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情報爆発とビッグデータ時代

•  情報通信技術の利用拡大 
– 人間同士の通信（H２H） 

• 携帯通信の飛躍的増加 
• 携帯機器の高度化（携帯電話からスマートフォンへ） 
• 途上国への爆発的普及 

– モノ（センサーや機器）と人の通信（H２M） 
• 組込みシステムの普及 

– モノとモノの通信（M２M） 
• センサーネットワーク 
• 社会情報基盤
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人間同士の通信（H２H）

•  携帯通信の飛躍的増加 
•  携帯機器の高度化（携帯電話からスマート
フォンへ） 

•  途上国への爆発的普及 

•  高解像度画像の通信と放送 
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固定電話／携帯電話／インターネット 
の世界市場の拡大

平成23年版 情報通信白書
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途上国への爆発的普及

2012.11.30 5篠崎，田原：ESRI Discussion Paper Series No.289



画像データの高解像度化
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モノ（センサーや機器）と人の通信（H２M）

•  組込みシステムの普及 

出典：Gartner Research
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モノとモノの通信（M２M）

•  センサーネットワーク 
•  社会情報基盤ーCyber Physical System 

喜連川優（東京大学）2012.11.30 8



情報爆発とエネルギー増大

機器の爆発的普及 
　　　     × 
個々の機器の通信トラフィックの増大 
　　　　　II 
ネットワークのトラフィックの爆発 
　　　　　↓ 
機器の消費電力の総和の増大 
ネットワークの消費電力の増大
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Big Data と新しい科学手法

•  第1の科学：経験（実験）科学 
•  第２の科学：理論科学 

•  第３の科学：計算科学 

•  第４の科学：データ科学 

　　　巨大なデータから見えてくる真理

　　　歴史が役に立たない世界 

　　　新しい社会規範とそのベースとなる思想 

2012.11.30 10 



Open Big Dataの利用

•  公開された大量データによる新しいサービス
とビジネスチャンス 

•  公開データを利用した社会システムの再構築
と資源利用の最適化 

•  良い事ばかりか？ 
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情報爆発とエネルギー問題

商務情報政策局情報通信機器課
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情報通信に必要なエネルギー

参考文献：「情報とエネルギーシンポジウム」、産業技術総
合研究所、2006年３月30日発表資料：
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情報機器の消費電力の増加

出典：経済産業省／グリーンIT推進協議会2012.11.30 14



通信・演算情報量の爆発的増大に備
える超低消費電力技術の創出

戦略目標 
　　デバイス技術、回路技術、アーキテク
チャ、VLSI技術、システムソフトウェア技術の
各技術分野における技術開発、および、それ
らを統合した技術開発により、スーパーコン
ピュータから携帯情報端末などの組み込み
用情報通信システムまで適用可能な、消費
電力あたりの処理性能を100倍から1000倍に
する超低消費電力技術の確立を目指す。
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エネルギー問題とICT

•  ULP領域のアプローチ 
–  ICT関連の個々の技術のエネルギー消費を低減する。（個
別要素技術の開発） 

– 社会システムとしてのICT関連のエネルギー消費を抑制す
る。（通信量の抑制、無駄な計算や情報蓄積の削減） 

•  ICT関連技術を利用して社会活動の効率を上げ、社会
全体のエネルギー消費を抑制する。 
–  CREST:再生可能エネルギーをはじめとした多様なエネル
ギーの需給の最適化を可能とする、分散協調型エネル
ギー管理システム構築のための理論、数理モデル及び基
盤技術の創出
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社会情報基盤

社会情報基盤�

社会システム �
行政システム、経済システム、通信システム �
交通システム、物流システム、放送システム �
環境、教育、徴税、治安、国防、商業、農業

情報�
ネットワーク

ハードウェア � ソフトウェア

経済性・効率性 快適・豊かさ安全・安心



Smarter Social InformaCon Infrastructure

•  ICTを用いて、社会全体のエネルギー消費を
抑制する技術と社会制度の確立。 
– Smart CityやSmart Society 
– サイバーフィジカルシステム技術の利用 
– エネルギーの個人化(PersonalizaHon) 
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エネルギー問題

•  Before 3.11 
– CO2問題 

– グリーンエネルギー移行への長期的戦略 

•  ANer 3.11 
– 原子力への不信と原発の停止 
– ピーク電力の制約問題 

– 短期的なエネルギー価格の高騰 

•  Smart Societyへのニーズ

2012.11.30 19



物理世界
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Cyber‐Physical System　IT統合基盤　機能アーキテクチャ

社会システム・サービスの最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究 
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省エネルギーの観点から見たIT統合基盤

社会主導型 
システムデザイン

・人物行動モデリング 
・環境モデリング 
・社会状況モデリング 
・エネルギー消費・生成モデリング

エネルギー消費・生成の詳細推定 
・モデル生成，データマイニング 

・ビジュアルセンサ
・エネルギー消費センサ 
・環境センサ
・Web／マイクロブログ／SNS

実時間実世界マルチセンシング 
・個人行動，環境情報，社会状況 
・プライバシー保護の適応的制御

超分散型ナノグリッド構築のための情報インフラ 
・ＩＣカード・スマートフォン情報インフラ 
・大規模センサーネットワークのための無線インフラ

ソフトウェア基盤 
・超分散型ナノグリッド構築のためモデリング手法 
・分散システム開発基盤（オープン化基盤）

・電力の個人消費 
　等の見える化 
・電力器機制御

社会最適性（省エネ，環境負荷
減少）と個人快適性の調和 
・エネルギー利用の適応的制御 
・超分散型ナノグリッド構築技術 

•  個人レベルまで含めた詳細なエネルギー消費／生成の状況を観測・予測し，社会システムとして
の最適化と個人とっての快適性を調和させる技術を構築 

•  エネルギー利用の個人化が省エネルギーには不可欠（＝超分散型ナノグリッド技術） 
•  上述のための様々なセンサを利用した実時間実世界（個人，環境，社会）分散センシング技術
•  それを支える統合的IT基盤として，プライバシー保護の適応的制御，ナノグリッドモデリング技術，
分散システム開発基盤，大規模センサーネットワークのための無線インフラ等
2012.11.30



エネルギー利用は個人化されているか？
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出典：三和シャッター

通信は、ほぼ個人化された！



人は複数の組織に加入している
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家族

企業

学校

地域コミュニティ

それぞれの組織でのエネルギー 
利用は、組織に課金するか？

個人ごとにエネルギー使用を 
計測できるインフラの必要性



エネルギー利用の個人化の基盤

原点：社会最適性と個人快適性の調和 
•  エネルギー消費に関する個人の視点の導入 

個人レベルでのエネルギー消費量の推定 
(PersonalizaHon)
•  従来：空間レベルでしかエネルギー消費は計測できなかった
•  個人レベルのログがとれれば，集計することで全体的なものが見えてくる 

–  全体最適性 vs. 個人最適性のトレードオフの課題を取り扱うことができる 

•  個人情報を積極的（徹底的）に利用することで実現できる先進的な個人
適応型サービスの開発への道筋 

– 九大独自ＩＣカード技術と組み合わせた先端的サービス技
術への展開を目指す 

•  例えばエネルギー消費コンシェルジェサービスなど
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エネルギー利用の個人化への展開
 各センサによるライフログの取得 

 ライフログを入力とする個人の消費電力量をモデル化 
 個人および群としてのエコ行動ルールの発見

キャンパスライフにおける 
個人の消費電力量を推定

マルチセンサによる個人 
行動履歴の計測

データマイニングによる 
エコ行動ルールの発見
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マルチセンサによる個人の行動履歴の計測

PicoMesh技術によるキャンパス内 
センサネットワークの構築

ネットワークカメラによる人物
の動態解析

無線タグの携帯による位置
情報の検出

学内共通ICカードによる 
建物・居室への入退出履歴管理

各センサ技術の相互補完による高精度な行動履歴の解析
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　　　　    　      ：個人機器の消費電力 

                                      ：共有機器の消費電力（×占有率） 

                                     ：公共機器の消費電力（×占有率）

個人の消費電力の推定
行動履歴を入力とする個人消費電力量モデルを提案 

マルチセンサにより計測された 
行動履歴

建物・居室の消費電力 
（学内消費電力計測システム）

個人機器の消費電力 
（スマート電源タップの使用）

個人消費電力モデル 
（ユーザ　の個人消費電力量を推定）

推定された個人消費電力量をユーザに提示し、 
積極的なエコ活動を推進
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実証実験（FS）
•  推定された個人消費電力量

共有プリンタの使用 ゼミのため 
セミナー室に移動

研究室のノートPCが 
スリープ状態に移行

[W]

[time]
研究室に在室 

（ノートPCにて作業）
セミナー室に在室

個人化された共有、公共機器の消費電力量
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社会基盤の制御／運用における最適化
技術

全学共通ICカード 
（人の活動をセンス）

デジタル放送 
（情報提示と機器操作）

大学キャンパス=スマートシティのモデルケース 
　　　　　　　放送と通信の融合による社会情報基盤

ホームTV 
Internet

携帯TV

サーバ

センサーデータ 

画音コンテンツ (mpeg2ts) 
データ放送コンテンツ (BML files)

カーナビのTV受信機

種々のセンサー・
多様な情報 

機器操作・
制御 

情報提示 提示情報 

データ 

学内地上波デジタル放送 

・データ可視化 
・データ解析 
・動画像解析 
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将来イメージエコタウン 
  自然エネルギー・省エネルギー 
  モビリティシステム 

情報化ネットワーク 
　ICカード利用、デジタル放送 
　エネルギーマネージメントシステム 

美しい街並み 
都市景観形成地区 
　自然と農業との共生 

太陽光発電 

家庭用燃料電池 

シェアリングLEV 

PHEV、EV 

LED・有機ＥＬ 
風力発電 

◇インテリジェント学生マンション開発 
　実証実験協力タイプ 

伊都キャンパス運用システムとの連携 
  ICカード（電子錠） 

入退出鍵管理  九大先端研究との連携 
  有機EL照明 
  太陽電池 
  直流給電システム　他 

民間事業者との連携 
　(株)学生情報センター 

★実証実験等に参画いただける企業を募集しております！ 

大学とまちづくりの融合 
先端技術の滲みだし 
国際交流・地域交流を支える
居住・生活エリア 

大学の技術を用いたスマートシティの構築
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電気配線 

太陽発電 

価値の交換(人力から電子マ
ネー) 

人力発電 

携帯充電 

+風力発電 

途上国の場合：電気エネルギーの価値化と流通

出来事: 
1. 家庭の収入を増加する 
2. 家庭の健康を増加する 
3. 学生向けに快適な環境を提供する 
4. 自分の必要な電気を自分で作る

挑戦: 
1.  現地から適切なタイプのLRD　を調達する 
2.  発電ロスを下げる事 

2012.09.14  31 
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EMRW
実証場所：バングラデシュSmart Center 

EMRWP
実証場所：バングラデシュSmart Center 

スマートセンター

スマートセンター人力発電設備 

2012.09.14 



　製造技術・生産技術・設計技術層

　自然法則・自然現象層

　制度・体制層

　サービス・システム運用層

　製品・作物・作品層

社会や産業の5階層モデル

・社会の制度や政治・経済体制、標準化 

・製品やコンテンツを組み合わせたサービスの運用

・一般の利用者が直接購入し利用する対象

・自然法則を利用した新しい技術の確立

・自然界に内在する原理や法則の発見 

社
会
主
導
型
研
究
開
発

技
術
積
層
型
研
究
開
発
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グリーンな社会を目指して

•  持続可能な社会の実現 
– エネルギー消費の低減 
– 環境負荷の低減 
– 食料・水の確保 
– 健康な生活の維持　etc 
社会活動の低下を招いては意味が無い 

•  社会のあるべき姿を描いて様々な社会システムを設
計することが重要 
社会主導型システムデザイン 

•  グリーンな社会のためのＩＴ基盤技術 
– 実社会の様々な実相をいかにＩＴ技術と密に連携させるか 
Cyber‐Physical Systemの考え方が重要 
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　製造技術・生産技術・設計技術層

　自然法則・自然現象層

　制度・体制層

　サービス・システム運用層

　製品・作物・作品層

エネルギー問題へのアプローチ

・どのような社会システムや制度の設計 

・必要となるサービスやインフラとその運用体制の構築

・個々の利用者が購入／借受して利用する製品やコンテンツ

・上記の製品やサービスに必要な技術の選択と開発

・自然界に内在する原理や法則の発見 

社
会
主
導
型
研
究
開
発
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• 何を所有／利用するか？ 
• 共有のための社会基盤の構築 
• 社会基盤の核となる技術は？ 

• 新しい社会発展のモデル 
• エネルギー利用に関する新しい社
会秩序の構築 

• 新しい社会像の共有
• 高齢化社会や低消費エネルギー社
会をどのように描くか？ 

情報通信技術を用いた新しい社会へ 
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確実に来る将来への備えと 

不確実な未来への期待


