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グリーン化とITの関係を考える

【小特集編集チーム】　小瀬木滋，赤埴淳一，河東晴子，橘拓至，濱辺孝二郎

1960 年代半ば，大量に物資やエネルギーを消費する時代が日本でも始まろうとしてい

たある日，祖母は魚屋で初めてビニール袋を手にした．祖母はビニール袋を洗濯して再利

用を試みたがうまくいかなかった．

　「からくりもんは無駄ばかりしよる（技術屋は無駄ばかりしている）．」

そうつぶやいた祖母は，明治時代の農村生まれ．子供の頃の普段の生活は，江戸時代と

大差なかった．燃料から水まで，生活に必要な資源収集の苦役を知る世代である．だから，

使い捨てという思考方法そのものが許せなかったのであろう．その場の無駄遣いは，後日

の苦役になる．自分でなければ他の誰かが無駄遣いのつけを払うことになる．その場の誰

かではなくても，知らない場所で社会を支えている誰か，または，子供や孫など後の世代

かもしれない．他人の苦労を増やして社会の助け合いといえるのか．安いことは捨てる理

由にならない．祖母は押し入れに包み紙をため込みながら，よくつぶやいていた．

日本人の生活は，この150年間に大きな変化をしている．その変化があまりにも激しく，

世代間で生活のあり方に関する意識に大きな開きがある．急がなければ，先人が生活の中

で作り上げてきたノウハウが消えていく危機に直面している．消費エネルギーに無駄のな

い生活の方法や社会のあり方などは，消えては困るノウハウの宝庫ではないかと筆者は考

えている．例えば，茶事の作法は，手間が掛かる反面，資源の節約の観点からは理にかなっ

ている．しかし，本誌では，温故知新を認めた上で，更に一歩進むことを考えたい．武道

の若手が師範を超えるように，無駄なく生きた先人を越えるために我々の世代はどのよう

な技を考えて次の世代に渡せるのか．

グリーン IT という考え方は，IT インフラ機器の低消費電力化の方向で始まっている．

しかし，編集チームで意見交換をしたとき，IT を活用したグリーン化，グリーンな仕事の

IT 化など，いろいろな観点が示された．マイクロプロセッサ制御を工夫することで個別機

器の効率が向上するが，「個人技」でしかない．IT を活用すれば，「連携技」を編み出せる

かもしれない．今回の小特集では，IT を活用したグリーン化，特に最近の試みに着目した．

エネルギー供給からシステム運用まで，無駄のないエネルギー活用に IT を役立てる試み

を紹介して下さった著者の皆様に感謝したい．特に，今回は，学生チームがグリーン化に

挑戦した経緯も掲載できた．

読者の皆様が今後の課題解決の方針選定にてグリーン化を配慮する際に，この小特集が

お役に立てば幸いである．

小特集の発行にあたって
編集チームリーダ　小瀬木　滋 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Shigeru Ozeki



解　説

「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・
社会システム実証プロジェクト」について
けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト推進協議会

1.  ま え が き

関西文化学術研究都市（愛称 :けいはんな学研都市）で
は，経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実
証地域」に選定されたことを受けて，2010年度～ 14年
度の 5年間，産学公住の連携の下に「けいはんなエコシ
ティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」
に取り組んでいる．本稿では，まず次世代エネルギーの
重要性について述べ，それから本プロジェクトの位置付
け，実証実験の概要，課題について報告する．

2.  「次世代エネルギー・社会システム
　　 実証プロジェクト」の位置付け

2.1　「けいはんな学研都市」の概要
実証事業の舞台となるけいはんな学研都市は，1972

年に出されたローマクラブの報告書「成長の限界…人類
の危機」を読んだ当時の京都大学の奥田東総長が，「関

西でできることは何か」と考えられた末，1978年に「関
西学術研究都市調査懇談会」が設置された．
本懇談会では様々な検討が重ねられ，「人類の幸福のた
めに新しい地球文明の創造」が必要であるとの結論に達
し，そのための新文化首都として，「関西文化学術研究都
市」の建設が提案された．そして 1986年に，（財）関西
文化学術研究都市推進機構が設立され，翌年に，国の法
令が公布されて（1），新文化首都の建設がスタートした．
けいはんな学研都市は，京都・大阪・奈良の 3府県，

8市町にまたがる「けいはんな丘陵」（学研都市全域で
15,000 ha）に広がる 12の「クラスター（地域）」におい
て整備が進められている．図 1は，クラスターごとの立
地施設の状況を示している．図 1に示されているように，
奈良先端科学技術大学院大学や同志社大学などの 6大学，
世界的に有名な多数の研究機関，研究開発型の民間企業
など，2011年 3月末現在で 113の施設が立地している．
それゆえ，けいはんな学研都市では，産学公住の連携が
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氷室・津田地区（23施設）
・関西外国語大学
・産業施設  多数

清滝・室池地区
（9施設）
・大阪電気通信大学　等

田原地区
（2施設）
・企業研修所

高山地区（6施設）
・奈良先端科学技術大学
   院大学，研究機関

平城宮跡地区（5施設）
・文化財研究所　等

平城・相楽地区（20施設）
・民間研究機関　多数

木津南地区（4施設）
・（独）日本原子力研究開発
　　   機構　等

木津中央地区（造成中）
・京都大学農学研究科
　附属農場（計画）

精華・西木津地区（38施設）
・国立国会図書館
・（財）国際高等研究所
・（財）地球環境産業技術研究機構，研究機関等　多数

南田辺・狛田地区（2施設）
（同志社山手地区を含む）
・京都府立大学附属農場

田辺地区（3施設）
・同志社大学
・インキュベーション施設

計 113 施設（約 250 企業：2011 年 3月末現在）

図１　けいはんな学研都市の立地施設



解説：「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」について 97

Topics of Emerging TechnologiesTechnology Reviews and Reports

小
特
集
グ
リ
ー
ン
化
と
Ｉ
Ｔ
の
関
係
を
考
え
る

盛んに行われており，多様な研究開発が進められている．
また，研究機関や大学，企業の立地だけでなく，自然

に恵まれた良好な住宅地の開発が進められており，少子
高齢化が進む我が国において，数少ない人口増加地域で
あるとともに，職住近接の条件が整っているなど，実証
実験のフィールドとして絶好の環境を備えている．

2.2　「けいはんなエコシティ推進プラン」の概要
このように研究開発が盛んに行われる中，京都府が，

2009年 12月に『「エコ」をけいはんな学研都市の「文化」
にする！』を基本目標とする「けいはんなエコシティ推
進プラン」を策定した．本プランでは，「環境・エネル
ギー」分野における新産業の創出を始め，環境共生型住
環境・都市環境の整備や低炭素型次世代交通システムの
構築などの取組みを進めている（2）．

2.3　 「次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」
　　　　の背景

（1） 「新成長戦略」の策定
20年近く続く閉塞状況を打ち破り元気な日本を復活
させるため，2009年 12月に，「強い経済」の実現に向
けた「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」
が閣議決定された．
本戦略では，日本の強みを生かす成長戦略の一つとし
て，「グリーンイノベーションによる環境・エネルギー
大国戦略」が挙げられている．具体的には，「電力供給側

と電力ユーザ側を情報システムでつなぐ日本型スマート
グリッドによって効率的な電力需給を実現し，家庭にお
ける関連機器等の新たな需要を喚起することで成長産業
として振興を図る．更に，成長する海外の関連市場の獲
得を支援する」ことを始め，低炭素社会形成に向けた集
中投資を進めることなどが提唱された（3）．
また，2010年 6月には「新成長戦略（基本方針）」を

具体化した「新成長戦略～「元気な日本」の復活シナリ
オ～」が策定された（4）．
（2） 次世代エネルギーマネジメントの必要性
以上のような動きの中で，経済産業省では，2009年

11月に「次世代エネルギー・社会システム協議会」を設
置し，2010年の 1月には，協議会から「次世代エネル
ギー・社会システムの構築に向けて」の中間とりまとめ
が行われた（5）．
本報告では，1）我が国の強みである省エネルギー・新

エネルギー技術を大きく進め，2）再生可能エネルギーの
導入を拡大してエネルギー輸入を減らし，3）自動車・家
電に次ぐ「輸出の柱」にすることを目指し，4）エネルギー
セキュリティと環境の両立に加え，経済成長（貿易バラン
スの改善）も実現していく，ことが提案されている． 

しかしながら，太陽光発電などの再生可能エネルギー
が大量に導入されると，電力ネットワークには，余剰電
力の発生や電圧の上昇，その他周波数調整力の不足と
いった課題が生じる．
これらの課題のうち，余剰電力については，例えば，

◆地域でのエネルギー
　マネジメントのイメージ

雨や曇り
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自動的に充電を開始
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太陽電池 スマートメータ 給湯器 省エネエアコン 洗濯乾燥機 電気自動車等

コジェネレーション
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次世代SS

ZEB

太陽光発電，風力発電，
蓄電池
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スマートハウス

情報ネットワーク
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図２　需要サイドのエネルギ－利用のイメ－ジ（経済産業省資料）
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余剰が発生している時間帯に，給湯器にお湯を貯めた
り，電気自動車（EV：Electric Vehicle）を充電する等，
家庭や地域レベル等のエネルギーマネジメントにより需
要を創出することで，電力ネットワーク全体の電力余剰
の軽減に寄与できると考えられる．
次世代エネルギー・社会システム協議会の中間とりま

とめでは，情報通信技術を活用した需要サイドのエネル
ギー利用の例や地域におけるエネルギーマネジメントの
イメージが示されている（図 2）．
また，余剰電力の軽減だけでなく，地域全体で再生可能

エネルギーを大量導入し，エネルギーを効率利用することも
重要である．そのために，商業ビルや学校，商店，EV充
電装置など，あらゆるものがネットワークでつながり，スマー
トに（賢く）電力をマネジメントすることが期待される．更に，
上記ネットワークと電力ネットワークを合わせて，全体として
新しい機能を持った電力ネットワーク（スマートグリッド）を
構築することが必要となる．
このような「日本型スマートグリッド」に加え，地域

の交通システムや都市計画，消費者行動＝ライフスタイ
ルなどを複合的に組み合わせることで，CO2の大幅な削
減を図り，人類共通の課題である低炭素社会実現に大き
く貢献することが可能となる．
また，こうした社会システムの国際標準化の取組みや
国際展開を図ることにより，我が国の新産業の創出と経
済の成長につなげていくことが必要である．そのために

も，「次世代エネルギー・社会システム」の実証実験を通
して，その有効性を示すことが重要課題の一つである．
以上のような背景の下で，「次世代エネルギー・社会
システム実証事業」がスタートしたところである（図 3）．

3. 「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・ 
      社会システム実証プロジェクト」の概要

3.1　実証プロジェクトの経過
2010年の 2月に，「次世代エネルギー・社会システ
ム協議会」の報告を踏まえて，実証地域の募集が行われ，
全国 20地域から提案があった．
京都府（けいはんな学研都市）も，2009年 12月に策

定した前述の「けいはんなエコシティ推進プラン」を具
体化する一環として，けいはんな学研都市における先導
的研究であるエネルギーの情報化WG（Working Group）（6）

の成果を本推進プランに加えて，実証地域の募集に提案
を行った．そして同年 4月 8日に，20地域の提案の中か
ら，京都府（けいはんな学研都市），横浜市，豊田市，北
九州市の 4地域が選定された．
選定結果を受けて，京都府（けいはんな学研都市）で
は，8月にマスタープランを策定し，9月には主要メン
バが京都に集まり，キックオフミーティングを開催した．
更に 9月末には，プロジェクト推進組織として，正式に
「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システ
ム実証プロジェクト推進協議会」（以下，推進協議会）を

，＊ガス計量に関しては，今後検討
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図 3　実証プロジェクトの全体像
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立ち上げ，本格的な実証の取組みがスタートした．
更に，2011年 3月には，プロジェクトの更なる充実を図
るべく，マスタープランの一部を見直したところである．

3.2　実証プロジェクトの全体像及び目標
けいはんな学研都市における実証プロジェクトは，関

西地域の CO2排出原単位が低いことや，実証地域が新
たな街作りを行うこれからの開発地であるという特徴
を生かしている．具体的には，すべてのエネルギー消
費（家庭・業務・運輸・生活系）を対象として，生活の
質（QoL：Quality of Life）を犠牲にせずに，単位当りの
CO2総排出量（絶対値）が日本一少ない街作りを目指し
ている．
取組みの方向性としては，街全体のエネルギーマネジ
メントシステムの構築を目標として，1）エネルギー需要
全部門（家庭・業務・運輸・生活系）の CO2排出量のモ
ニタと投資を統合管理するとともに，投資対効果を継続
的に管理し，2）同時に CO2削減の達成と資源割当（リ
ソースアロケーション）を定期的に実施するための PDCA

（Plan，Do，Check，Act）サイクルを立ち上げることである．
特に，投資に関しては，いずれの部門においても，（1）
スマート機器導入，（2）マネジメント実施，（3）再生エ
ネルギー導入拡大，の 3ステップで一本化し，容易な投
資管理を実現する．
これに生活系のカーボンマイナスの要素を地域エネ

ルギーマネジメントの要素として取り組むことで，実
証地区内における 1人当りの CO2排出量として，2010

年 8月のマスタープラン策定時点での目標である 2007

年度比 30%削減値 2.62 t-CO2/（人・年）を大きく下回る
1.6 t-CO2/（人・年）の達成を目標とすることに見直したと
ころである．

3.3　実証プロジェクトの推進体制
上記の目標を達成するため，本実証プロジェクトは，

2010年 9月末に設置した推進協議会が中心となって推
進している．
プロジェクトの会員は 26の団体や企業などで（発足
時点），会長は京都府，副会長は（株）三菱重工業と（財）
関西文化学術研究都市推進機構であり，（財）関西文化
学術研究都市推進機構が事務局を担当している．
図 4に示すとおり，推進協議会には 10のWGが発足

しており，それぞれが具体的なプロジェクトを推進する
とともに，会長，副会長，各WGの代表等による推進幹
事会において，全体調整や課題の整理等を行っている．
各WGは，HEMS（Home Energy Management System）
や BEMS（Building Energy Management System），EV管理
センタなどの 9部門と，それら各部門を統括する CEMS

（Community Energy Management System）で構成されてい
る．以下では，各部門の概要を紹介する．

，

三菱重工業 エネゲート 三菱商事 京都府三菱電機

CEMS HEMS EVセンター V2x モーダル
シフト 生活系 先導的

実証
EV充電
ネットワーク

BEMS
（大学等）

BEMS
けいはんな
プラザ

関西電力
大阪ガス

関西電力
大阪ガス

関西電力
大阪ガス 関西電力 関西電力 関西電力

大阪ガス
関西電力
大阪ガス

関西電力
大阪ガス
同志社大学
UR都市機構

関西電力
大阪ガス
UR都市機構

オムロン 富士電機 三菱商事
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オムロン
富士電機
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NEC

三菱重工業 京都大学
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エネルギー
の情報化
ワーキング
各社

三菱自動車
ルネサス
テクノロジ

山武
日建設計 日本ユニシス

古河電工
古河電池
けいはんな
プラザ

地域住民の意識変革や行動の定着に向けた取組み

京都府，（財）関西文化学術研究都市推進機構

会長：京都府， 副会長：三菱重工業，（財）関西文化学術研究都市推進機構

（財）関西文化学術研究都市推進機構，エネルギーの情報化ワーキンググループ，UR都市機構，
同志社山手サスティナブルアーバンシティ協議会，関経連，京都府，京田辺市，木津川市，精華町，

関西電力，大阪ガス，三菱電機，三菱重工業，オムロン，富士電機，三菱商事，エネゲート

推進協議会

推進幹事会

WG
（ワーキング）

WGリーダ

参画企業
・団体

支援企業
・団体

図 4　プロジェクト推進体制
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3.4　実証プロジェクトの各部門の概要とねらい
（1）各部門を総括する実証（CEMS）
各部門を統括する CEMSは，HEMSや BEMS，EV管
理センタなどから，エネルギー使用実態のデータや翌日
の太陽光発電（PV：Photovoltaic power generation）発電量
予測，エネルギー使用量予測，デマンドレスポンス（DR：
Demand Response）対応可能量などの情報を集約する．
更に，電力系統（実証では系統模擬システムを利用）

側からの地域対応要請（消費抑制，余剰抑制など）を踏
まえ，各部門に DR要請値とインセンティブプログラム
情報を伝達する．
これにより，地域全体としての省エネ・省 CO2につな
がるエネルギーマネジメントシステムの実証を行うこと
が可能となる．

CEMSでの CO2排出削減目標値は，家庭，業務，運
輸等各部門のマネジメントによる削減を CEMS との連
携による効果と想定し，最大 0.32 t-CO2/（人・年）（生活系
分を除く）としている． 

（2）家庭部門での実証（HEMS）
家庭部門に関しては，既築 100軒に対して，電気・ガ
スのエネルギー使用量の見える化を行い，省エネルギー
（以下，省エネ）行動の効果検証を行う．
更に，蓄電池やヒートポンプ，固体酸化物形燃料電池

（SOFC：Solid Oxide Fuel Cell）などの先進的な省エネ機
器を 10軒の新築に導入して HEMSの実証を行う．
また，商品化済みの先進機器で構成される蓄電池なし
での HEMS実証 4軒を含め，新築計 14軒での HEMS

実証を行う．
これらの実証では，CEMSからの DR要請と，DRパッ

ケージや省 CO2パッケージ（DRや省 CO2の達成度に対
するインセンティブの仕組み）などの各種インセンティ
ブプログラムとを連係させた情報提供により，蓄電池の
充放電制御の効果や，人を介した間接制御と見える化等
の行動変革による省エネ行動の効果について検証する．
更に，同地域に導入予定である電力，ガス会社のス
マートメータを活用したエネルギー使用量の見える化に
よる HEMSを検討し，将来の新築住宅に対する展開を見
据えた低炭素化につながる取組みについても実証を行う．
家庭部門での CO2排出目標値としては，最大 0.45 t- 

CO2/（人・年）を目標とする．

（3）業務部門での実証（BEMS）
業務部門に関しては，けいはんなプラザと大学等にお
いて実証を行う．
交通アクセスが悪く，稼働率の変動が大きいという地

方都市の複合施設特有の課題を有しているけいはんなプ
ラザでは，サーバ型 BEMSとして，CEMSから送られ
る DR要請とインセンティブプログラムを連携させて，
テナントや宿泊客の行動変革による省エネ行動の効果検
証を実証する．
また，大学等において，限定エリア内に複数の施設・
ビルが存在する場合のエネルギーマネジメントとして，
SaaS（Software as a Service）型 BEMSによるエネルギー
管理の実証について検討している．
業務部門での CO2排出目標値としては，最大 0.50 t- 

CO2/（人・年）を目標とする．
（4）運輸部門での実証（EV）
交通部門に関しては，EVの導入普及につながる充
電マネジメントシステムの確立を目指す．そのために，
EV管理センタにおいて，EVの走行情報や，バッテリ
情報，充電装置の稼働情報などを集約し，円滑な充電管
理を行うマネジメント技術の実証を行う．
更に，CEMSからの DR要請とインセンティブプロ
グラムとを連携させて，昼間の EVに対する充電量や駐
車場の充電タイミングを制御することにより，省エネ効
果，DR効果の検証を行う．
また，低炭素化を実現するために，EV管理センタを活用

したモーダルシフト（移動手段の転換）についても実証する．
運輸部門での CO2排出目標値としては，最大 0.89 t- 

CO2/（人・年）を目標とする．
（5）生活系での実証
一般的に，上下水道処理施設や廃棄物処理施設などの

静脈系の施設は生活に密着しており，社会インフラとし
て必須であるが，従来エネルギーマネジメント要素とし
ては考えられていなかった．
このような生活系の部門に関しても，中水利用や下水
汚でい等の設備に対して，CEMSからの DR要請に応じ
て，貯水槽や貯炭場などの処理負荷を制御することによ
り，地域エネルギーのマネジメントが可能かどうかにつ
いて検討及び検証を行う．
生活系でのカーボンマイナス目標値としては，最大

0.22 t-CO2/（人・年）を目標とする．
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（6）先導的実証
京都大学の松山隆司教授が主査を務める「エネルギー
の情報化WG」では，その研究開発の成果をベースにし
た先導的実証に取り組んでいる（6）．
京都市内のマンションルームや同志社山手地区の「京
都力結集エコ住宅」において，電力制御機能付スマート
タップを活用した「オンデマンド型電力マネジメントシ
ステム」や「電力のカラーリング（由来別制御）」を導入し，
家庭内のトータルな電力マネジメントシステムの構築を
目指している．今後，機器やシステムの安全性，投資対
効果，お客様の受容性などの評価を行った上で，実証プ
ロジェクトへの導入を目指すとともに，最終的には海外
展開を目指す（図 5，図 6）．

（7）再生可能エネルギーの大規模導入
同志社山手，精華台，ハーモニーシティ木津の 3地区

の「環境共生住宅」において，街区全戸に太陽光発電の
大規模導入（300戸× 3地区＝ 900戸）を図る．
（8）ライフスタイルの変革
家庭における省エネ活動に応じて，エコポイント等の
インセンティブを付与することにより，省エネ行動の喚
起やライフスタイルの変革に取り組む．
（9）国際展開
次世代エネルギー・社会システムの「けいはんなエコ

シティモデル」を構築するとともに，ここで確立された
「けいはんなエコシティモデル」全体を輸出パッケージと
して国際展開を図る．

：WGを通じた先進的な取組みと実証事業との意見交換（四半期ごとをめどに実施）
1）SCADA：Supervisory Control And Data Acquisition 

畜電池付
（NEDO）

SCADA1)
（CEMSシステム開発）

系統との相互補完（ローカル蓄電池）

規模拡大
最大900戸

評価 評価 国際
展開

サーバ型

SaaS型

マンションルーム 京都力結集エコ住宅（実証用戸建住宅：1戸）

V2xEV充電
ネット
ワーク

エネルギー
の見える化
と

省エネ行動
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開発

H22
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EVフリート等で地域実証
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エネルギーの「見える化」と「京都エコポイント」に
よる省エネ行動を実証

図 7　プロジェクトの相互関係とスケジュール
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以上が，けいはんなにおける実証プロジェクトの取組
み概要であり，図 7に示すプロジェクトスケジュールに
より進めていく予定である．

4.  課題と解決方策

4.1　住民参加の確保
本実証プロジェクトは，その成果を国内外に広く普及

させ，新産業の創出に結び付けることが目的である．そ
のため，住民が実際に暮らしている地域で実証実験を
行い，不特定多数の住民から具体的なニーズを集め，実
証・開発に反映させる必要がある．
実証実験に住民が積極的に参加するには，実証実験の
重要性やメリットを十分に説明し，理解を得ることが大切で
ある．その一方で，実証実験には一定の制約や負担が出て
くるため，住民の高い協力意識とボランティア精神に頼るだ
けでなく，適切な補償やインセンティブも不可欠である．
そのため，京都府では，本実証プロジェクトが円滑に

進み，その目的を達成できるよう，2011度予算で電気
自動車や充電装置の導入支援，太陽光発電の設置支援等
のために，約 1億円の補助制度を創設した．

4.2　個人情報の保護
実証プロジェクトを進めるにあたり，HEMSや同志

社山手のエネルギーの見える化実証については，参加頂
く御家庭のエネルギー使用状況などをスマートタップで
把握し，HEMSのサーバに集める必要がある．
集められた情報は，実証参加企業によってエコポイン

トの付与などに使用されるため，個人情報の一部が把握
されることにつながる．そのため，実証実験に参画する
企業や団体は，個人情報保護法や関係法令を遵守すると
ともに，推進協議会として定めた個人情報保護の取扱い
方針に沿って，適正な個人情報の取扱いに努める．
また，個人情報の不正アクセスや紛失，漏えいの予防

など適正な管理を行い，個人情報保護のために，継続的
な改善に努める．

5.  む　す　び

実証プロジェクトの 1年目である 2010年度において
は，HEMSの同志社山手の既築 51軒で，エネルギーの

見える化の実証がスタートした．
その他の実証プロジェクトは，2011年度から本格的に
スタートし，翌 2012年度には中間評価が行われる．2013

年度以降は，中間評価を踏まえて，実証の拡張を目指す．
例えば，HEMSは 114軒から 900軒への拡大を目指し，

EV及び充電ネットワークについては，EVを 100台，充
電装置を 150台まで拡大することを検討している．
また，海外展開に向けては，各地域の状況やニーズ等
を把握しながら，具体的なターゲットを絞る．それから，
中間評価を踏まえて，アジアなどの現地で，事業可能性
調査（FS: Feasibility Study）や基本設計の検討，詳細制
度設計などを行う．  

最終的には，「けいはんなエコシティモデル」の全部
または一部をパッケージとして輸出し，「京都議定書誕
生の地」というブランド発信力（Do you Kyoto?）を生か
して，現地の状況やスペックに応じた海外展開を図るこ
とを目指している．
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103解説論文：航空交通の時間管理による CO2削減
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まえがき1

航空交通管制（以後，航空管制と呼ぶ）業務は，航空
機相互間の安全間隔を確保し，円滑な交通流を形成する
ために航空機への指示や許可，情報提供を行う業務であ
る．航空交通管理（ATM：Air Traffi c Management）は，航
空管制業務を包含した概念であり，航空交通に関わるす
べての関係者の協力下での，安全，経済的かつ効率的な
航空交通と空域の動的かつ統合的な管理である（1）．今後
も増加する航空交通量に対応し，安全で効率的な航空機
の運航を実現するために，ATMの様々な技術開発と運用
改善が進められている．将来の ATMの運用概念として，
航空機の軌道（トラジェクトリ）を予測し管理する軌道
ベース運用（TBO：Trajectory Based Operation）が検討さ
れている．この運用概念の国際標準はまだ定められてい
ないが，航空機の軌道が生成され，関係者が共有し，そ
れに従って航空機が運航する概念である．航空機の軌道
は，飛行中及び地上走行中の両方での三次元位置と時間
を含む四次元の航空機の運動の記述であり，気象条件な
ど運航に影響する様々な要素を考慮して生成され，危険
事象の回避などに対応して修正される．TBOにより，航
空機の出発から到着までを全体的に管理することができ，
CO2削減などの運航の効率性を向上することができる．
国際民間航空機関（ICAO：International Civil Aviation 

Organization）は，1991年に開催された第 10回航空会議に
おいて，通信・航法・監視 /航空交通管理（CNS/ATM：
Communication・Navigation・Surveillance/ATM）構想を
まとめた．CNS/ATM構想とは，衛星航法やデータ通信な
どの新しい CNS技術を活用し，航空機をより安全で効率
的に飛行させるための ATMを実現する構想である．ICAO

は 2003年に ATM運用概念を作成した（1）．これは，運用
上の要件に基づいて CNS/ATMを導入するための基盤的
な概念である．TBOは，この運用概念に含まれている．
国土交通省は 2010年に将来の航空交通システムに関する
長期ビジョン CARATS（Collaborative Actions for Renovation 

of Air Traffi c Systems）を策定した（2）．この中の運用概念
と基盤技術の変革の方向性として TBOが述べられてい
る． 米国では NextGen（Next Generation Air Transportation 

System）（3），欧州では SESAR（The Single European Sky ATM 

Research Program）（4）が策定された．TBOはこれらの将来
の運用概念として国際的に検討が進められている．
本報告では，TBOの概要と CO2削減について述べる．

初めに，航空機の運航と CO2排出について，航空機性能
モデルにより説明する．次に，航空交通の技術の現状と
CO2削減のための運用改善策をまとめる．最後に，TBO

の概要と技術課題について述べる．
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航空機の運航モデル2

航空機の運航と CO2排出について，航空機性能モデ
ルを使用して説明する．航空機性能モデルは欧州ユーロ
コントロールの BADA（Base of Aircraft Data）を使用す
る（5）．BADAは，航空機を質点としたエネルギー保存則
に基づくモデルである．
航空機の速度は，こう正対気速度（CAS：Calibrated 

Air Speed），真対気速度（TAS：True Air Speed），対地速
度（GS：Ground Speed）の 3種類に区分される．CASは，
ピトー静圧式速度計の速度に対気速度系統の誤差の補正
を加えた速度で，コックピットの速度計に表示され，飛
行操作に用いられる．TASは，CASに飛行高度におけ
る空気密度比及び空気の圧縮性の影響を修正した速度で
ある．GSは，地表面に対する速度で，TASに飛行経路
に対する風速成分を加算して求める．航空機は，飛行操
作に使用される CASまたはマッハ数を一定にして飛行
することが多い．ここで，マッハ数は音速との比で示し
た航空機の速度である．航空機の軌道生成では，CASま
たはマッハ数から TASに変換し，高層風の影響を考慮し
て GSを算出する．
航空機の運動計算には，航空機を質点としたエネル

ギー保存則に基づくモデルを使用する．これは，航空
機に作用する力（推力と抗力）の仕事率が，機体の運動
エネルギーと位置エネルギーの増加率と等しくなるモ
デルである．ここで，運動エネルギーは速度，位置エネ
ルギーは高度に対応する．例えば，アイドル推力による
CAS一定の降下では，推力，抗力，速度から降下率を算
出することができる．抗力は速度，空気密度，航空機の
コンフィグレーション（フラップ，ランディングギヤの
有無）などの関数となり，速度が増加するほど抗力は大
きくなる．また，推力と燃料消費率はほぼ比例する関係
がある．
図 1から図 3に BADAで算出した航空機の高度，速

度，燃料消費率の例を示す．航空機の形式はボーイング
777-300（B773），重量は BADAの参照重量の 237.6 tと
した．大気モデルは標準大気を使用し，風は無風とした．
横軸は飛行時間を示す．離陸から着陸までの飛行時間は
1時間 4分，飛行距離は 795 kmである .

航空機の上昇中は，推力と抗力の差分により，位置エ
ネルギーと運動エネルギーが増加する（6）．BADAの運

航速度モデルでは，上昇中の航空機の CASは，高度帯
ごとに一定速度が定義されている．CAS一定速度の上
昇においても，高度が上昇するに従って空気密度が小さ
くなるため，図 2のように TASは増加する．更に上昇
して，高度が CAS基準の運航とマッハ数基準の運航の
境界の高度である遷移高度以上になった場合は，CAS

一定速度の上昇から，マッハ数一定速度の上昇に変化す
る．この例の遷移高度は 31,560 ft（9.62 km，1 ft = 0.305 m）
であり，この高度を通過した飛行時間 1,344秒の時点か
ら，TASが低下している．上昇時の燃料消費率は他の区
間に比べて大きい．
巡航中はマッハ数一定速度の飛行であり，推力は抗力と

ほぼ均衡する．高度 33,000 ft（10.06 km）を，マッハ数 0.84

（TASに換算すると 490 kt（252 m/s, 1 kt = 0.514 m/s））で
巡航中の重量 237.6 tの航空機の運動エネルギーは 7.5 GJ，

0

100

200

300

400

500

600

4,000
飛行時間（s）

真
対
気
速
度（
kt
）

0 1,000 2,000 3,000

図２　真対気速度（TAS）

0
5,000
10,000
15,000

20,000
25,000
30,000
35,000

4,000
飛行時間（s）

高
　
度（
ft）

0 1,000 2,000 3,000

図１　高　度

0
50
100

150
200
250

300

350

燃
料
消
費
率（
kg
/m
in
）

4,000
飛行時間（s）

0 1,000 2,000 3,000

図３　燃料消費率



解説論文：航空交通の時間管理による CO2削減 105

Topics of Emerging TechnologiesEmerging Technology Papers

小
特
集
グ
リ
ー
ン
化
と
Ｉ
Ｔ
の
関
係
を
考
え
る

位置エネルギーは 23.4 GJ，合計エネルギーは 31.0 GJで
ある．運動エネルギーと位置エネルギーの割合は，約
1：3であり，位置エネルギーが大きい．
降下中は，アイドル推力により，位置エネルギーを運

動エネルギーに変えながら，グライダのように降下する．
速度設定は，上昇と同様に，高高度ではマッハ数一定速
度，遷移高度以下では高度帯ごとに設定された CAS一
定速度の降下とする．アイドル推力のため，図 3のよう
に降下中の燃料消費率は小さい．着陸前には，フラップ
やランディングギヤを使用するコンフィグレーションと
なり，抗力が増加するので，推力を増加させ，燃料消費
率も増加する．
この計算例の燃料消費量の合計値は 8,951 kgであ

る．区間に分けると，上昇区間が 6,050 kg，巡航区間が 

2,335 kg，降下区間が 566 kgであり，割合ではそれぞれ
68％，26％，6％となる．航空機の燃料 1 lから CO2が
2.46 kg排出される（7）．燃料の比重を 0.8とすると，この
計算例の CO2排出量の合計値は 27,500 kgとなる．
この計算例において，航空機の座席数を 480座席， 座

席利用率を 65％とすると，旅客輸送量当り CO2排出原
単位は 111g-CO2/（人・km）となる．国土交通省が算出し
た旅客輸送機関別の CO2排出原単位（2008年度）の実
績値では，自動車は 164 g-CO2/（人・km），航空は 108 g-

CO2/（人・km），鉄道は 19 g-CO2/（人・km）である（8）．こ
の実績値は，温室効果ガスインベントリオフィスで公開
されている温室効果ガス排出量のデータ及び国土交通省
の交通関係統計等資料で公開されている輸送量のデータ
を基に作成された．本計算例は，航空の実績値とほぼ一
致した．
航空機は，図 3のように巡航時に比べ上昇時に燃料を

多く消費する．そのため，飛行距離が長いフライトは，
短いフライトに比較して，飛行 1 km当りの CO2排出量
は少なくなる（9）．ただし，東京－北米路線のように，長
距離になると燃料搭載量が増加するため，機体重量が重
くなり，逆に飛行 1 km当りの CO2排出量が増加する．
CO2排出量の推定ではこれらの点について注意する必要
がある．なお，鉄道の走行 1 km当りの CO2排出量は，
走行距離によらず一定である（9）．

航空交通の技術の現状3

航空機は出発前に飛行経路，高度などを記述した飛行
計画を管制機関に提出し，管制承認を受けた後に運航を開
始する．飛行中は，飛行計画の経路に沿って，航空管制官
の管制指示に従いながら，目的空港まで飛行する．航空管
制業務は，航空機相互間の安全間隔を確保し，円滑な交通
流を形成するために航空機への指示や許可，情報提供を行
う業務である．その業務は飛行場管制，ターミナル管制，
航空路管制など数種類に分けられており，各管制機関の
航空管制官が区分された空域を担当している．
図 4に航空管制を制御ループとして表現する（10）．航空

管制官は，レーダなどの管制機器を使用して航空機の現
在位置を監視する．また，飛行計画を参考にして，航空
機の将来位置を予測し，安全間隔確保などのための適切
な管制指示をパイロットに通知する．

航空機の飛行管理システム（FMS：Flight Management 

System）は，パイロットが入力した飛行計画に基づき，
最適な燃料消費量や所要時間で飛行するための速度，高
度変化率，推力などを計算する．自動操縦装置（Autopilot 

System）と自動推力調整装置（Autothrottle System）を利
用して自動的に姿勢制御と推力制御を行い，経路に従っ
て飛行することができる．
パイロットの操縦には，FMSを使用する以外に，針路，

速度，高度の目標状態を自動操縦装置に入力する方法，
操縦桿を手動で操作する方法がある．パイロットが管制
指示に従って操縦した航空機の航跡を航空管制官が監視
し，新たな管制指示を発出する繰返しにより航空機の運
航が行われる．航空管制業務や航空機の運航は様々な規
程に基づいており，そこではそれらを支える CNS技術
が活用されている（11）．
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航空機の航法は，性能準拠型航法（PBN：Performance 

Based Navigation）により規定されている．ICAOは広域
航法（RNAV：Area Navigation）システムの性能要件を定
義する PBNマニュアルを発行した（12）．我が国ではこれ
に基づいた RNAVの整備が進められている．従来の飛
行経路は地上の航行援助施設に基づいて設定されていた
が，RNAVにより，自由度の高い経路が設定できる．そ
のため，空港間の経路長を短縮する経路構成が可能とな
り，CO2削減に寄与する．また，交通量の多い経路に平
行した経路を新たに追加することにより，交通量の分散
を図り，経済的な高度で飛行することができる．

RNAV経路は，その要求される精度を示す数値を付加
して呼ばれる．例えば，RNAV5では，航法精度について，
経路における横方向の総合システム誤差（TSE：Total 

System Error）が，全飛行時間中の少なくとも 95％は
±5NM（1NM = 1.852 km）の範囲内になければならない．
ここで，図 5のように TSEはパス定義誤差（PDE：Path 

Defi nition Error）， 航法システム誤差（NSE：Navigation 

System Error），飛行技術誤差（FTE：Flight Technical Error）
の和で定義される（12）．PDE は飛行が期待される要求パ
スと RNAVで定義したパスの差，NSEは航空機の航法
システムが算出した位置と実際の位置の差，FTEは航法
システムが示す位置からの操縦制御能力による偏差で
ある．更に，航法性能要件（RNP：Required Navigation 

Performance）が指定されると，航法精度に加えて，経路
の逸脱について決まった信頼度に基づく警報を発する機
能が必要となる．
現在の FMSは飛行経路の通過予定地点（ウェイポイン

ト）での高度制限などを入力すると，それに従った軌道
を生成する．また，ウェイポイントの通過時刻を指定で
きる RTA（Required Time of Arrival）機能がある．これら
の機能については，FMSの仕様（13）に含まれているが，

PBNマニュアルでは規定されていない．四次元航法に関
連する経路の前後方向の誤差は，NSEのみが規定され，
TSEは定められていない．ここで，経路の前後方向の誤
差は，経路上のウェイポイントからの経路方向の位置誤
差を示す．PBNマニュアルでは，将来の拡張として垂直
RNPと四次元航法能力が考えられている．

CO2 削減の運用改善策4

航空機の運航で CO2削減を目指すには，飛行距離の短
縮，高層風を考慮した経路設定，経済的な高度の飛行，
継続上昇運用（CCO：Continuous Climb Operation），継続
降下運用（CDO：Continuous Descent Operation），管制間
隔の短縮，出発待機などがある．
飛行距離の短縮には，出発空港と目的空港間の大圏

経路に近い RNAV経路を設定することにより改善でき
る．また，日本と米国間の路線など長距離路線の場合
は，偏西風を考慮した経路を利用する．偏西風を追風
として利用する経路や，強い向かい風を避ける経路を飛
行することにより，大圏経路に比較して飛行時間を短
縮できる．現在，太平洋上では日ごとに経路を設定す
る PACOTS（Pacific Organized Track System）が運用さ
れ，また，航空会社が航空機ごとに経路を設定する利
用者設定経路（UPR：User Preferred Route）の利用が進
められている．
航空機は，その重量に対応して，燃料消費量が少なく

なる経済的な巡航高度がある．その高度から 2,000 ft低下
すことにより，燃料消費量が 1.5 ％増加する（14）．また，
偏西風は高度により風速が異なるため，偏西風を考慮し
て巡航高度を決めることも CO2削減には有効である．

CCO，CDOについては，上昇と降下中の水平飛行部
分をなくすことにより，航空機が円滑に上昇や降下で
き，CO2削減に役立つ．出発経路と到着経路がふくそう
する空港周辺のターミナル空域では，交差地点におい
て高度による安全間隔を確保するため，航空機の飛行高
度の制限が設定されることがある．また，目的空港での
着陸滑走路は，通常向かい風になるように選択されるた
め，滑走路が変化することにより，到着経路の飛行距離
が変化し，水平飛行区間が必要となる場合がある．更に，
目的空港の混雑により，着陸時間調整のため飛行距離が
延伸する場合でも，水平飛行区間が必要になることがあ
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図 5　航法誤差（横方向）
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る．降下中に水平飛行するには，推力を巡航中と同程度
に上げる必要があり，燃料消費量が増加する．空域管理
による経路の交差位置や交差時の高度制限の変更，垂直
RNPの導入，それらの動的な管理，及び管制方式の変更
により水平飛行区間を低減でき，これらは CO2削減に寄
与する．
管制間隔は，安全を確保するために必要な航空機間の

最小安全間隔である．運航者が希望する経路や高度が複
数の航空機で競合する場合は，管制間隔を確保するため，
一方の航空機の高度変更などが必要である．管制間隔の
短縮が実現されれば，この変更量や変更頻度を低減でき，
CO2削減に貢献する．
出発待機は，航空交通流管理の一つの機能として，空

港や空域への交通集中が予測された場合に，出発空港で
地上待機する手法である．出発待機により，空中での待
機旋回などの非効率的な飛行を避けることができ，CO2

削減につながる．
目的空港での着陸間隔確保のために，大規模空港周辺

空域で飛行距離の延伸が発生している（15）．この対策とし
て，到着機の滞留が予測される場合は，巡航中の高高度
での速度の減速により，滞留時間を消費する方法がある．
図 6に BADAに基づく航空機の巡航速度の調整幅の例
を示す．最大速度，最小速度，失速速度は航空機の飛行
性能データから，標準速度は BADAの運航速度モデル
で定義される速度データから算出した．航空機の最小速
度は，失速速度に安全率を加えて設定される．また，最
大速度は型式ごとに CASとマッハ数が決められている．
高高度では，マッハ数に従った運航の TAS換算値が小さ
くなるので，速度調整幅は小さい．全体的に標準速度よ

り加速する速度調整幅は小さいが，減速する速度調整幅
は大きい．例えば，巡航区間が 300海里（NM）（556 km）
の場合，TASで 480 ktから 400 ktに減速することによ
り，飛行時間を 7.5分長くすることができる．速度調整
による時間調整は，長い経路距離を必要とするので，現
状の経路延伸より早く開始する必要がある．そのため，
着陸間隔確保の必要性の早期検出による先を見越した制
御が必要である．速度調整は，経路の延伸量を低減する
ことができ，CO2削減につながる．

CARATSでは，「環境への配慮」として， 1フライト当
りの CO2排出量を 10％削減する数値目標を示している．
ここで，1フライト当りとは，出発空港から到着空港ま
での大圏距離当りのことである．航空交通シナリオを想
定した時間管理に基づく CDOや UPRなどの具体的な運
用改善施策における CO2排出量低減の推定モデルの構築
は今後の課題である．

TBOと技術課題5

航空交通システムは様々な要素で構成される大規模で
複雑な制御システムである．航空管制を支援する目的で，
航空交通システムの自動化を進めるためには，制御の対
象となる航空機の軌道情報が重要となる．今後も増大す
る航空交通量に対応し，安全で効率的な航空機の運航を
実現する方法として，TBOが検討されている．CARATS

では，運用概念と基盤技術の変革の方向性として，TBO，
予見能力の向上，性能準拠型の運用の高度化，混雑空
域・空港における容量拡大のための柔軟で精密な運航の
実現，全飛行フェーズでの衛星航法の実現，地上・機上
での状況認識能力の向上，高度に自動化された包括的支
援システムによる機械と人間の能力の最大活用，情報共
有と協調的意思決定の徹底の 8項目が示されている．
図 7に TBOの概念を示す．TBOは，航空機の軌道を

計画し，危険事象などの調整対象を検出し，制御を実施
する．計画に基づく飛行の実施には，FMSなどの航空機
の能力を活用する．航空機が，計画された軌道を正確に
飛行することにより，安全性と効率性を向上できる．ま
た，航空機の軌道の不確定性を低減することにより，管
制間隔や予備的な間隔を小さくすることができ，空域や
空港の容量拡大に寄与する．ここで，予備的な間隔は，
予測誤差や制御の許容範囲を考慮して，管制間隔に加え
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図 6　速度調整範囲例
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て航空機間に確保される間隔である．上昇中は CCO，巡
航中は運航者設定軌道（UPT：User Preferred Trajectory），
降下中は CDOを目指す．主要なウェイポイントには，
通過時刻が指定される．これらにより，運航の効率性を
向上させ CO2削減を目指す．
軌道は，出発空港のスポットアウト（出発機のスポッ

トからの離脱），地上走行，離陸，飛行，着陸，地上走行，
スポットイン（到着機のスポットへの到着）の各フェー
ズを位置と時間による四次元で記述し，現在の飛行計画
をより詳しくしたものである．混雑した空域では，航空
機間の管制間隔を確保するため，個々のフライトについ
て運航者が希望する軌道に従った運航は難しくなる．そ
こで，TBOは各フライトが希望する軌道になるべく近づ
けて飛行できるように，全体を考慮しながら，必要な部
分での軌道を修正し，それに従った航空機の飛行の実現
を目指す．現在は航空管制官が担当するセクタ内で航空
機を誘導しているが，情報処理技術を活用して，より広
域的で早期の段階から航空機の制御を実施する．

TBOでは，初めに運航者が各フライトの運航目的に
合わせて，空港と空域の制約を考慮して，軌道を生成す
る（16）．出発前に，その軌道は必要であれば修正され，運
航者，管制機関，空港管理者が同意する．軌道への規制
が掛けられたり，解除されたりする手順は，対応時間に
余裕がある場合には関係者間の協調的意思決定（CDM：
Collaborative Decision Making）により実施される．
飛行中は，FMSの利用などにより正確に承認軌道を飛

行する．航空機の現在位置から 20～ 30分先までの区間
は，管轄する管制機関により承認される．このとき，正
確な軌道予測技術により，他の航空機の軌道との間隔欠

如などの危険事象が予測されると，航空機と調整し，軌
道を修正する．軌道は，このようにフライトの計画時に
生成され，運航の過程で修正され，目的空港に到着した
後にその管理が終了する．

TBOでは，実世界での航空機と情報処理システム内で
の航空機の情報の正確な対応が重要となる．そのため，
航空機の飛行性能及び気象条件などの飛行環境のモデル
化技術の精度向上が望まれる．また，航空機と管制機関
が軌道情報を共有するための空地間のデータ通信技術，
及び航空管制官とパイロットが軌道情報を正確に認識す
る HMI（Human Machine Interface）技術が必要となる．
航空機の出発時刻は機材準備，乗客の搭乗遅れの影響

などにより定刻から変化する．飛行中は高層風の影響を
受け速度が変化し，また，安全確保や乗客の快適性のた
め悪天空域を回避する．このような不確定性のため，こ
れまでの航空管制業務ではウェイポイントの通過時刻指
定による時間管理はほとんど実施されてこなかった．新
たな運用を目指すため，TBOの実現には，様々な課題を
解決する必要がある．航空管制業務に新たに時間管理業
務が追加されるので，現状と同じ環境では航空管制官の
業務量は増加する．そこで，業務の一部を自動化システ
ムが対応することにより，業務量を低減することを目指
す．以下に課題を示す．

・運用概念の構築
・人間とシステムの役割分担
・地上システムと機上システムの役割分担
・軌道予測技術，軌道変更技術の開発
・データ通信環境の整備
・監視環境の整備（ADS-Bなど）
・航法環境の整備（四次元 RNP，FMSの開発）
・HMIの開発
・ 情報ネットワーク SWIM（System Wide Information

 
Management）の開発

運用概念は，関係者の共通認識と受容性の評価，課題
の抽出，対応策の検討に利用する．このとき，人間中心
の自動化設計，航空機のコックピットと管制官が使いや
すい管制卓に関する HMIの開発，地上と機上システム
との連携なども検討しなければならない．TBOの運用で
は，それを支える CNS技術の整備が必要であり，関係者
間での軌道に関する情報共有のための情報ネットワーク
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図 7　軌道ベース運用の例
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SWIMの整備も必要である．軌道予測技術は，航空機の
性能モデルや気象予報に基づいて軌道を予測する技術，
軌道変更技術は，危険事象などを回避するために軌道を
効率的に変更する技術である．現在，これらの技術開発
が国際的に進められている．

む　す　び6

将来の ATMの運用概念として検討されている TBO

と CO2削減について紹介した．初めに，航空機の運航と
CO2排出について，航空機性能モデルにより説明した．
次に，航空交通の技術の現状と CO2削減のための運用改
善策をまとめた．最後に，TBOの概要と技術課題につい
て述べた．

TBOを導入するためには，軌道予測技術を改善する
とともに，それを活用するための運用方法を開発し，関
係者に受容されなければならない．そのためには，本技
術の有用性と使用容易性の実証が重要である．FMSの
活用，軌道情報を空地間で共有するデータ通信技術，管
制情報処理システムでの軌道情報のデータ管理，航空管
制官とパイロットへの情報提供方法などが今後の課題で
ある．
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まえがき―地球温暖化と ICT―1

近年，地球温暖化に代表される気候変動問題は，地球
規模の課題として認識され，世界的な取組みが必要とさ
れている．特に，地球温暖化の原因としては，人為的な
温室効果ガスの可能性が高いとの見解が，国連の気候変
動に関する政府間パネル（IPCC： Intergovernmental Panel 

on Climate Change）が発行した第 4次評価報告書（1）によっ
てなされている．この温室効果ガスの中でも，二酸化炭
素（CO2）やメタンの影響が着目されている．2005年 2

月に京都議定書が発効し，日本は，2008～ 2012年まで
に温室効果ガスの総排出量を基準年の 1990年より 6％
削減することを求められている．しかし，2008年度の
総排出量（CO2換算）は 12億 8,200万 tと，基準年比の
+ 1.6％上回っている（2）．本稿では，環境負荷として，こ
の CO2排出に焦点を当て，特に ICT機器などが消費する
電力の増加に伴う CO2排出の増加を課題と捉える．

ICTは，ここ数年において急速に発展し，通信ネット
ワークを始め，ユーザの使用する端末機器まで，著しい
普及とともに，その電力消費に起因する CO2排出量も増
えている．そのため，通信ネットワークシステムやデー
タセンタの省エネルギー化などの ICT自身の環境負荷を

低減すること（Green of ICT）が急務となっている． 

一方，ICTサービスを利活用することにより，ライフ
スタイルの変革に伴う社会全体の環境負荷低減を期待で
きる．具体的な例としては，次のような事象がある．サ
プライチェーンマネジメント等の企業間の情報連携によ
る流通の効率化やペーパレスオフィスの実現などに代表
される「物の生産や消費の効率化」，高度道路交通システ
ム（ITS：Intelligent Transport Systems）による交通渋滞緩
和などの「輸送の効率化」，テレビ会議等による「人の移
動の代替」，スマートグリッドに代表される「エネルギー
の利用効率の向上」などがある．つまり，ICTサービス
を利活用することが，ICT分野以外の他の分野の環境負
荷を低減すること（Green by ICT）につながる．
前述した「Green of ICT（ICT機器類の省エネルギー化

などによる ICT自身の環境負荷の削減効果）」と「Green 

by ICT」との関係は，図 1のように表すことができる．
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ICT（Information and Communication Technology）が地球環境に与える影響の中で，環境負荷低減
に対する考え方には二つの側面がある．ICT 自体の環境負荷を低減すること（Green of ICT），及び

ICT サービス利活用により社会全体の環境負荷の低減へ貢献すること（Green by ICT）である．これらの環境側面を定量的
に把握するための評価手法として，本稿では，統計資料等を用いたマクロ的な推計に基づいた日本全体としてのGreen of 
ICT と Green by ICT の効果について紹介する．更に，個々の ICT サービスの環境影響を評価する方法として，ライフサイク
ルアセスメントに基づいたミクロ的な評価手法を「情報通信技術（ICT）の環境効率評価ガイドライン」の基準に則して解
説する．環境影響評価手法の国際標準化活動についても触れる．
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図 1　ICTによる他分野のCO2排出削減イメージ
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ICTが地球環境に与える影響を評価するためには，この
二つの側面を定量的に把握することが必要となる．
本稿では，統計資料等を用いたマクロ的な推計として，日

本全体の ICT分野におけるCO2排出量と ICT利活用によ
るCO2排出削減効果を紹介する．更に，ライフサイクルアセ
スメントに基づいた，個々の ICTサービスの環境影響を評
価する手法（ミクロ的な評価）について，解説する．また，環
境影響評価手法の国際標準化活動についても触れる．

日本の ICT分野におけるCO2排出量の推計2

2.1　日本の ICT分野におけるCO2排出量把握の取組み

ICTサービスを提供するための通信ネットワーク装置
などの電力消費，及びサービスの利用に必要なユーザの
端末機器の電力消費を定量的に把握する試みとして，由
比藤らは，最新の ICTサービスの統計や ICT機器の出
荷統計などを調査し，日本の ICTサービス全体の電力
消費量を推計した（3）．この方法を基に，総務省「地球温
暖化問題への対応に向けた ICT政策に関する研究会｣ 報
告書（4）において，2012年までの日本の ICT分野におけ
る CO2排出量について推計が行われている．更に，総
務省「グローバル時代における ICT政策に関するタスク
フォース『地球的課題検討部会』」（5）の環境問題対応ワー
キンググループでは，前述の 2012年における ICT分野
の気候変動に与える影響の分析を延伸し，2020年におけ
る ICT分野全体の CO2排出量の推計が実施されている．
推計方法については，前述の文献（4）に詳しく記載されて

いるので参考にされたい．
2.2　推計結果

総務省「グローバル時代における ICT政策に関するタ
スクフォース『地球的課題検討部会』」による 2020年度へ
延伸した試算結果（合計値は放送分野を含む）を図 2に示
す．図 2における「対策」とは，研究開発による技術革新，
ICT機器やデータセンタの省エネルギー化などである（6）．
図 2は，次のようなことを表している．ICTサービスの
普及に伴い，ICT機器類の稼働数や設備等の増加により，
ICT分野（放送分野を含む）の電力消費量は増加し， 2020

年度では成り行きで 5,150万 t-CO2（1990年度の温室効果
ガス国内総排出量の 4.1％）となる．これに対し，省エネル
ギー対策を実施した場合は，2020年度で 723億 kW・hと
なり，CO2排出量では，2,966万 t-CO2となる．したがっ
て，この対策実施により，ICT機器類の電力消費量につ
いては，533億 kW・hの削減効果が生じることになる．
この削減効果が Green of ICTとしての効果となる．
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＊CO2 排出原単位：0.41kg-CO2/kWh

図 2　ICT 分野（放送分野を含む）の電力消費量予測
出典： 総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース

『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22 年 5月 11 日）資料 1

図 3　2020 年度の ICT 分野（放送分野を含む）の電力消費量予測の内訳
出典：総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22 年 5月 11 日）資料 1
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これらの電力消費量の内訳として，2020年度の非対
策ケースと対策実施ケースを図 3に示す．対策実施ケー
スでは，非対策ケースと比較すると，サーバ・ストレー
ジのクラウドによる仮想化（77.6億 kW・h削減），光通信
技術などによるルータ・LANスイッチの省エネルギー
（162.5億 kW・h削減），データセンタ空調の効率化（146

億 kW・h削減）などにより，合計 533億 kW・h/年の電力
消費量の削減効果が得られ，これらの研究開発による技
術革新や普及が期待される． 

日本の ICTサービス利活用によるCO2排出削減効果の推計3

3.1　推計方法

ICTサービス利活用による CO2排出削減効果を評価
するためには，対象となる利活用シーンを設定し，従来
手段（評価対象とする ICTサービスの導入前の手段）の
場合の CO2排出量と ICTを利用した場合の CO2排出量
を比較し，その差分を効果とする．利活用シーンとして
は，「個人向け電子商取引」，「法人向け電子商取引」，「物
質の電子情報化」，「人の移動」，「高度道路交通システム
（ITS）」，「電子政府・電子自治体」，「エネルギー利活用」
の大きく七つに分けられる．この手法は，産業連関表や
統計情報などのデータにより，日本全体のエネルギー消
費量の削減量を試算する方法で，2002年中村らにより発
表された考え方（7）に基づいており，次のような要素を含

めて，その後精査されたものである（4），（8）．
・利活用シーンを分類・整理し，重複を回避．
・ICTサービスの普及度をもとに経年評価を実施．
・ ICTサービスの利活用シーンとして，電子申請（税申
告），電子申請（オンラインレセプト），BEMS（Building 

Energy Management System）・HEMS（Home Energy 

Management System）を追加．
・ ICTサービスのトレンドを考慮した最新の統計情報
や公開情報への変更．

・ 京都議定書目標達成計画に対策が記載されている利
活用シーンについては目標達成計画の値を採用．具
体的には，テレワーク，ITS，BEMS・HEMS．

3.2　推計結果

前述の推計方法により，2020年度までの ICTサービス
利活用によるCO2排出削減効果を推計した結果を表 1に示
す．ICTサービスの普及に伴い，2020年度（非対策ケース）
には，9,500万 tの CO2排出の削減効果が得られることが
分かる．更に，2020年度（対策実施ケース）では，スマート
グリッドの導入や建造物のエネルギー管理の徹底，各分野
のペーパレス化の推進など，ICTサービスの利活用を普及拡
大するという対策を講じることで，最大で 1.5億 tまでの削
減効果を期待できるという結果になっている．特に，大きな
効果を期待できる利活用シーンは，サプライチェーンマネジ
メント，BEMS・HEMS，スマートグリッドである．これらの
ICTサービス利活用によるCO2排出削減効果（9,500万 t及

数値は 2020 年度の単年度効果．効果は 2000 年度比（計算には，2000 年の産業連関表を活用）．割合は，1990 年における国内
の CO2 総排出量 12.6 億 -CO2 トンに対する割合．

表 1　2020 年度の ICT 利活用による CO2 排出削減効果
出典：総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22 年 5月 11 日）資料 1
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び 1.5億 t）が，Green by ICTとしての効果となる．
図 4に，放送分野も含めた ICT分野全体の CO2排出

量及び CO2排出削減効果を示す．排出量の割合は，京都
議定書の基準年である 1990年度の日本の温室効果ガス
総排出量に対するものである．上段（水色の棒グラフ）
では，ICT分野全体の CO2排出量，つまり ICT機器など
の使用による CO2排出量を示し，下段（橙色の棒グラフ）
は，ICTの利活用による CO2排出削減効果を示す．同年
度で両者を比較すると，ICT利活用による CO2削減効果
（下段）のほうが ICT分野全体の CO2排出量（上段）を大
きく上回っていることが分かる．
年度ごとの経緯については，次のようになる．2012年

から 2020年にかけて，ICT機器などの使用による CO2

排出量は，新たな対策を講じない成り行きでは，5,100

万 t-CO2となるが，対策を施すことで 3,000万 t-CO2に
抑えることができる．この差 2,100万 t-CO2の削減効果
が Green of ICTである．一方，Green by ICTについては，
2020年度の成り行きで CO2排出削減効果 9,500万 t-CO2

が見込まれ，更に新たな対策として，現在の ICT利活用
分野を拡大するとともに，可能な範囲で利用促進を加速
化することで，1億 5,500万 t-CO2まで削減効果を増加
できる．CO2排出量と CO2排出削減効果を差し引いた
ICTによる CO2排出削減量は，1億 2,500万 t-CO2とな
り，これは 1990年度の国内の CO2総排出量に対する約
1割に当たる．このように，将来へ向けた ICT分野にお
ける環境負荷の低減のためには，ICT機器類の電力消費

による CO2排出量を抑える Green of ICTと，ICTサービ
ス利活用により CO2排出量を削減する Green by ICTの 2

側面の両輪による対策が重要である．
なお，Green by ICTの効果には，公共交通機関，オフィ

ススペース，倉庫の削減など，その効果が即時的には現
れない「削減ポテンシャル」も含まれている（詳細は，後
述の 4.6を参照）．

ICT サービスの環境影響評価4

4.1　評価のガイドライン

ここまで，統計資料等を用いたマクロ的な推計方法を
紹介した．次に，個々の ICTサービスに着目した場合の
環境影響の評価法（ミクロ的な評価）を解説する．

2006年 3月に日本環境効率フォーラムより「情報通
信技術（ICT）の環境効率評価ガイドライン」が発表され
た（9），（10）．これは，ICTサービス導入企業や業界団体に
向けた，ICTサービスを利活用した環境負荷低減のため
の取組みを評価する際のガイドラインであり，ICTサー
ビス導入による環境負荷や環境効率を評価するための国
内で初めての統一基準である．本章では，このガイドラ
インに基づき，評価手法を説明する．
4.2　環境影響評価の枠組み

製品やサービスの環境影響を評価する手法としては，ラ
イフサイクルアセスメント（LCA: Life Cycle Assessment）が
広く知られており，ICTサービスの環境影響評価において
も，LCAに基づくことが望ましい．LCAとは，製品やサー
ビスについての原材料の採取から製造，使用，廃棄に至る
までの各ライフサイクルステージに関して環境に与える影響
を定量的に評価する手法である．図 5に，ICTサービスに
おいて評価すべきライフサイクルステージ例を示す．典型的
な ICTサービスのライフサイクルステージは，①調達，②
設計・開発・製造，③出荷，④流通，⑤設置，⑥立上げ

差し引きでの，トータルの
ICTによるCO2排出減量
12,400万t-CO2（10％）

注） 特段の対策なし： ICT 機器の CO2 排出削減（of ICT）に新たな対策を講じない場合．
                                        現在の ICT 利活用（by ICT）を継続して推進する場合．
       対策実施： ICT 機器の CO2 排出削減（of ICT）に有効と考えられる新たな対策を講じる場合．
　　　　　　  現在の ICT 利活用分野を拡大するとともに，可能な範囲で利用促進を加速化する場合．

図 4　 2020 年度の ICT 分野全体（放送分野を含む）の CO2
排出量と削減効果

出典： 総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォー
ス『地球的課題検討部会』」第 5回（平成 22年 5月 11日）資料 1

①調達 ④流通 ⑤設置 ⑥立上げ作業

⑦運用

②設計・開発・製造 ③出荷

⑧回収⑨廃棄・リサイクル

図 5　ICT サービスのライフサイクルステージ例
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作業，⑦運用，⑧回収，⑨廃棄・リサイクルからなる．
各ライフサイクルステージにおいて，評価する対象と

なる活動，つまり ICTサービスの利活用によって影響が
ある活動の項目は，八つに分類される（表 2）．

①は，製品，部品，材料やエネルギーの投入，排出，
廃棄物の排出を伴う活動のうち，②～⑧以外である．例
えば，ICTサービスの各ステージにおいては，オフィス
などでの書類印刷のための情報紙の使用や，CD・DVD

（Digital Versatile Disc）などの情報記録媒体の使用，ガス
などの燃料や電気の使用などの環境負荷である．②は，
評価対象の ICTサービスを実現するシステムを構成する
機器類の活動を評価する．③は，ネットワークインフラ
を構成する設備を利用する活動であり，詳細は 4.3で述
べる．④は，ソフトウェアを設計・開発・利用する一連
の活動であり，それぞれのライフサイクルステージで評
価を行う．詳細は，4.4で述べる．⑤と⑥は，それぞれ物

や人を輸送する活動であり，輸送に伴うガソリンや軽油
などの消費や，パレットや副資材などの使用も考慮する．
⑦は，製品や部品，材料などを倉庫などで保管する活動
であり，倉庫で使用する空調や証明などのエネルギーも
考慮する．⑧は，人がオフィスなどで業務を行う活動で
あり，そのために必要な材料やエネルギーを評価する．
4.3　ネットワークインフラの環境影響評価

前述の評価対象とする活動項目の一つである，ネット
ワークインフラの環境負荷を評価するためには，次の考
え方を適用する．
（1）評価する単位

ICTにおける通信方式は現在，回線交換方式とパケッ
ト通信方式の二つがある（図 6）．この方式の違いにより，
環境負荷評価の単位が異なる．回線交換方式では，通話
している時間は利用する通信回線を占有しているため，
時間単位で評価を行う．一方，パケット通信方式では，
特定の利用者が通信回線を占有するわけではなく，情報
を細かく分けて伝送するため，様々な場所へ移動する複
数の情報が同一の通信回線を利用する．そのため，情報
量単位での評価を行う．

（2）評価する期間
ネットワークインフラは，多数の通信設備から構成さ

れているが，各設備の寿命はそれぞれ異なるため，一つ
のシステムとしてライフサイクルの環境負荷を評価する
ことが困難である．そのため，ネットワークインフラを
評価するためには，各設備の各ライフサイクルにおける
環境負荷をそれぞれの耐用年数で除し，1年当りの各設備
の環境負荷を求める．これらを合計し，評価対象とする
ネットワークインフラの 1年当りの環境負荷を算出する．
（3）配分の考え方

ICTサービスの環境影響を評価するためには，図 7に
示すように，その ICTサービスを機能させるアプリケー

（b）パケット通信方式

交換機 交換機

（a）回線交換方式

図 6　ICT サービスにおける通信方式

＊ 1　 ネットワークインフラとは，電話サービス，インターネット接
続サービス（ISP サービス），データセンタによるストレージ提供
サービスなど，評価対象の ICT が利用する ICT 関連サービスを提
供する設備を指す

＊ 2　 ソフトウェアとは，個別ソフトウェア，業務パッケージ，ミドル
ウェア，オペレーティングシステム（OS）などを指す

表 2　ICT サービスのライフサイクルステージにおいて
評価対象とする項目

活　動 概　要

①  材料・エネルギー
　消費

製品，部品，材料やエネルギー投入，排出，
廃棄物の排出を伴う活動のうち，②～⑧に該
当するもの以外の活動
（ 例： 情報紙・ 情報媒体・ プリンタカート
リッジの使用，水・圧縮空気の使用）

② ICT 機器利用 パソコン，プリンタなどの ICT 機器を利用す
る活動
（ 例：運用のライフサイクルステージでは，
ICT 機器による電気の使用など）

③ネットワーク
　インフラ利用

ネットワークインフラ＊1 を構成する設備を利
用する活動

④ソフトウェア利用 ソフトウェア＊2 を設計・開発・利用する一
連の活動

⑤物移動 製品や部品，材料などを輸送する活動
（ 例：輸送に伴うガソリン・軽油の消費，パ
レットや副資材の使用）

⑥人移動 顧客や従業員などが，各種交通機関を利用し
て移動する活動
（ 例：自家用車によるガソリンの消費，電車
による電気の消費，バスによる軽油の消費）

⑦物保管 製品や部品，材料などを倉庫などで保管する
活動
（ 例：倉庫の空調，照明で使用されるエネル
ギー）

⑧人執務 顧客や従業員などが，オフィスを利用して業
務を行う活動
（ 例：オフィスの空調，照明で使用されるエ
ネルギー）
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ション（AP）に対する下層のネットワークインフラの環
境負荷を評価する必要がある．このとき，全ての APに
対するものから，当該 APに対するものを配分しなけれ
ばいけないが，ネットワークインフラの上層にある全て
の AP数や規模を把握することは困難である．そのため，
前述の評価単位である通信時間または情報量当りのネッ
トワークインフラの環境負荷を算出し，ICTサービスで
利用する APの通信時間または情報量を乗じることによ
り，評価対象の ICTサービス分のネットワークインフ
ラの環境負荷を算出する．このような配分の考え方によ
り，ネットワークインフラの環境負荷の把握においては，
利用する ICTサービスを機能させる APに相当する部分
（図 7のネットワークインフラ層の太枠で囲まれた部分）
を切り出し評価する．
次に，通信時間または情報量当りのネットワークイン

フラの環境負荷を求めるためには，ネットワークイン
フラを構成する設備について，次に示すような分類ごと
（図 8）に評価を実施する．
① 　加入者設備：評価対象の ICTサービスの利用状況
に応じて，通信時間または情報量で配分する．

② 　アクセス設備： 固定電話サービスや IP（Internet 

Protocol）系サービスに代表される有線系アクセス設
備では，ユーザは利用状況によらず設備を常に占有
しているため，例えば，アクセス設備の環境負荷を
ユーザ数で除してユーザ当りとし，評価対象の ICT

サービスの利用状況にかかわらない一定の環境負荷
として評価する．更に，複数の目的で同じ設備を利用
している場合は，状況に応じて配分する．また，携帯
電話サービスや無線系アクセス設備には，ユーザを
位置登録する機能と，情報を電波に乗せて通信する
機能がある．位置登録機能ではチャネルを占有して
いるため，有線系アクセス設備と同様，評価対象の
ICTサービスの利用状況にかかわらない一定の環境
負荷として評価する．情報を電波に乗せて通信する
機能は，通信している利用者でチャネルを共有する
ため，通信時間または情報量で配分して評価する．

③ 　中継設備：利用しているときのみ設備を占有する
ため，通信時間または情報量で配分して評価する．

4.4　ソフトウェアの環境影響評価

ソフトウェアの環境負荷は，設計・開発・製造などに
必要なエネルギー・消耗品などから求める．
（1）ソフトウェアの分類と環境負荷の配分
ソフトウェアの分類と環境負荷の配分については，次

のように考える．ユーザ・カスタマイズされる個別ソフ
トウェアは，その顧客専用のため，全環境負荷をそのま
ま評価する．一方，複数の顧客で複数本使用されるソフ
トウェアインフラでは，開発・製造時の環境負荷は出荷
数などで配分する．この考え方においては，一般的に個
別ソフトウェアの環境負荷量が大きくなる可能性が高い
ため，ICTサービスを機能させるための個別ソフトウェ
アには特に留意し，環境負荷を評価する必要がある．
（2）ソフトウェアの環境負荷の評価方法
評価する個々のソフトウェアの設計・開発・製造など

で使用する PCやサーバの消費電力などを調査し，実態に
即した環境負荷を評価（積上げ法）し，それらを合計して
ICTサービスを機能させるシステム全体の環境負荷を評
価することが望ましいとされている．しかし，ソフトウェ
アインフラなど，調査が困難な場合も多いため，金額から
算出する方法も一つの手法となる．
4.5　比較評価の枠組み

複数の ICTサービス同士の比較や，ICTサービスと従
来手段の比較をする場合には，比較するシステム間の同
等性を確保する必要がある．そのためには，以下の事項
が原則となる．
①　機能単位を合わせること
②　システム境界を明示すること

ネットワークインフラ（ICT機器・設備 など）

情報流通プラットフォーム

AP
（アプリケー
ション）

AP AP AP AP

情報流通プラットホーム

AP
AP AP AP AP・・・・・

 
ネットワークインフラ（ICT 機器・設備など）

（アプリケー
    ション）

図 7　ICT サービスにおける階層構造と評価の配分

中継設備

電柱 管路

ケーブル

終端装置

端末機器 局内
モデム

ルータ

電電電電 管管路路

モデム

保安器

ル タ

加入者設備 アクセス設備

ケ

図 8　ネットワークインフラを構成する設備例



116 通信ソサイエティマガジン  No.18［秋号］2011

解説論文

③ 　比較評価の透明性や客観性を確保するために，①，
②について詳細な記述が望ましい．

ここで，機能単位とは，評価するときの基準で，評価
対象となる ICTサービスの性能や機能を一定の数値単位
で定量化したものである．例えば，eラーニングによる
講習会サービスの機能単位は，「社員 100人が自席の PC

で，1年間に 1人当り 4回（1回当り 2時間）の講習を受
講する」のようになる．また，システム境界とは，評価対
象の ICTサービスと，環境または他のサービスとの境界
のことである．通常，サービスやシステムは，複雑に連
結された単位プロセスの集合からなるため，システム境
界の設定により，評価する範囲を明確にする必要がある．
比較評価では，対象となる ICTサービス（以下「対象

ICT」とする）と，基準となる ICTサービスまたは従来手
段（以下，「基準サービス」とする）を設定し，以下の定
義式に基づいて評価を実施する．
　　［環境負荷増減量］
　　＝［対象 ICTの機能単位当りの環境負荷量］
　　　－［基準サービスの機能単位当りの環境負荷量］
例えば，「対象 ICT」がテレビ会議システムの場合，「基

準サービス」つまり従来手段は，出張会議となる．ここ
で，従来手段とは，ICTを用いない場合の既存の手段や
サービスを意味する．テレビ会議システムの環境負荷量
から出張会議の環境負荷量を差し引いた値がマイナスと
なる場合，その絶対値が，出張会議を基準とした場合の
テレビ会議システムの環境負荷低減効果となる． 

なお，評価の透明性を高めるために，前述の機能単位，シ
ステム境界の他に，次の項目を明示することが必要である．
・ICTサービスの概要
・評価の目的
・評価したライフサイクルステージと活動の関係
・評価方法
・使用原単位
・評価結果
ここで，原単位とは，製品やサービスを 1単位消費し

たときの環境負荷量のことを指し，環境負荷との関係は，
次式で表される．
　　［環境負荷］
　　＝［環境に影響を与える製品・サービスの消費量］
　　　 ×［製品・サービスを 1単位消費したときの
　　　　  環境負荷量（原単位）］

4.6　 ICT の環境負荷増減ポテンシャル

比較評価を実施する場合には，評価した方がより ICT

の潜在能力を知ることができる活動がある．ガイドラ
インには，これを「ICTの環境負荷増減ポテンシャル」
として評価してよいと記載されている．ICTの環境負
荷増減ポテンシャルは，例えば，テレビ会議システム
の導入により，出張での人移動がなくなる場合を想定
し，次のように説明できる．今まで出張での移動手段
が自動車を利用していた場合は，テレビ会議の実施に
より自動車のガソリン消費が減るため，環境負荷を実
質的に削減することができる．しかし，移動手段とし
て，電車やバスなどの公共交通機関を利用していた場
合は，少人数が利用しないことで公共交通機関の運行
頻度が，すぐに削減されるものではない．しかし，将
来的にテレビ会議システムが普及し，ライフスタイル
やビジネススタイルの変革が進展することにより，運
行頻度の見直しなど活動量の実質的な削減が誘発され
ると考えられている． 

このような削減の可能性がある場合の効果について
は，「削減ポテンシャル」や「みなし効果」とも呼ばれ，
今後，ICTサービスを利活用することにより，どれだけ
社会への影響があるかを評価し，定量的に世の中に示す
ことで，環境配慮型の ICT社会へ導くことができると考
えられている．「削減ポテンシャル」は，人移動だけでな
く，物保管や人執務でも算出できる．ICTサービス利活
用により，ペーパレス化や人稼働の効率化が図られた場
合でも，書類の保管倉庫や人員の削減が即時に起こるこ
とはないが，将来的には，業務見直しなどの機会により，
実質的な削減となる効果であることをガイドラインは指
摘している．
なお，このガイドラインに基づいた環境影響評価につ

いては，文献（11）にある詳細な記載も参考にされたい．
4.7　 ICT サービスの環境影響評価事例

ICTサービスの環境影響評価の事例として，澤田らの
研究に，ブロードバンド・ユビキタスサービスである B

フレッツと FOMAの評価がある．ユーザへのアンケー
ト調査と統計資料を用いて，ユーザの平均的なサービス
の利用状況を推定し，サービスを 19種類に分類し，それ
ぞれに従来手段を設定し，LCAに基づいた評価を実施し
た．Bフレッツと FOMAの 1回線当りの環境負荷量を
従来手段と比較し，ブロードバンド・ユビキタスサービ
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スによる環境負荷低減の効果を定量化した．なお，ICT

の進展により，ライフスタイルや産業構造が変化し，新
たなサービスの出現も相次いでいる．これらの変化は，
環境影響評価においては，適時，ユーザへのアンケート
調査などにより，インターネットの利用時間や ICTサー
ビスの増加などとして反映することができる．詳細は，
文献（12）～（14）を参考にされたい． 

国際標準化活動5

前述のガイドラインにより，評価手法の国内での統一
基準は規定されているが，国際標準の評価手法は定めら
れていない．国際的に通用する手法を確立する上では，
次のような課題がある．
・公平性・妥当性・透明性を確保すること
・ 国・地域での違いを考慮し，他国・地域間での比
較に利用可能であること

・ICT以外の他分野からの納得性が得られること
このような背景の下，ITU-T（International Telecommuni-

cation Union-Telecommunication Standardization Sector）で
は，2008年 7月にジュネーブで開催された電気通信標準
化諮問委員会（TSAG: Telecommunication Standardization 

Advisory Group）にて，「ICTと気候変動に関するフォーカ
スグループ（FG）」が創設された（15）．ここでは，ICTサー
ビスの利活用による環境負荷低減効果を客観的に評価す
る手法等の国際標準化を目指し議論がなされた．2009年
3月には，成果文書が取りまとめられ，前述のガイドラ
インの内容についてMethodology（ICT機器及び ICT利活
用による他分野の消費エネルギー削減量の評価手法）と
して掲載された．2009年 4月には，FG終了後の体制と
して，Study Group 5（SG 5）が「環境と気候変動」に改組さ

れ，図 9のように，「ICTと気候変動」作業部会（WP 3/5：
Working Party3）が設立された．SG 5では，活発な議論が
なされ，日本がリーダシップを発揮し，国際標準化を進め
ている．この中で，課題 18/5において，ICT環境影響評
価手法の勧告化に，前述のガイドラインの内容の盛り込み
を目指し，積極的に取り組んでいる（16）．主な参加国は，日
本，フランス，韓国，イギリスなどであり，ICT製品・ネッ
トワーク・サービスレベルにおける環境影響評価手法な
どについて 2011年度をめどに勧告化する予定である．

むすび―今後の展開―6

今後も，ますます多様な ICTサービスが発展，普及す
る中で，ライフスタイルやビジネススタイル，産業構造
が変化していくことが予測される．このような変化は，
ICT機器類や設備の電力消費の増加も意味するが，それ
に対し，Green of ICTと，Green by ICTの二つの側面から
の環境負荷低減への取組みが重要となる．
国際標準化活動において評価手法を確立していくと

ともに，実際の Green by ICTの効果を定量的に示して
いく営みも欠かせない．このような中で，商品やサービ
スのライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に
算出し，CO2に排出量に換算した数値をその商品やサー
ビスに簡易な方法で分かりやすく表示する仕組みとし
て，カーボンフットプリント制度が国内外で着目されて
いる（17）．日本では，この試行事業（18）が，経済産業省を
中心に展開されている．これまでの主な対象は，食料品
や日用品などであり，そのライフサイクル全体での CO2

排出量を評価し，包装紙などに直接表示することで，消
費者に CO2排出量の少ない商品の購買を促すことをね
らいとしている．CO2排出量の少ない商品を消費者が
購入するようになれば，生産者も CO2排出量の少ない
製品・サービスの販売に努めることになり，社会全体
の CO2排出量が削減されることが期待されている．カー
ボンフットプリント制度は，生産者と消費者が相互に
CO2排出削減に向かうことを期待できる仕組みともいえ
る．この相互の努力の仕組みをうまく循環させるために
は，それぞれの製品・サービスに対して，消費者が信頼
でき，理解しやすい CO2排出量の算定方法・ルール作
りが必要となる．
今後，評価手法を活用し環境影響の定量的な把握を進

WP1/5 「過電圧保護と安全」

SG5「環境と気候変動」

WP3/5 「ICTと気候変動」
課題 17/5 ‒「ICTと気候変動」の標準化に関するコーディネイトと計画

課題 18/5 ‒ICT環境影響評価手法

課題 19/5 ‒給電システム

課題 20/5 ‒ICTのライフサイクル全体にわたるエネルギー効率に関するデータ収集

課題 21/5 ‒ICT機器や設備の環境保護とリサイクル

WP2/5 「エミッション，イミュニティと人体暴露」

図 9　ITU-T WP3/5 の課題構成
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めることで，より多くの ICTサービスに付加価値を与
え，社会における環境負荷低減の取組みを推進すること
を期待したい．
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小特集：グリーン化とITの関係を考える解説論文

まえがき1

CO2削減などの環境意識の高まりに伴い，建物のグ
リーン化に向けた議論や実践は，世界中で広く行われる
ようになってきたと肌身で感じる．ICT（Information and 

Communication Technology）技術を活用することで，建物
の照明や空調など，多くの機器を適切にコントロールし，
消費電力の削減を実現することは確かにできる．しかし，
ここに伴う多くの苦難を正しく認識し，それらの課題を
解決していかなければ，実際に普及させることはできな
いと，我々は考えている．
我々も，東大グリーン ICTプロジェクトの中で，建物

のグリーン化を促進するための研究活動を行ってきた．
ICTを活用した消費電力削減には，少なくとも二つの

パターンがあり，一つが直接的な制御，もう一つが （見
える化を通じた）人的な構成変更である．ここで，直接
的な制御とは，例えば
（1 ）人の有無（場合によっては部屋にいる人数）を把握
し，快適性を保ちながら，空調の設定温度やオンオ
フを適切に制御する．

（2 ）人の有無に応じて照明を自動的にオンオフするこ
とで，消し忘れによる無駄をなくす．

（3 ）電力消費量を絶えずモニタリングし，消費量が増
える夏の昼間などに，ビル全体を極端な省エネル
ギーモードで稼働させ（例えば，廊下などの照明を

強制的にオフにしたり，重要な部屋以外の冷房設定
温度を強制的に高く設定したりして）ピーク電力の
削減を実現する．

などがあり，人的な構成変更とは，例えば
（4 ）部屋の作りやパソコンの配置などから生じる非効
率な運用構成を発見し，それらの配置等を見直す．

などがある．
すべての機器をネットワーク化し，遠隔監視できるよ

うにすることで，いろいろな可能性が出てくるスマート
ビルであるが，次のような観点から限界を感じる人も少
なくないのではないだろうか．
・ システムの生産性の課題：センサ機器や制御機器を
建物に導入し，システムとして組み上げるまでに，
多くの労力がかかる．

・ システムの維持・更新の課題：建物は数十年にわ
たって運用されるものである．その間には，フロア
構成や部屋の中の機器配置（すなわち，パーソナル
コンピュータ，ディスプレイなど）は，変更される
こともあるだろう．変更に応じて，見せ方や制御パ
ターンを変える必要があるが，そのためのシステム
側の変更は簡単でない場合が多い．また，機器は長
年の間に故障し，取換えが必要になることもある．
部品の生産を 10年にわたって続けるのは，ベンダ
側にも負担になるし，ユーザ側にも，それなりの（生
産中止という）覚悟若しくは対策が求められる．

建物に設備管理システムを導入し，スマートビルにす
ることで，グリーン化は確かに達成できる．しかし，導

落合秀也 Hideya Ochiai†　　江崎　浩 Hiroshi Esaki†　

グリーンビルディングと設備情報アクセスプロトコル：
その設計と標準化
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コル（FIAP：Facility Information Access Protocol）の構想を描いた．FIAP では，2段階のシステム設計・実装により設備管
理システムを構築するようにすることで，生産性を高くし，維持管理も行いやすいものとなっている．FIAP での設備管理シ
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入もさることながら，維持管理が大変であれば，数十年
にわたる運用は，苦行となってしまう．これを楽にして
あげることは極めて重要である．
我々は，このような課題に立ち向かうため，設備情報

アクセスプロトコルの構想を打ち出し，プロトコルの設
計及び標準化を進めている＊1 ．設備情報アクセスプロト
コルの英語表記は，Facility Information Access Protocolで，
略称を FIAPとしている．

FIAPは，設備管理システムの基本部品なるゲート
ウェイ（GW：Gateway），ストレージ（Storage），ユーザ
インタフェース（UI-terminal，UIターミナル）などを，
統一的なプロトコルスタック上に実装し，相互に接続性
を持たせることを可能にしている．またデータモデルを
工夫したことで，FIAPをベースにしたこのような機器
は，広く再利用可能な部品となるように作られ，システ
ムの生産性向上に大きく寄与する．更には，FIAPが標準
化されることによって，互換品の製造が行われるため，
持続的なシステムの維持管理が実現されやすくなる．

2011年 1月現在，FIAPは，東京大学，東大グリーン
ICTプロジェクト関連企業や組織を中心に，中国（2010

年 3月から），インド（2010年 9月から）でも試験的な運
用を始めており，その利便性を実証しつつある．

設備管理システム2

図 1に，古典的なビルディングオートメーションシス
テム（BAシステム）と，それに比較して新しく登場して
きた設備管理システムを示す．ここで，設備管理システ
ムの構成図は，IEEE1888-2011として承認された FIAP

のユースケースとなっている．これらのシステムは，互
いに独立したものではなく，BAシステムは，設備管理
システムの一部（ゲートウェイ配下）として位置付けら
れる．あるいは，設備管理システムは，BAシステムの
延長であると考えてもよい．これらの技術が投入された
建物が，広く，スマートビルと呼ばれることがある．

図 1（a）に示す古典的な BAシステムは，物理的に近い
関係にあるセンサとアクチュエータ＊2を連携させること
による制御に主眼が置かれていた．すなわち「人感セン
サが人を検知してから決められた時間のみ照明をオンに
する」や，「スイッチ Aが押されている間，ブラインドを
下げ続ける」などの制御を自動化していた．自律的な制御
が行われれば十分であるため，後の設備管理システムで
重要になる「何時何分にどのような制御が行われた」や「何
時何分に人が検出された」のような情報は，関心事には
なっていなかった．ただ，このような制御をうまくプロ
グラムすることで，自律的に電力消費に無駄が出ないよ
うにすることは可能であり，グリーン化のために重要な

＊ 1　 設備情報アクセスプロトコルは，IEEE 1888-2011 として 2011 年 2
月 2 日に承認された．75% 以上の投票が必要な中，80% の投票率
を達成し，賛成率は 100%であった．設備情報アクセスプロトコル
は日本でのコードネームで，IEEE1888 での正式名称はUbiquitous 
Green Community Control Network Protocol（UGCCNet）となっ
ている．

＊ 2　 BAシステムにおいては，入力装置を一般にセンサと呼び，出力装
置をアクチュエータと呼ぶ．照明のような動力を持たない出力装置
もアクチュエータに分類される．

人感センサ 照明

人感センサ制御 ENABLE/DISABLE 設定
照明の強制オンオフ制御

（a）古典的なビルディングオートメーション（BA）システム

（b） 設備管理システム

空調系

人感
センサ

照明制御系

運用チーム

GWGWGW

TCP/IP ネットワーク

StorageStorage

照明

配電盤
（電力メータ）

UI-terminal UI-terminal UI-terminal

図 1　 BA システムによるローカルな自律制御と広域な設備管
理の形態

　　　 （a）の BA システムは，機器の自律的な制御に主眼が
あり，観測履歴や制御履歴は重要ではなかった．

　　　 （b）の設備管理システムは，そのような履歴を蓄積し
ておくことで，設備運用形態の分析を可能にする．
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技術であるのは確かである．これらの技術を支える代表
的なものとしては，Lonworks（1）や BACnet（2）がある．
一方，設備管理システムは，長時間にわたり，より広

い範囲の管理を一括して行うものである．センサの観測
履歴，機器の制御履歴，などを保存しておき，月ごとに
「部屋の利用率，機器の稼働率，消費電力量など」を導き
出したり，各瞬間の制御がどれだけ効率良く行われたか
の分析（あるいは反省）を行ったりする．このようなこ
とを行うために，図 1（b）のように，ローカルの BAシ
ステムを，ゲートウェイを通じて TCP/IP（Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol）ネットワークに接続し，
回収した履歴データをストレージに保存するという作業
が必要になってくる．BACnet Web Service（2），oBIX（3），
i.Lon Smart Server（4）が代表的なゲートウェイとして知ら
れており，Exaquantum（横河電機）や，ESP Dragon（CiMX

社）などの BEMS［1］パッケージ製品は，このようなスト
レージを内部に持っている．
設備管理システムには，電力消費量のトレンドや，

非効率性を数値によって指摘するようなユーザインタ
フェースが備えられている．建物の効率的な運用を任せ
られた人々は，このインタフェースを通じて，問題点を
発見し，あらゆる手段を通じて工夫を凝らすことにな
る．例えば，著者（江崎）研究室の学生部屋は，昼夜を問
わず，1.6 kW（電子レンジ 1.5台分）のコンセント電力を
消費していることが判明した．これは，各学生が個人 PC

（Personal Computer）をサーバとして動かしていることに
よるもので，以前は気付かず問題とすら考えていなかっ

た．しかし，設備管理システムによる見える化により，こ
の状況の改善は必要であると判断された．改善の具体策と
しては，各個人 PCを仮想化（クラウド化）することで決
定し，2011年 4月から実行されることになった．これに
より，1 kWの削減が見込めるようになる．1 kW・h=20円
と仮定すると，コンセント電力だけで年間 17.5万円程度
の削減が見込まれると，予測できたのである＊ 3．

設備情報アクセスプロトコルの構想3

一般的な，設備管理システムは，ウェブサービス技術，
データベース技術などを，現場に合った形で統合するこ
とで実装されてきた．もちろん BEMSパッケージ製品も
あるが，多くの場合，実装は，一大開発プロジェクトに
なる性格を持っており，生産性や維持管理に関して大き
な課題を残すものであった．
我々は，生産性の向上と維持管理の簡易性を追求して，

FIAPの構想を描いた．ここで重視したのは，一度実装し
たシステム部品の再利用性である．従来の方式では，現
場に沿った形でシステム部品を構築していたため，その
部品の再利用性が必ずしもあるわけではなかった．FIAP

は，再利用可能な部品として実装することを可能とし，
生産性を大きく向上させることをねらいとしている．

FIAPによる設備管理システムの製造過程は，2段階の

(小形化）

建物 α 建物 β 建物 γ 建物 δ

FIAP
仕様書

GW

Storage

APP
(UI-terminal)

FIAP Stack

FIAP Stack

FIAP Stack

APP

FIAP Stack

APP

FIAP Stack

Storage
FIAP Stack

GW
FIAP Stack

GW
FIAP Stack

参照
（エンタプライズ専門）

建物のオーナ FIAP
認定技術者

FIAP
認定技術者

「一段目の設計・実装」

「二段目の設計・実装」

FIAP部品

FIAP 部品製造

FIAP 部品統合

（Storage に特化）

（一般カスタマ向け）
ベンダ C

ベンダ B

ベンダ A

FIAP 部品市場

FIAP システムアーキテクチャ

(UI-terminal) (UI-terminal)

図 2　設備情報アクセスプロトコルによる設備管理システムの生産方式
2段階のシステム設計・実装から構成される．　一段目はベンダによる FIAP 部品の製造，二段目は FIAP 教育プログ
ラムを受けた者による設備管理システムの実現．

＊ 3　 これは空調に掛かる電力を含んでいない．実際には，各個人 PCは，
部屋の大きな熱源となっていたことを考えると，このクラウド化に
よって空調に掛かる負荷も軽減される．したがって，省エネルギー
効果は，この数値よりも大きい．
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「システム設計・実装」から構成される．一段目は FIAP

部品の製造，2段目は現場に応じて行う部品の統合であ
る（図 2）．
3.1　一段目の設計・実装

「一段目の設計・実装」とは，FIAP部品の製造過程の
ことである．具体的には，FIAPプロトコルスタックの
上に，どのような機能を持たせるかを特定し，その機能
をどのように実現するかを設計し，実際に製造するとい
うプロセスである．このプロセスには，複数のベンダが
参画できて，それぞれのベンダは，得意とする機能を，
得意とする方式で盛り込んだ FIAP部品を製造すること
ができる．具体的な機能としては，BAシステムと FIAP

をつなぐためのゲートウェイ機能，発生したデータを蓄
積していくためのストレージ機能，ユーザに情報をうま
く見せる機能（UIターミナル），データの加工などを行
う各種演算機能（APP）のようなものがある．

FIAPが出回る初期段階として，Javaや Microsoft .NET 

Frameworkのような高級なプラットホーム上で動くゲート
ウェイや，PostgreSQLデータベースサーバなどを背後に実
装したストレージが FIAP部品として生産されてきている．
将来的には，組込み機器に実装されたゲートウェイや，スト
レージが作られてきても不思議ではない．それぞれの部品
を稼働させるためのプラットホームを問わないのが大きな特
長である．FIAP自身の設計をうまく行うことによって，研
究所や事業所などで，高度な専門知識とともに開発される
FIAP部品は，おのずと汎用的に使えるものになる．
3.2　 二段目の設計・実装

「二段目の設計・実装」は，FIAP部品を実際の建物へ
設備管理システムとして統合するプロセスである．対
象とする建物によって，計測内容も異なれば，計測頻度
や計測量も異なる．その現場のユースケースを満足する
ように，設備ネットワークの構成を設計し，ゲートウェ
イや，ストレージ，そして APP（UIターミナル）などの
FIAP部品を選定する．必要な部品を FIAP部品市場から
購入後，GUI［2］ や CLI［3］ によって相互に連携し合うよう
に設定する．「一段目の設計・実装」により，それぞれの
部品の品質はある一定レベルあると考えられるので，「二
段目の設計・実装」としてなされる設備管理システムは，
その実現性が大きく向上したものになる．
このようなシステム統合は，建物の規模に応じて，異

なる形で実現することができるだろう．「二段目の設計・

実装」のための教育プログラムを用意し，FIAP認定技
術者を養成すれば，大規模設備ネットワークの実現が行
われやすくなる．小規模な設備ネットワーク（すなわち，
家庭の設備ネットワーク）であれば，マニュアルを用意
することで，各自で設定できるように持っていくことも
できるだろう．
3.3　成功事例に学ぶ

実は，この構想によく似た枠組みは，様々なところに
見られる．情報通信分野では，IPルータがその例である．
IPルータ規格として作られた製品を用いれば，CCNA［4］

のような認定技術者が設定を入れることで，現場の要求に
合うネットワークを構築することができる．小規模ネッ
トワーク（すなわち，ホームネットワーク）であれば，5,000

円程度の安価なルータを購入後，マニュアルに従えば，小
規模なネットワークシステムを多くの人が自ら構築でき
るようになる．ルータ自身は，ベンダにより高度な専門的
知識を持った者により製造される．そして，その恩恵を，
広く活用することが可能となっている．

FIAPはこのような構想の下で作られた仕様である．
FIAPの国際標準化とは，これを世界規模で実現させるこ
とを目指すということに他ならない．

設備情報アクセスプロトコルの設計4

FIAP部品は，実装されている機能によってゲート
ウェイ，ストレージ，アプリケーション（UIターミナル）

GW

Storage

APPGW FI
AP

FIAP

GW FI
AP

FIAP

APPFI
AP

FIAP

GW FI
AP

FIAP

Storage

Storage

FIAPFI
APStorage

APP

FIAPFI
APAPP

機能実装 機能実装FIAP 通信

図 3　FIAP プロトコルスタックによる異なる実装の結合．
同一データモデル・同一インタフェースに機能を実装さ
せることで，不特定多数の実装と連携できるようになる．
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と大きく分類できるが，プロトコルレベルでは，全て同
一のものとして扱う．したがって，FIAP部品は，同一
のデータモデルを持ち，インタフェースも共通である．
これらは，FIAPプロトコルスタックという形に共通化
され，それぞれの実装を結合することができる（図 3）．
データモデル及びインタフェースの設計においては，

センサアプリケーションを広く想定した上で，汎用性を
持たせるものとした．汎用性を持たせることで，現場に
応じた個別のセンサアプリケーション（すなわち，建物
の電力消費監視，気象情報管理，人の動態管理）の実現
を許す仕組みになっている．システムは汎用的に作ると
動かなくなるといわれるが，FIAPにはこれは当てはま
らない．「二段目の設計・実装」により，個別のアプリ
ケーションに特化したスキーマやデータへの意味付けが
行われるため，FIAP自身には汎用性があっても最終的
には動くのである．
4.1　ポイントによるデータシーケンスの管理

我々は，次のように考え，データに関する抽象化を
行った．センサは，データシーケンスを生成し，アク
チュエータ制御命令も時系列で並べれば，データシー
ケンスとなる．更に調査してみると，全てのエンティ
ティから生成されるデータは，シーケンスとして扱うこ
とが可能であると推定された．時間平均などの，データ
加工エンティティから生成されるデータなども，シー
ケンスとして扱われる．
これらの各データシーケンスを，ポイント（Point）と

呼ぶことにし，それぞれのポイントには識別子を与える
ことにした＊4．個別のアプリケーションレベルでは，ポ
イント間に関連があるべきだが，これは「二段目の設
計・実装」で定義するものとし，「一段目の設計・実装」
レベルでは，保存・転送などの一般的な操作において，
独立したものとして扱うようにした．データを，FIAP

部品のメモリ空間に保管したり，FIAP部品間で交換し
たりする際には，この「ポイントによるデータシーケン
ス」の構造がそのまま利用される．
また，ポイントには，センサやアクチュエータなど

の入出力インタフェースを付けることができるように
した．実は，古典的な BAシステムでは，センサやアク

チュエータなどの計測点や制御点をポイントと呼んでい
た．FIAPは，その概念を拡張し，センサデータをメモリ
上で管理する際や，FIAP部品間で転送する際にもポイン
ト単位で行うようにしたのである．
4.2　 データ交換の手順

FIAPでは，部品間のデータ交換手順として，WRITE， 
FETCH，TRAPという3種類の手順を規定している（図 4）．
ここでは，ゲートウェイ，ストレージ，アプリケーション（UI

ターミナル）の区別はないものとし，クライアント・サーバの
関係として，規定している． 

・ WRITE手順： クライアント側からサーバ側に，
データを能動的に送り付ける方式である．利用例
としては，NAT（Network Address Translation）下に
あるゲートウェイ（クライアントとして動作）か
ら，グローバルインターネット上にあるストレージ
（サーバとして動作）に送り付けるケースがある．
・ FETCH手順：クライアント側からサーバ側に問い
合わせ，サーバ側からデータを抜き出してくる方式
である．問い合わせの際に，読み出すデータ範囲を
指定する．ここで，指定した範囲のデータ量はしば
しば多量になるため，FETCH方式にはデータ量に
関するスケール性が備わるような工夫がしてある．
利用例としては，UIターミナル（クライアントと
して動作）が，ストレージ（サーバとして動作）から

＊ 4　 FIAP では，運用上の工夫で，ポイントにはグローバルユニークな
識別子を与えることができるようにし，広域ネットワークをまたぐ
設備管理（多棟管理を含む）を可能にしている．

Client Server

data

（ a）WRITE 手順

Client Server

query

query

query

（b）FETCH手順

query

data

data

Client Server

（ c）TRAP 手順

図 4　 設備情報アクセスプロトコルの規定する 3種類の
データ交換手順
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データを読み出すケースがある．
・ TRAP手順：クライアント側からサーバ側に事前に
興味対象を登録しておくことで，サーバ側で観測さ
れた変化を，クライアント側に通知する方式である．
FETCH方式が，蓄積されたデータの読出しに用い
られるのに対し，TRAPは，更新データの通知に使
われる．一方的に送り付けるWRITE方式と違い，
TRAPでは，動的に送り先を設定できるようになっ
ている．利用例として，異なる管理ドメインにある
情報の変化を早く吸い上げる，がある．

FIAP部品による設備管理システムの実現5

個別に実装された FIAP部品を組み合わせて，設備管
理システムを作り上げるのが「二段目の設計・実装」で
ある．ここでは具体的に，どのように行うかを解説する．
5.1　アプリケーション

ある部屋を考え，その部屋の照明を人感センサによっ
て制御させる．また，照明のオンオフ状態，その部屋に
どのくらいの時間人がいるか，部屋全体の消費電力量が
どのくらいか，を観測し続け，部屋のオーナ（管理者）に
提示する．部屋のオーナは，照明のオンオフ制御を画面
から行うこともできる．
実際にアプリケーションを実現するには，もっと厳密

なところまで決定しなくてはならない．例えば，「どの
タイミングで照明のオンオフ状態を記録するか」や，「消
費電力量をどのように表現するか（1時間ごとのW・h単
位なのか，積算W・hなのか）」も含めて規定する必要が
ある．しかし，本論文では，アプリケーションの厳密な
規定は記述の範囲外とする．
5.2　システム設計

図 5に，設計されたシステムの一例を示す．人感セン
サと照明の BAシステムを管理するゲートウェイ（c1），
電力消費量を計測するゲートウェイ（c2），それらのデー
タを蓄積するストレージ（c3），履歴の提示や制御を行う
UIターミナル（c4）を用意している．ここで，ポイント
｛p1, …, p5｝を，次のように定めている．

p1：人の有無を true/falseで表す
p2：人の滞在積算時間を秒数（整数）で表す
p3：照明のオン状態積算時間を秒数（整数）で表す
p4：照明のオンオフ強制制御信号を true/falseで表す

p5：電力消費量（積算）をW・h（整数）で表す．
そして，FIAP部品｛c1, …, c4｝間のデータ交換フロー

｛ f1, …, f4｝を，次のように定めている．
f1：p2, p3のWRITE（1分ごと）
f2：p5のWRITE（1分ごと）
f3： p2, p3, p5の FETCH（過去 1日分．オーナの要求し
たタイミングで）

f4：p4のWRITE（オーナの要求したタイミングで）

5.3　システム実装

それぞれの FIAP部品｛c1, …, c4｝に，上記のような規
定に従って設定すれば，部品間の連携が取れ，全体とし
て一つの設備管理システムとして動くようになる．この
際に必要な設定は，CLIや GUIによって行うことができ
る．統合開発環境に比べて比較的簡単な操作で設定を行
うことができるため，多くの人によるシステムの構築が
可能になる．

FIAPの開発と運用状況6

FIAPによる設備管理システムは，2010年 1月から，
東京大学で運用を開始した．その後，総務省による「日
中共同グリーン ICT技術検証事業」の一環として，同
年 3月から北京の精華大学でも運用を開始し，同年 9

月には，JICA/JSTによる「自然災害の減災と復旧のた
めの情報ネットワーク構築に関する研究プロジェクト
（DISANET）」の一環として，インドのハイデラバード気
象局でも，気象センサシステムとしての運用が始まって

人感センサ

管理者
（オーナ）

照明 電力メータ

,WRITE（: 3）21 ppf

,,FETCH（: 5）323 pppf

UI ターミナル（c4）

ストレージ（c3）

ゲートウェイ（c1） ゲートウェイc2

WRITE（: 5）2 pf

W
R
IT
E（

:
4）

4
p

f

図 5　FIAP 部品の統合による設備管理システムの実現
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いる．東大グリーン ICTプロジェクト参画企業の中でも
利用が進んできている．
6.1　東京大学 工学部 2号館の例

東京大学の工学部 2号館では，合計で 1,714ポイント＊ 5

の計測を行っている．それぞれの内訳は，
・ 分電盤 （908ポイント）
・ コンセント （67ポイント）
・ 空調機器 （639ポイント）
・ 人感センサと照明機器 （40ポイント）
・ 屋内の環境 （36ポイント）
・ 水道・ガスの配給 （17ポイント）
・ 気象 （7ポイント）

となっている．
対象とするポイントによって，データ生成頻度は異な

り，1分ごとに生成されるものもあれば，30分ごとに生
成されるものもある．2010年の総データ数は，4.3億レ
コードになった．
6.2　インドのハイデラバード気象局の例

インドで運用している FIAPは，気象センサシステム
として動いている．構成としては，気象センサ付きゲー
トウェイ（1台），ストレージ（1台）と，UIターミナル（ソ
フトウェア数種類）である．温度・湿度・気圧・降雨強
度・積算雨量・風向・風速の計測を行い，FIAPでスト
レージに保存，UIターミナルに読み出して表示し，現地
での気象関係の運用で活用している．
6.3　 FIAP部品の実装例

我々は，FIAP部品として，これまでに，ストレー
ジ，各種ゲートウェイ（for BACnetWS，oBIX，SNMP，
気象センサ，プロプライエタリ機器），各種 UIター
ミナルの実装を行ってきた．東京大学では，基本的に
は Java+Axis2の環境下で開発し，これを参照コードと
して提供しているが，産業界からは，Microsoft .NET 

Framework上のプロトタイプ機器，Rubyによる製品，
Pythonによるサンプルコード等も出てきている．UIター
ミナルは，PHPで実装したものもあり，ゲートウェイに
ついては，組込み Linuxで動くものも出ている．
特に，インドで使っている FIAP気象センサは，組込

みコンピュータである Armadillo-220（5）のハードウェア

上で動いており，FIAPのプロトコルスタックは，（XML

や SOAPライブラリを使わない）C言語で，264行足ら
ずで実装できている．この事例のように，FIAP部品は，
軽量的に実装できるにもかかわらず，様々なアプリケー
ションで利用可能であるという，特長を持っている．

FIAPの国際標準化へ向けて7

FIAPの標準化は，大学組織が中心になって行ってい
る比較的珍しい事例であると考えられる．標準は，しば
しば産業とからむため，ベンダが中心となって戦略的に
標準を作っていくことが多々ある．例えば，ある会社は，
IETFでの標準化活動に積極的に参画し，様々な標準を
作り，それに対応したルータ機器を生産し，販売してい
る．独自に持っていた技術のインタフェースを標準化す
ることによって，その市場をリードできるため，標準化
のインパクトは大きいというわけだ．
一方，大学組織の場合は，研究が主な業務となり，標

準化に関わることがあまりない．事実，我々が，IEEE 

P1888委員会での標準化をするにあたり，東京大学を，
IEEE標準委員会（IEEE-SA）に加盟させるところから始
めたのであった＊6．
7.1　標準化の本来の意義

そもそも，標準化の意義が大きく認識されたのは，今
から 100年ほど前のアメリカ，ボルチモア市で起きた火
災だったといわれている（6）．1904年 2月に起きたその
火災は，非常に激しく，周辺の市からも応援の消防隊が
駆け付けた．しかし，当時は，消火栓の規格が国内で統
一化されていなかったため，遠くから駆け付けた応援隊
のホースは役に立たず，結果として火災は収まらなかっ
た，とされている．
もし規格が統一されていれば，周辺の市から持ち寄っ

た部品（ホース等）を使って，消防隊が使う“消火システ
ム”をその場で実装することができ，被害も小さくでき
たであろう．部品と部品の結合部分の標準化には，この
ような相互接続性と呼ばれるメリットがあるのである．
実は，標準化には，上記の相互接続性に端を発して，

多くのメリットが生まれてくる．その中でも代表的なの
は，（1）オープン性，（2）大量生産性であり，これらが

＊ 5　 ポイント数はデータシーケンスの数を表している．つまり，あるコ
ンセントで，例えば，電圧（V）・電流（A）・電力（W）の 3種類のデー
タを計測していれば，3ポイントと数え上げる．

＊ 6　 東大グリーン ICT プロジェクトは，米国ASHRAE の BACnet 委
員会にもFIAP関連の技術提案を行っている．
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システムの持続的な生産性や実現性を大きく左右させる
と，我々は考えている．
7.2　オープン性

FIAPが標準化されると，どのベンダであってもゲー
トウェイ，ストレージ，UIターミナルなどの各種機能を，
FIAPプロトコルスタック上に実装して，売り出すこと
ができるようになる．FIAPプロトコルスタック同士は，
相互接続可能なため，ユーザは，どのベンダが生産した
部品であっても，その機能や特性が要求に合っていれば，
利用することができる．これにより，ユーザ側は，ある
特定の部品が生産中止になっても，ある程度の互換品で
まかなえるようになるし，ベンダ側も継続的な生産をし
なくてもすむようになる．
7.3　大量生産性

標準化されることによって，売り出す対象（すなわち，
市場）が統合されるため，大きな市場を見込めるように
なる．販売量が 2桁，3桁増加することになれば，FIAP

部品のベンダも，大量生産のための工夫をする．これに
よって，一般向けの基礎的な FIAP部品は，誰にでも手
の届く価格になる可能性は大いにある．

む　す　び8

建物のグリーン化を推し進めるためには，設備管理シ
ステムやビルディングオートメーションシステムによる
スマートビル化は欠かせない．一方で，システムの生産
性や維持・管理に関する課題があり，これを技術的に解
決することは急務である．
我々は，東大グリーン ICTプロジェクトの中で，FIAP

の構想を打ち出した．そして，再利用可能な部品の生産
を可能にし（一段目の設計・実装），多くの人による建物
への導入（二段目の設計・実装）を可能にする仕組みを，
プロトコル設計の中に盛り込んだ．これらのプロトコル
の特長は，幾つかのプロジェクトで実証されつつある．
なお，同時に FIAPの標準化活動として，IEEE1888

や米国 ASHRAEの BACnet委員会において技術提案を
行っている．
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【用語解説】
［1］  BEMS：Building and Energy Management Systemの

略称．ビルのエネルギー管理に必要な様々なツー
ルがパッケージ化された統合システム．

［2］  GUI：グラフィカルユーザインタフェース（Graphical 
User Interface）の略称．

［3］  CLI：コマンドラインインタフェース（Command 
Line Interface）の略称．産業用のルータやネットワー
クスイッチは CLIによって設定するものが多い．

［4］  CCNA：Cisco Certifi ed Network Associate．シスコ
社による技術者認定制度の一つ．CCNAなどの資
格取得者は，ネットワーク機器を設定する技量を
認められており，現場の要求に応じてネットワー
クを構築する力を持っている．
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