ある

いは、これまでのエコ達成度等々を含めてそれを許可するか

しないか、するとしても、要求は100Wだが80Wに減らして

給電するか否か等を検討して、そこで初めて電気が通じます。

これは一見、オンデマンドで電力需要要求を出して、ネゴ

シエーションをして、返ってきたらオンになるのですが、別

の見方をすると、その間、電力がパケット化されてスタート、

エンドがきちんとモニタリングされるので、仮想的に電力が

パケット化されていると言ってもいいのではないかと思いま

す。

これを実現するためには、既存のセンシングモジュールに

制御という機能を入れればいいのです（図13）。

もう一つは電気自動車です。燃料電池車は当分市場には

出てこないと思いますが、ある自動車メーカーによると、電

気自動車は2009年度公的機関向けに発売を開始し、2010年

度には一般販売される予定です。電気自動車は、実は巨大

なモバイル蓄電池です。発電機ではないですが蓄電池です。

この蓄電能力を制御モジュールが積極的に活用すればいいと

いうのが、一つの大きなポイントです。

電気自動車の蓄電池を充電したり、あるいは、放電させ

たりするというコントロールを、ホームネットワークシステム

で行おうということです（図13）。

オフィスにおいても、サーバーにはほとんどの場合、停電

用バックアップ電池（UPS）があります。特に最近は、オフ

ィスですと、セキュリティの問題がありますので、シンクラ

12．蓄電池の活用

図12．電力センシングを通じた人間行動の見守り 図13．オンデマンド型電力ネットワークによる電力マネジメント
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イアントにして、ローカルディスクを持たせないという方向

ですから、すべてのシンクライアントPCのアクティビティは、

サーバーで全部モニターできます。だれがどういう状態でど

う使っているかということも含めて、電力マネジメントは可

能だと思います。

実際に電力のマネジメントを行うために、NICTのけいは

んな研究所と協力して通信モジュール付き、電力センシング

制御機能付きの4口のテーブルタップを試作しています。電

力の制御は、位相を制御することで連続的にできるようにな

っています。

その次には、太陽電池や燃料電池、風力発電など発電装

置が家庭でも使われるようになると思われますが、シナリオ

は上述の蓄電池の活用と全く同じです（図14）。

最後は、地域で融通し合うことです。隣近所で電力を売

買する。排出権取引と同じで、これはビジネスでお金が絡み

ますから、エネルギーを売ったほうと買ったほうとのつじつ

まが合っているようなかたちのマネジメントプロトコルがきち

んとできなければいけません。このように発電機能をローカ

ルに分散していくと、社会的には送電ロスを大幅に減らすこ

とができるようになります（図15）。

14．地域ぐるみの協力

13．発電装置

では上述したことを実行すると、社会全体としてどのくら

い効果があるのでしょうか。現在、商用化が検討されている

電気自動車は、16kWhぐらいの蓄電池を積んでいると言わ

れています。標準家庭ですと、1日16kWhまでは使わないよ

うです。

例えば、この容量の蓄電池を夜間電力でフル充電して、

昼間それを使う。そうすると夜間電力料金は約3分の1ですの

で、充放電効率を考えても、ベストケースで年間の電気代が

4万7963円安くなります。悪く見積もっても4万円安くなりま

す。電気代の低減ということの効果が直接家計に表れます。

昼夜間でそして季節で、電力は変動します。これがもっと

フラットになってきてフラット化率が1％進むと、少し統計が

古いですが、290万kWの電力設備が要らなくなります。電力

のコストが1％安くなる。電力料金が1％安くできます。フラ

ットに1％近づいたら10万～30万t/年CO2が減るだろうとい

う推計が出されています。ですから凹凸を減らすということ

がバッファリングで社会的に大規模にできたら、社会全体と

して受ける利益は非常に巨大なものになります。個人として

は、電気料金制度を通じてお小遣いがもらえるというような

ことになります。

もう一つ大きい効果は送電ロスの削減です。とにかく長距

離送電をしないということです。現在の各電力会社の送電ロ

ス率は4～5％と聞いていますが、もしそれらが全部なくなっ

たとしたら、何と1972万tのCO2削減という巨大なものになり

ます。これはもちろん理想です。この分の何パーセントかは

知りませんが、長距離送電をなくすことの効果は、社会的に

非常に大きいと言えます（図16）。

15．電力供給の平準化

図14．家庭内ナノ・グリッド 図15．地域ナノ・グリッド
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総務省の研究会で、ホームネットワーク制御を行うとどれ

だけの効果があるかを試算してみました（図17）。先ほどの

エネルギーマネジメント、電力エネルギーの情報化を行うと

3150万t/年、CO2が削減されます。CO2削減に非常に大きく

貢献するだろうという結果です。

とは言っても、全世帯が電力マネジメントを導入するほか

ネット利用が増大するとネットワーク機器の消費電力量は80

億kWh（2006年）から1300億kWh（2030年）に増加しま

す。しかし、それは、別途、ルーター、計算機の省エネ化が

進むので、450億kWh程度までは減るのではないか。ネット

16．おわりに
ワーク機器による電力の増え方に比べて電力マネジメントの

導入によるCO2排出削減の減り方は大きなものになるので、

トータルとしては十分効果があるということです。

「ICTによって21世紀社会を我々が作っていくのだ」とい

うことを、情報通信の未来はいよいよ第2フェーズにかかった

ところで、これからが本当の社会作りであるということを、

ここに来られている方だけでなく、若い方々にも、御理解い

ただきたいと思っています。

御清聴どうもありがとうございました。

（2008年5月16日第40回世界情報社会・電気通信日のつ

どい記念講演より）

図16．分散型エネルギーシステムの社会的効果 図17．期待されるCO2排出削減効果

「第40回 世界情報社会・電気通信日のつどい」で講演する筆者
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