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概要
　国内では 2016 年 4月の電力小売り自由化に向けて様々な業界から電力小売り参入を検討する企業が出てきて
おり、電気・ガスといった社会インフラの在り方が変わろうとしている。また、社会インフラ分野にもインターネット
技術が転用されはじめており、データ利活用の一環で IoT(Internet of Things) の実現が進められている。
　電力インフラが発信する情報は、電力事業者の業務に利用されるだけではなく、社会システム全体にフィード
バックされ利活用されることが望まれている。スマートメーターを始め、人の生活、活動に関連する様々なセン
サー情報を正しく蓄積し、信頼のおける状態で加工、分析する基盤を整備することで、異業種間の連携や新規
事業創生などが期待できる。
　われわれは様々な事業者向けに各種センサーの情報を収集し、利活用するためのプラットフォームを「生活情報
プラットフォーム」と名付け、その実現に向けた研究開発をスタートさせた。本稿では、「生活情報プラットフォーム」
のコンセプトを紹介し、提供機能や利用技術について解説する。

  1.  はじめに
　２０１６年４月から実施される電力小売り自由化に向けて、新

電力会社の届け出登録が相次いでいる。電力においては、小

売りの自由化、発送電分離、電力卸売市場の整備といった具

体的な自由化政策が実施段階に入り、電力に続きガス分野に

おいても小売りの自由化が予定されている。これらの法制度

の見直しを受け、エネルギー事業を支えるシステムにも変化が

起きている。電力事業者は、小売り対象である電力の需要家

に、通信機能のついたデジタル式の電力量計、いわゆるスマー

トメーターの設置が義務付けされ、精度の高い需給管理が可

能になる。スマートメーターの計測情報は電力会社に通知され

るが、同時に宅内の HEMS（Home Energy Management 

System）などの情報機器にも通知できるようになる。また、

計測情報は第三者の分析機関などに提供され、需給管理のみ

ならず家電管理やヘルスケアなど様々な用途に使われると見込

まれている。われわれは、HEMS 端末が計測情報と各種セン

サー情報を組み合わせた生活行動の情報源になると考えてい

る。以降では HEMS 端末により宅内側から送出される情報を

電力量計測情報に限定しない意味で、「生活情報」として取り

扱う。

　スマートメーターの通信機能や HEMS の通信機能では、イ

ンターネット技術が利用されており、実際にインターネット越し

の通信を利用してサービスの提供を受けるものも存在する。そ

のため、「生活情報」のやり取りは、昨今耳にする IoT の一形

態とも考えられる。われわれの考える生活情報の流通基盤で

は、センサーの情報も人の作り出す情報も必要とあれば取り寄

せ、情報加工ができるものを目指している。そのため、IoT だ

けではなくIoH( Internet of Humans)も加えた、「Everything 

on the Internet」のためのプラットフォームと考えている。従

来のインターネット上を流れている Web ページの閲覧や電子

メールや SNS や動画といった既存のデータ系が操作にもとづ
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く人間の管理下で流通するのに対して、センサー類が定常的に

データを生成し流通させる要素が加わるため、既存のサービス

プラットフォームとは別の、情報オーナーが安心して情報を託

し、流通させる仕組みが必要と考える。われわれは HEMS 端

末により送出される情報だけでなく、他の定期的にやりとりさ

れるセンサー情報に加え Web ページや電子メールなど人の行

動によって生成される情報も含めて「生活情報」と呼ぶこととし、

またこの仕組みを「生活情報プラットフォーム」と名付け、イン

テックが 先行して開発している大規模データ処理を得意とする

IoT向け共通プラットフォーム（1）の上位のアプリケーションデー

タ連携機構として研究開発を実施している[1]。

（1） 開発時のコードネームは「ユビキタスプラットフォーム」であった。

  2.  Everything on the Internetを実現する
　　  「生活情報プラットフォーム」構想とは
2.1  生活情報プラットフォームのコンセプトとイメージ
　「生活情報プラットフォーム」は、くらしに役立つ情報を収

集・分析し必要とする需要家やそのプラットフォームを利用し

て事業を行うプロバイダにあまねく提供するというコンセプト

を基本とする。そのため、情報の扱い方や提供方法において

は、利活用しやすいようにシンプルで簡単なモデルを適用する

ための技術検証を行っている。

　図1に示したように、スマートメーターが需要家宅に

設置されることにより、電力会社に対し、より細かい電

力使用量の情報通知がされるようになる。並行して、家

電やHEMSといった需要家の持つ機材をインターネット

などの外部ネットワークにつなげることで、家電等の稼

働状況などが管理可能となり、必要に応じた内容や頻度

で、生活情報プラットフォームに情報伝達できるように

なる。これらの情報を組み合わることで、新たな価値を

生み出すことが可能になる。例えば、蓄積された家電情

報から家電メーカーに対して稼働状況などを通知するこ

とができるようになる。家電メーカーではこの情報をも

とに保守サービスを需要家に提供することができるよう

になる。さらに、購買データや冷蔵庫の食材情報やキッ

チン家電の利用状況が取れるならば、食生活が推定でき

るようになる。食生活情報をもとに、インテックヘルス

ケアプラットフォームで提供される保健指導サービスと

連携することも可能である。将来的にはあらゆる情報を

生活に役立てるようにできると考えている。

図１  生活情報プラットフォームのイメージ
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2.2  生活情報プラットフォーム着想の
　　  きっかけとしてのリアルタイムプライシング
　生活情報プラットフォーム上に様々な情報が集積され、その

情報を活用した様々なビジネスが創出される仕組みを構築す

ることがわれわれの最終的な目標である。生活情報プラット

フォームの着想に至るにあたって、電力自由化や、スマートメー

ターおよびHEMS導入に伴う取得可能な情報の増加を背景と

した、電力のリアルタイムプライシングの調査研究を行ってお

り、リアルタイムプライシングをいかに新ビジネスサービス創

出につなげるかが生活情報プラットフォームの有効性の確認に

重要であると考えている。

　リアルタイムプライシングとは、具体的には、需要家のリア

ルタイムの電力使用状況の情報に基づいて、電力価格を変動

させることで需要のコントロールと電気料金の低減を目指す

ものである。背景として、東日本大震災ならびに、その後の計

画停電等は、これまでの日本の電力供給体制に大きな問題が

あることを明らかにした。現行の電力系統運用では、各電力

小売会社が、供給は需要に追従するものという前提のもと、自

社の顧客の需要量に合わせて電力を調達し一致させる「３０分

同時同量制度」となっている。政府は今回の電力システム改革

で、これを大きく見直し「計画値同時同量制度」へと改めるこ

ととした（２）[２]。

　計画値同時同量制度下では、各小売事業者、発電事業者は、

需要の計画値、発電量の計画値について一日を３０分単位に区

切った「コマ」の1時間前に提出する必要がある。よって需給の

計画値が定まるため、電力がひっ迫しているか余裕があるかが

分かり易くなる。これにより、通常の財と同じように市場での

取引が促進されその価格が需給バランスによって変動するこ

とや、需要側がひっ迫時に需要を削減しネガワット（需要削減

を発電量とみなすこと）として市場で取引しやすくなると考え

られており、このような電力の市場流通性の強化が電力システ

ム改革の狙いのひとつである。

　このような市場環境においては、電力小売会社は、いかに

発電コストが安い時間帯に電力を使用してもらうかが、重要

となってくる。そのため、電力小売会社は安い電力が調達でき

る時間帯に、より多くの電力を使ってもらう、高い時間帯には

なるべく使ってもらわないようにするために工夫をこらす必要

がある。その手法として、一般的には（1）料金によるもの（２）

インセンティブによるものの二つが挙げられる。現在、調査研

究を行っているのは、料金によるものである。研究の主眼は

Everything on the Internetによって、リアルタイムな電力需

要量の計測、家電機器に対する制御指示ができる状況におい

て、どのように価格付けすれば、電力小売会社にとって仕入れ

コストの安い電気を使ってもらえ、ひいては需要家の電力料金

の低減につながるかというものである。

　現在も、料金による需要のコントロールは、時間帯別料金

（ToU：Time of Use）と呼ばれる料金プランを各一般電気事

業者が選択約款として提供している。しかし、ToU はリアル

タイムの電力需給に沿って電力価格が変動するものでは無い

ため、ひっ迫時の需要削減効果は無い。これに対して、われ

われが研究しているリアルタイムプライシング理論モデルにお

いては、特定の条件を満たす料金制度を作ると、発電コスト

の高い時間帯から低い時間帯に電力需要をシフトさせるイン

センティブを需要家に持たせることができる。そして、あるア

ルゴリズムを各需要家に適用することで達成される部分最適

化の結果が、需要家全体としてのコスト安を達成できる全体

最適となることが分かっている [３]。この理論モデルの検証と

生活情報プラットフォームに蓄積されている気象や建物構造

などの電力使用量以外のデータを付加していくことで電力仕

入れコストの低減化がさらに向上するかどうかを確認していく

予定である。

（2） 一部、システム対応等の制約もあるため、経過措置として新電力各社においては30分同時同量制度による運用も認められている。

  3.  「生活情報プラットフォーム」を提供可能に
　　　 する技術的背景と社会システムの変化
3.1  インターネット技術を使った情報システムのビルや
　　　社会インフラへの応用状況
　需要家側における設備システムのインターネット対応も盛ん

である。われわれは、調査と技術取得のため、東大グリーン

ICTプロジェクト（代表は東京大学の江崎浩教授。Green 

U-Tokyo Project、以下GUTPとする。）に参画し、インター

ネットと親和性のあるファシリティーマネジメントシステム技

術について情報収集している。

　ビルの電気・空調・照明などを管理するためのファシリ

ティーマネジメントシステムで普及しているLonWorksや

BACnetなどのプロトコルでも、TCP/ IPやHTTP技術は採

用されはじめている。さらに、インターネットとの相互接続性

を確保し、インターネット上で情報を分散管理する仕組み、い

わゆるクラウド化を指向するシステムも多い [４]。システムの

オープン化への変遷に伴い、ビル単体管理からビル群の群管
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理、街区単位の管理などその管理範囲も拡大している。

　このようなファシリティーマネジメントシステムの情報は、専

任の管理者が見るものとされていたが、近年では「ビルの見え

る化」として入居者に見せることも一般的になってきている。

特に、東日本大震災以降の省エネ、節電の呼びかけに応じてイ

ンテリジェントビルから一般家庭まで、エネルギー消費状況を

知った上で適切に行動するという社会観念が醸成されている。

ビルだけではなく、一般家庭におけるHEMSの導入も進んでお

り、街区や都市といった単位でのエネルギーマネージメントを

実践する際にはHEMSを取り込んで統合管理すべきと考えてい

る。GUTPにはファシリティマネージメントのシステムベンダー

から利用者まで幅広い組織が参加しており、GUTPの活動で得

た知見をプラットフォーム構築に活かしたいと考えている。

3.2  電力自由化などの社会システムの再編成
　電力自由化にあたって、電力事業者と需要家の間には、新電

図２  現在と自由化後の電力事業類型のイメージ

力会社や送電会社といった別の事業者が介在してくる可能性

がある。

　これらの事業者は相互依存する事業領域があり、電力関係

会社間の需給管理や需要家との間の需給管理が統合的に実施

されなければ、安定的な事業運営が難しい。そのため、これま

では利用実績の計測だけであったのが、消費計画を事前に押

さえておくことや、需要家側で蓄電池や発電設備を持っている

場合の潮流管理なども必要になってくることなど、これまで想

定していなかった情報の流通が発生する。これらの情報は、事

業者内の事業を営む上でも重要であるが、都市活動や都市経

済の観点からとらえると社会の状況がよくわかる活動データと

して利用できる。第三者が活用することで新しいサービスが創

り出されることも考えられる。長い目でみると、今以上にITを

活用した社会システムへと再編成される形になる。電力自由化

は一つの側面であり、こうした電力由来の情報の利活用は電

力事業以外の産業にもよい影響をもたらすと考えている。

発電

送電

小売

発電

送電

小売

規制需要家
（家庭等）

自由化部門の需要家
（工場、オフィスビル等）

全ての需要家

出典：経済産業省 資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループ 配布資料 をもとに 筆者らで改変

現在

一般電気事業者

新電力
事業者

卸電気
事業者

卸供給
事業者

新電力
事業者

小売全面自由化後

送配電事業者

小売電気事業者

発電事業者 発電設備
保有者



第16号

2015

特
集

50

  4.  「生活情報」とプラットフォーム
　　 における扱い方の条件
　「生活情報プラットフォーム」が取り扱う「生活情報」は、

定期的に決まった形式でやり取りされるセンサー情報（以降、

センサーデータと呼ぶ）以外にも従来の人間同士がやり取り

しているような情報（以降、従来データと呼ぶ）も対象として

あらゆるデータ系を柔軟に取り込むことを想定していると述べ

た。柔軟にデータを取り込むために、従来データとセンサー

データのどういう特質を踏まえておくべきだろうか。たとえば、

従来データは人間の起床から就寝という生活周期や行動を起

点にしてデータが生成、流通される。生活周期以外に、お正

月やクリスマスなど季節行事の影響も受ける。また、大きな

事件や事故やイベントが発生した際にもバースト的な情報が発

生しやすい。計測対象となる個人の成長に伴ってスマートフォン

などの情報端末の利用時間が増え、情報発信量も増加する。

企業においても POS データ増加によるトランザクションの変

化など業務状況や決算期の IR 情報の発信や新商品・新サー

ビス情報の発信のタイミングなど各種の企業活動が情報流通

量に影響する。一方、センサーデータは定量的であり、定期

的規則的にやり取りされるが、２４時間３６５日で休みなく情報

は生成される。また観測対象が増えなくても、センサーの種

類や計測点が増えれば情報は増加する。現在はセンサー類へ

の通信機能の組み込みが積極的に行われているため、情報発

信可能なセンサー量は当面増加する見込みである。

　こうした従来データが持つ不定形な在り様や人間の行動に強

表１  生活情報データの基本要件

  5.  プラットフォーム構成技術としての
　　  ISO/IEC/IEEE 18880:2015
5.1  ISO/IEC/IEEE 18880:2015とは
　生活情報プラットフォームを構築していく上で欠かせない

基 盤 技 術 の 一 つ として、ISO/ IEC/ IEEE 18880:2015 

（Ubiquitous green community control network 

protocol, 以降、本稿では GUTP 内での略称 FIAP を用いる）

を紹介する。これは、前述の GUTP が中心となって国際標

準化したプロトコルで、ファシリティーマネジメントシステムの

データをインターネット上で蓄積、管理、変換、流通すること

を目的としている。複数で相互に互換性のないファシリティー

各種の通信媒体から確実に情報を取得できる

ライフログとして長期間に渡り蓄積して活用するものである
（大容量、一定間隔での通信、粒度の最適化を実施、など）

統一的、統合的な時系列データに変換してデータを蓄積する

3の変換ルールを継承した情報加工と情報提示ができる

情報発信源（端末）の利用形態（アタッチ・デタッチ・停止・再開）の管理ができる

元データに影響を与えず、情報検索や統合処理などが容易に行える

項番 基本要件

1

2

3

4

5

6

図３  ISO/IEC/IEEE 18880:2015 の基本構成

GW GW GW GW GW GW
※ゲートウェイ

既存技術に基づく設備・機器
フィールドバス

センサ・アクチュエータ
計測ネットワーク

出典：http://www.gutp.jp/fiap/outline.html を引用、一部加筆

IEEE1888通信網(HTTPベース)

Storage

※ストレージ
データの蓄積
(長期間・大容量 )

Registry App App

※レジストリ
コンポーネントや
コンポーネント配下の
データポイントの管理

※アプリケーション
ユーザ・インタフェース
データ分析
帳票出力
コマンド発行など

Storage

く影響を受ける送出傾向などと、センサーデータの情報分類や

様式定義を踏まえて、生活情報プラットフォームにおけるデータ

の扱い方について検討し、下表に示す基本要件を抽出した。
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図４  ISO/IEC/IEEE 18880:2015 システムのデータフロー

マネジメントシステム間のデータもこのプロトコルを使って管

理することで統合管理が可能となる。ビルファシリティマネジ

メントシステムは一度導入されると数十年に渡って利用される

ため、レガシープロトコルも数多く利用されているが、データ

変換をしてしまえば、どのようなプロトコルを採用していても

透過的に取り扱えるため、レガシーかつマルチベンダー環境

において最新の IP ベースのシステムが構築できるようになる。

　また、このプロトコル自体が非常にシンプルで、図３ように、

基本の構成 はゲートウェイ・ストレージ・アプリケーションと

呼ばれるコンポーネントと、レジストリと呼ばれる管理系機

能からなる。コンポーネント間のデータ受け渡しも HTTP/

HTTPSベースでWRITE、FETCHおよびTRAPという３つの

手順を使い分けるだけである。

　大まかなデータ処理の流れは、以下のようになる。センサー

から送出されたデータは、ゲートウェイでFIAP形式に変換さ

れる。ゲートウェイで変換されたデータは、時系列データとし

てストレージに蓄積される。アプリケーションはストレージに

蓄積されたデータを読み出して必要な加工処理をしてアプリ

ケーションデータとして保存する。ユーザはアプリケーション

を利用してセンサー情報を見ることができる。

　シンプルであるが、FIAP管理下に置かれたデータは、最低

限必要とされる機能が分解、分散したアーキテクチャで責任所

在が明確となり、その分類ごとに必要なセキュリティ処理や管

理処理を施せばよいため、適材適所の運用ができる。全体最

適化を求めるプロトコルが多い中で、適材適所での最適化がで

きるというのは過剰なシステム構築に陥らずに済むという点で

評価しており、生活情報プラットフォームに採用している理由

の一つである。

5.2  ISO/IEC/IEEE 18880:2015への期待
　既存のファシリティーマネジメントシステムではTCP/IPや

HTTP技術が採用されているものもあるが、単独システムの

中での運用を前提としており、複数のシステムを統合管理す

ることは難しい現状がある。また、ファシリティーマネジメント

システムに加えてHEMSや単体で提供されるセンサー情報な

どの取り込みを検討した場合には、多様な通信方式とデータ

フォーマットに対応していく必要があることがわかっている。

センサーデータだけでもこのような状況であるが、われわれの

目指すところは従来のインターネット上を行き交う雑多なデー

タも取り込めるような柔軟性を持つことである。データの取り

扱いに関する基本要件の３の「統一的、統合的な時系列データ

に変換してデータを蓄積する」が重要となる。電力事業向けの

ソリューションに目を向けた場合も、電力量の計測情報ひとつ

とってみても、利害関係者が多数存在しており、利用者毎に必

要なデータ処理や見え方は様々となると考えている。多彩な情

報ソースを多様な表現で提供するためには、FIAPのようなシ

ンプルなデータ変換プロトコルの利便性が高いと考えている。

GUTPでは東京大学構内の各棟やキャンパスの電力使用量な

どの計測・記録・管理にFIAPを用いて実証実験を重ねてきてお

り、実績も蓄積されている。実用化にあたり導入の簡便さなど

に課題はあるとみているが、生活情報プラットフォーム上ではそ

うした課題を解決するように実装をすすめていく方針である。

Storage GWApp

制御システム
センサー

1888データ参照・加工

1888データ蓄積 (WRITE)

データ変換
FIAPデータ変換←センサーデータ

データ参照 (FETCH)

データ参照(FETCH)・加工

通知 (TRAP)
通知 (TRAP)
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  6.  今後の取り組み
　「生活情報プラットフォーム」は、くらしに役立つ情報を収集・

分析・提供するアプリケーション基盤である。プラットフォーム

の利用者は、生活情報プラットフォームサービスプロバイダとい

う位置付けの事業者を想定している。２０２０年頃には、生活情

報プラットフォームのような情報収集基盤を必要とするさまざ

まなサービス事業が立ち上がると想定している。その一つが電

力自由化を迎える電力業界であり、生活周辺産業と考えている。

まず、そうした新電力事業者や生活周辺産業が利用できるよう

な、新サービスや付加価値サービスのための機能を備えたアプ

リケーションプラットフォーム構築を目指す。本稿では生活情

報プラットフォームが提供する機能の一つであるリアルタイム

プライシングの仕組みを紹介した。将来的には、都市情報や都

市経済の社会活動を把握し、より良い消費行動を促す基盤と

なることを目指し、あらゆる事業に役立つ異業種の情報交換基

盤として活用していただけるように、最新の標準技術を積極的

に活用し、柔軟な情報インフラの構築していきたい。そのため

に、実直に想定環境に近いデータを用いた検証を行いながら、

実現手法を検討していく所存である。

本論文には他社の社名、商号、商標および登録商標が含まれます。
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