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「商業ビル・運輸分野における IT の利活用を巡る動向（省エネを中心に）」 

 

市川類＠JETRO/IPA NY 

 

１．はじめに 

 

近年、地球環境問題に対する関心が高まる中、省エネルギー対策の対象として、

特に、商業ビル、運輸分野における取り組みが重要になる 

一般的に、省エネルギー対策としては、個々の機器等（住宅機器、自動車等）

の省エネ化が重要な役割を果たすが、それに加えて、IT の利活用によるエネルギ

ーの効率的な利用による効果も大きい。 

これまで、米国での IT 分野における省エネに係る取り組みとしては、データセ

ンターや、IT に関連する機器（サーバー、PC、半導体等）の省エネにかかる取り

組みが中心であったが、もともと IT の利活用／IT システムの導入は、既存プロセ

スの効率化等に資するものであり、近年、Green IT 2.0 と呼ばれるような、上述

のような IT の利活用による省エネに関する効果も注目されつつある。、 

このような中、実際の IT サービス業界の動向を見ると、これらの分野において

は、このような省エネ目的に係る個別 IT システムの構築への関心が高まっている

という以上に、むしろ、既に存在する他の目的の IT システムも含めて統合化を行

い、更にネットワーク化、インテリジェント化したシステム・ソリューションの

一部として省エネに向けたサービスを提供しようとする方向にあるといえる。 

このような問題認識のもと、本報告書では、米国における省エネルギーと IT の

関係を整理したうえで、商業ビル・運輸分野における IT の利活用や IT システムを

巡る動向について、報告する。 

 
 

２．米国のエネルギーを巡る動向と IT 利活用／省エネルギーとの関係 

 

以下においては、まずは、米国のエネルギー消費に特徴を踏まえた上で、エネ

ルギー消費の削減（省エネ）と IT との関係について整理する。 

（１）米国におけるエネルギー消費の特徴と動向 

①� 米国のエネルギーの生産消費構造の特徴 

＜エネルギーの生産・消費構造＞ 

 エネルギーは社会生活の根幹をなすものであり、生活レベルの向上において、

重要なものである。一般的に、エネルギーは、一次エネルギーとして生産された

ものが流通（電力あるいは、化石燃料の輸送等）され、各拠点（住宅用、商業用、
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産業用）あるいは輸送において利用されることになる。このような中、エネルギ

ー・環境政策の観点からは、①一次エネルギーにおける非化石化（新エネ（再生

可能エネ）・原子力の促進等）、②エネルギー流通過程～最終消費の効率化（省

エネの促進）が大きな課題となっている。 

 このうち、省エネに関し、米国では、日本と比較して、最終消費における産業

部門が尐ないのに対し、家庭部門と運輸部門が相対的に多いのが特徴である1。 

 

米国のエネルギー消費の全体像（2008 年）2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜エネルギーの最終利用の用途＞ 

なお、これらの各最終用途における利用の内訳を見ると、拠点系（住宅、商業、

産業）では、以下の通り、冷暖房、空調等の利用が概ね半分以上を占める。 

また、運輸部門3では、自動車が約 8 割を占めるのが米国の特徴である。次いで、

空路が 9%、水路 6%などとなり、鉄道は 2%、バスは 1%（自動車の内数）にしか

過ぎないなど、公共交通機関の割合が尐ない。 

 

住宅用・商業用・産業用における主な用途4 

                                            
1
 日米の最終消費別のエネルギー消費の割合の比較は、以下の通り（2008年）。 

 住宅(家庭) 商業(業務) 産業 運輸 

米国 22% 19% 31% 28% 

日本 14% 20% 43% 24% 

http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/jukyu/resource/pdf/091030.gaiyou.pdf 

 なお、米国の産業部門が、日本と比較して、相対的に小さいのは、米国の製造業は対 GDP比で日本の

6割程度の規模であるなど、産業構造上の違いが大きな要因の一つであると考えられる。 
2
 出典：DOEエネルギー情報局（EIA）『Annual Energy Review 2008』（2009年 6月発行） 

http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf より筆者作成。単位は、1000兆 BTU。 

 なお、再生可能エネルギーは、水力、地熱、バイオマス、風力、太陽光（このうち、電力に利用されないの

は、バイオマスがほとんど）。また、化石エネルギーは、石炭、天然ガス、石油。 
3
 2007年：（DOEオークリッジ研究所）。なお、自動車：80%の内訳は、乗用車：33%、小型トラック：28%、

大型トラック：19%、バス：1%となっている。 

http://www-cta.ornl.gov/data/tedb28/Edition28_Chapter02.pdf 

住宅                    21.6 

 
 

電力                      40.1 

   うち小売：12.7 

     ロス：27.4 

一次エネルギー 流通過程 最終消費 

商業                 18.5 

 
 

産業               31.2 

 
 

運輸                    27.9 

 

原子力     8.5 

再生可能エネ  7.3 

化石エネルギー  83.4 
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http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/jukyu/resource/pdf/091030.gaiyou.pdf
http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf
http://www-cta.ornl.gov/data/tedb28/Edition28_Chapter02.pdf
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 家庭用
5
 商業用

6
 産業（製造業）

7
 

冷暖房、

空調関連 

暖房：41%（  6%） 

温水：20%（10%） 

空調：  8%（20%） 

暖房・空調：        （18%） 

温水：                   （ 3%） 

換気：                   （12%） 

冷凍：                   （11%） 

プロセス加熱：55% 

プロセス冷却：  3% 

空調：                11% 

機器関連 機器
8
：31%（64%） 照明：                   （38%） 

コンピューター等：（6%） 

他の各種機器：    （12%） 

機械運転：        24% 

電気化学プロセス：3% 

照明：                  3% 

 

②米国のエネルギー消費量の推移 

これらの中で、米国においては、他国と同様、エネルギーの消費量は上昇し続

けていく傾向にある。具体的には、米国全体でのエネルギー消費量は、若干景気

等の影響はあるものの、着実に増加しており、長期的には今後も増加していくと

考えられる。ただし、対 GDP 比では、着実に減尐しつつある。 

また、最終消費別に見た場合9、産業部門の消費量については、全体に占める割

合が縮小してきている（特に、対 GDP 比では、1980 年の半分以下）のに対し、

特に、運輸部門・商業部門の消費割合が拡大しており、これらの分野における対

応が今後の課題となっている。 

 

                                                                                                                                     
4
出典：http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf （Figure 2.3、Figure 2.5、Table 2.5、Figure 2.11）より筆

者作成。なお、数字は、一次エネルギーにおける割合、また、括弧内の数字は電力利用における割合。 
5
 2005 年の数字。なお、別途、EIA（2001 年）による一般家庭における電力消費の数字によると、

①冷蔵庫（13.7％）、②空調（16.0％）、③暖房（10.1％）、④水の加熱（9.1％）、⑤照明

（8.8％）、⑥上記以外の家電（42.2％）となっている。 

http://www.eia.doe.gov/emeu/recs/recs2001/enduse2001/enduse2001.html 
6
 2003年の数字。なお、別途、DOE／EEREの調査（2006年：商業ビル（オフィスビル、販売店、飲食店、

ヘルスケア提供機関の建物など）を対象）によると、商業ビル電力利用、①照明（23％）、②冷暖房（25％）、

③電気機器利用（7％）、④温水（7%）、⑤換気（6%）、⑥冷蔵（4%）、⑦コンピュータ（4%）等となっている。
http://buildingsdatabook.eere.energy.gov/TableView.aspx?table=3.3.4 
http://buildingsdatabook.eere.energy.gov/docs/xls_pdf/3.2.2.pdf 
7
 2002年の数字。なお、別途、http://www.fypower.org/ind/によると、産業セクター（製造業、採掘業など）

の主な用途の割合は、①材料加工（15％）、②プロセス排水（13％）、③空調（12％）、④プロセス加熱

（11％）、⑤照明（10％）、⑥空気圧縮（8%）、⑦プロセスファン（7%）、⑧プロセス冷蔵（5%）等となっている。 
8
 冷蔵庫等を含む。 

9
 なお、エネルギーの流通に関しては、一次エネルギー消費量における電力の割合が、長期的に徐々に増

大しつつあり、このような背景の下、スマートグリッドなどの対応が、特に家庭、商業分野において、大きな

課題となりつつある。 

＜一次エネルギー消費量における電力の占める割合＞ 

 全体 家庭 商業 産業 運輸 

1980 年 31.1% 52.8% 61.3% 29.5% 0.2% 

2008 年 40.4% 68.7% 78.5% 33.9% 0.3% 

出典：http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf （Table 2.1a）より筆者作成。 

http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf
http://www.eia.doe.gov/emeu/recs/recs2001/enduse2001/enduse2001.html
http://buildingsdatabook.eere.energy.gov/TableView.aspx?table=3.3.4
http://buildingsdatabook.eere.energy.gov/docs/xls_pdf/3.2.2.pdf
http://www.fypower.org/ind/
http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf
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米国におけるエネルギー消費量の推移10 
（絶対量）            （対 GDP 比） 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

Transportation
Commercial
Residential
Industrial

0.00 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

14.00 

16.00 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

Transportation
Commercial
Residential
Industrial

 
 

（２）省エネにおける IT の役割（Green IT） 

①省エネルギーの取り組みの方向 

 一般的に、最終消費者によるエネルギーによる効用・利便性を減ずることなく、

エネルギーの消費量の削減（省エネ）を図るためには、以下の方向がある。 

 

Ａ．個々のエネルギー消費機器の省エネ化等 

 まずは、同じ効用を得つつ、エネルギーの消費量を削減するためには、個々の

エネルギー消費機器の省エネ化を図ることが最重要課題となる。 

その際、単に個々の省エネルギー消費機器の省エネ化を図るだけではなく、住

宅機器（ガラス、壁など）やそのレイアウトなどの周辺機器なども重要な役割を

果たす。 

 

Ｂ．複数のエネルギー消費機器の使用の最適化・マネジメント 

 その上で、個々のエネルギー消費機器は、全体としてエネルギーが有効に利用

されている訳ではなく、無駄が多く存在することを踏まえると、状況に応じて必

                                            
10

 出典：同上。 http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf 単位は、兆 BTU。対 GDP比の単位は、兆

BTU/10億ドル。なお、GDPの数字は、実質 GDP（2005年）を使用。 

http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=6&FirstYear=2008&LastYear=
2009&Freq=Qtr 

http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/aer.pdf
http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=6&FirstYear=2008&LastYear=2009&Freq=Qtr
http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=6&FirstYear=2008&LastYear=2009&Freq=Qtr
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要な機器を必要なだけ稼動させるといった最適化・マネジメントシステムの導入

が役割を果たす11。特に、電力に関しては、生産と消費が同時である必要があるた

め、スマートグリッドに係る取り組みが、より重要になる。 

 

Ｃ．省エネプロセスへの移行 

また、同じ効用を得つつ、エネルギーの消費量を削減するためには、個々の使

用する機器の効率化だけでなく、一連のプロセスを見直す方法もある。具体的に

は、製造業における工業プロセスの抜本的見直しや、モーダルシフト（公共交通

機関の利用等、自転車の利用等）などの社会プロセスの見直しなどがある。 

 

部門毎の省エネルギー対策の方向（例）12 
 住宅 商業 産業 運輸 

①機器の省エネ

化 

冷暖房空調機器 

各種家電機器等 

冷暖房空調機器 

各種事務機器等 

製造装置 

空調等 

自動車、車両等 

IT 関連機器 IT 関連機器 

 周辺機器、レ

イアウト 

住宅機器（窓、

ガラス等） 

レイアウト等 レイアウト等 道路等の整備 

②各種機器の使

用の最適化 

AMI、ホームオー

トメーション 

BAS（ビルディ

ングオートメー

ション） 

エネルギー・生

産マネジメント

システム 

ITS、運輸マネジ

メントシステム 

 

③より省エネな

プロセスへの移

行 

  工業プロセスの

見直し 

モーダルシフト 

テレワーク・コ

ンファレンス 

 

②Green IT と省エネルギー 

＜省エネルギーと IT 利用による効率化（Green IT）＞ 

 このような中で、IT に係る省エネについては、上述の表に見られるとおり、以

下の 3 つの側面がある。 

 

IT による省エネルギー（Green IT） 
A．IT 関連機

器の省エネ 

・データセンター、サーバー、PC、半導体の省エネなど。 

・これら取り組みは、IT 業界が主導するが、データセンター、サーバー、PC、

半導体を利用する IT ユーザー企業の省エネにも資することになる。） 

・なお、周辺機器やレイアウトなどの省エネ推進にあたっては、モデリング・予

測ソフトが多く開発されており、これらは、下記 B においても有用。 

B．IT 利用に

よる省エネ 

・各機器やセンサーなどのネットワークを張り巡らすことに、エネルギー利用状

況や周辺状況をモニター、可視化し、その上で各エネルギー機器、周辺機器等

を最適制御（コントロール）するシステム。これにより、無駄なエネルギー利

                                            
11

 最も、原始的な対応は、手動にて、「使うときに ON、使わないときに OFFをする」という対応。 
12

 出典：筆者作成。色つき部分が ITに関わる部分（Green IT）。 
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用を排除。 

・拠点系（家庭系、商業系、産業系）においても、取り組まれるとともに、運輸

系においても、重要になる。 

C．IT への代

替による省エ

ネ 

・特に、運輸（交通）を IT（通信）で代替することによる省エネ。 

・具体的には、テレワーク（通勤代替）、テレコンファレンス／テレプレゼンス

（出張等の代替）による抜本的なエネルギー消費の削減。 

 

 このうち、A．の IT 機器の省エネに関しては、データセンターの省エネを含め、

引き続き重要であり、ユーザーにおける関心も高い。ガートナーによる 2009 年 4

月の報告13によると、景気後退にも関わらず、多くの企業が、Green IT について、

エネルギーの効率化へとコスト削減に資するものとして、これらへの投資に優先

を置いており、具体的には、1/3 以上の回答者が IT 投資額の 15%以上を Green IT

プロジェクトへの投資に振り向けているとしている。 

 

一方、市場調査会社の Forrester Research（2009 年 4 月）14においては、これ

までの、IT オペレーションの持続性の達成に向けた IT 環境を改善といった取り組

み（Green IT 1.0：上述の A に相当）に対し、最近は、環境保護に向けて IT を活

用する動きが出てきているとしており、このような動きを、これまでの取り組み

と明確に区別できるよう、Green IT 2.0 と呼んでいる（上述の B.、C.に相当）。

この Green IT 2.015では、コンピューティングとネットワーキングのエネルギー効

率を更に向上に加え、①テレコンファレンスやテレワーク等を活用、②IT を駆使

して、ビル、工場、運輸関係のシステムのエネルギーをモニターし、エネルギー

使用を抑える、といったソリューションを指すものとされる。 

その上で、同社は、グリーン IT に係るサービス16の市場は（2008 年：4.5 億ド

ル）、年間 60%（CAGR）で拡大し、2013 年には、48 億ドルに拡大するとして

いる。なお、同報告書を書いた同社のアナリストは、この金額（48 億ドル）につ

いては、2008 年の世界の IT サービスの市場（5000 億ドル；2008 年）と比較する

とわずかにしか過ぎないが、本分野での市場獲得は、顧客獲得に向けて戦略的に

重要な役割を果たすとしている。 

                                            
13

 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=939512 
14

 http://www.forrester.com/rb/Research/market_overview_green_it_services/q/id/46824/t/2 
http://corporateecoforum.com/ecoinnovator/?p=2454 
15

 http://www.greenercomputing.com/blog/2009/05/04/how-jump-green-it-20 
http://www.greenercomputing.com/news/2009/08/26/three-ways-green-it-can-combat-climate-
change 
http://www.greenercomputing.com/blog/2009/09/08/get-ready-green-it-20 
http://www.greenercomputing.com/blog/2010/01/13/will-2010-be-year-green-it-20-breaks-out 
16

 ここで、グリーン ITサービスとは、企業向けの、①ITインフラと事業をより効率的にする、②ITを活用し

て全組織での事業プロセスの持続可能な改善を図るためのサービスとされる。Consulting services that 

help enterprise IT organizations reduce their company’s environmental impact by putting policies 
and practices in place that: 1) make IT infrastructure and operations more energy efficient, and 2) 
help IT to enable sustainability improvements in business processes across the entire organization 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=939512
http://www.forrester.com/rb/Research/market_overview_green_it_services/q/id/46824/t/2
http://corporateecoforum.com/ecoinnovator/?p=2454
http://www.greenercomputing.com/blog/2009/05/04/how-jump-green-it-20
http://www.greenercomputing.com/news/2009/08/26/three-ways-green-it-can-combat-climate-change
http://www.greenercomputing.com/news/2009/08/26/three-ways-green-it-can-combat-climate-change
http://www.greenercomputing.com/blog/2009/09/08/get-ready-green-it-20
http://www.greenercomputing.com/blog/2010/01/13/will-2010-be-year-green-it-20-breaks-out
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＜Green IT の省エネへの効果＞ 

広義で見た場合における IT による省エネに対する効果としては、半導体の視点

から見た報告書として、エネルギー効率化に係る非営利団体である American 

Council for an Energy-Efficient Economy：ACEEE）が、2009 年 5 月に発表した報

告書｢Semiconductor Technologies: The Potential to Revolutionize US Energy 

Productivity｣17がある。 

同報告書では、半導体装置や関連技術の発展によって、（それらによる IT シス

テムの利用が拡大することも含めて）、各 IT 分野・IT 利用分野18でのをエネルギ

ー節約にどのように貢献するかをまとめている19。それらをまとめた結果として、

現行の技術のみを利用した場合、2030 年にはエネルギー省（EIA）の予測をはる

かに上回るエネルギーが消費されるのに対し、半導体技術に基づく省エネ技術を

利用した場合、エネルギー省（EIA）予測を 27％下回るエネルギー消費で済むと

し、結論として、半導体技術を積極的に利用した場合、2030 年までの電力節約額

は EIA 予測額と比較して 1.3 兆ドル減となる可能性があるとしている。 

 

エネルギー消費予測の比較20 

 
 

                                            
17

 http://aceee.org/pubs/e094.pdf?CFID=4364642&CFTOKEN=24098187  
18

 具体的には、以下の 10分野。①コンピューターとサーバー、②情報通信インフラ、③照明及び照明シス

テム、④電源供給・管理、⑤モーター、モーターシステム、⑥センサー、コントローラー、⑦代替エネルギー

資源、⑧スマートグリッド、⑨運輸システム、⑩大規模利用システム 
19

 例えば、以下の通り。 

・情報通信インフラ分野：eコマースや eビリング、テレワークなどが可能となったことでエネルギー消費の

削減に繋がっている。 

・モーターシステム分野：自動車のモーターシステムに半導体を組み込み、モーターからの信号を受けた半

導体デバイスがモーターを効率的に制御することで省エネに役立っている。 

・センサー・コントローラー分野：ワイヤレスセンサー・コントローラーネットワークや動作感知デバイスを空

調施設に組み込むことで省エネが達成できるとしている。 
20

 http://aceee.org/pubs/e094.pdf?CFID=4364642&CFTOKEN=24098187 

http://aceee.org/pubs/e094.pdf?CFID=4364642&CFTOKEN=24098187
http://aceee.org/pubs/e094.pdf?CFID=4364642&CFTOKEN=24098187
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（３）商業ビル・運輸分野における IT システムの方向（概要） 

 このような Green IT のうち、本報告書においては、省エネ対策において関心が

高まっている商業ビル、運輸部門における IT システムを巡る動向（すなわち、B．

の部分）について、報告する21。 

 もともと、IT システムは、新たなサービスの提供、あるいは、既存システムの

効率化を目的に、従来より各産業に導入されており、その際、システムの効率化

は、そもそも、エネルギー消費の効率化にもつながるものと位置づけられる。 

このような中、商業ビル、運輸部門においても、個々のエネルギー消費機器

（オフィス機器、自動車等）の省エネの促進に加えて、全体のエネルギー利用の

効率化に向けたマネジメントが進められる中、エネルギー利用の効率化に向けた

IT システム（BAS、ITS など）が導入されつつあるが、それに加えて、両分野と

も、既にエネルギー消費の効率化目的以外にも、各種のシステムが導入されてい

ること等を踏まえ、IT サービス企業においては、他のシステムとも統合したネッ

トワークの構築によるより大きなシステムの中での最適化の方向をソリューショ

ンとする提供する方向にある。 

・ 商業ビルは、主に企業向けを対象とするものである。もともと省エネシステム

としては、BAS があり、これは家庭用と同様スマートグリッドとの関係でも関

心が高まっているが、一方での省エネビルへの関心が高まる中、IT サービス企

業においては、単に BAS を提供するというよりは、各企業が既に保有する別

の IT システムも統合し、より大きなネットワークでの最適化をサービス・ソ

リューションとして提供する方向にある。 

・ 運輸分野（特に自動車）は、主に各州の DOT 等などの公共向けを対象とする

ものである。本分野では、渋滞緩和等を目的として ITS に係る取り組みが進め

られてきており、それほど米国では普及しているという訳ではないが、近年に

おいて、IT サービス企業においては、セキュリティに係るシステムの情報等と

の統合や、課金システムの構築とその拡充などをサービスとして提供する方向

にある。 

 

以下、第 3 章、第 4 章において、それぞれ商業ビル、運輸分野に関して、省エ

ネルギー促進を念頭においた IT システムの導入を巡る動向について、報告する。

（なお、第 4 章のあとに、上記 C．に相当するテレワーク、テレコンファレンス

を巡る動向について、参考として、簡単に記載する。） 

 

                                            
21

 なお、Aの部分のうち、データセンターの省エネ等については、NYだより 2008年 7月号参照。 

また、Bのうち、住宅用については、スマートグリッドに大きく関連するものであり、NYだより 2009年 2月

臨時増刊号、2009年 7月臨時増刊号参照。 
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３．商業ビルにおける省エネ対策と IT 利用を巡る動向 

 

 本章においては、商業ビルの省エネに係る連邦政府等の取り組みと、同分野に

おける IT システムを巡る動向について報告する。 

（１）省エネビルの促進に向けた連邦政府機関等の取り組み 

商業ビルにおいて、近年、連邦政府、民間において、省エネ促進に向けて、積

極的な取り組みがとられてきている。具体的には、個々の機器に係る基準策定と、

ビル全体の基準・コードの開発、及び、それらを省エネビルに向けた研究開発、

実証システムの導入などである。 

この中で、商業ビルに係る IT システムについては、ビル全体の省エネに係る基

準・コードの一部に含まれうるものであり、これらビル全体の基準・コードの推

進は、商業ビルの IT 化の推進に資するものと考えられるが、必ずしもこれらの基

準等に明記されている訳ではないのが現状である。 

① 建築技術プログラムとネットゼロエネルギー商業ビルイニシアティブ（DOE） 

DOE（エネルギー省）の EERE（Energy Efficiency & Renewable Energy）は、

従来から、建築技術プログラム（Building Technologies Program：BTP）として、

民間セクター、州・地方政府、大学や国立研究所などによる協力体制の下、建物

とその設備やシステムのエネルギー効率を向上させる研究を進めている22が、近年、

更に商業ビルの省エネ推進に向けた取り組みを強化しつつある。 

 

特に、2007 年の Energy Independence and Security Act（EISA）において、

DOE に対して、産学連携の元で高機能の商業グリーンビルの開発を進めるよう求

められたことを踏まえ、DOE は、2008 年 8 月、ネットゼロエネルギー商業ビル

イニシアティブ（Net-Zero Energy Commercial Buildings Initiative：CBI）を発表

した23。この CBI では、2025 年までに、ZEB を商業化することを目的とし24、そ

のために、技術に係る研究開発、複数な地域でのパイロット・実証プロジェクト、

導入促進のための技術支援等を行うこととしている25。 

                                            
22

 http://www1.eere.energy.gov/buildings/about.html 
23

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/corporate/ns/commercial_building_initiati
ve_release_8_08.pdf 
24

 なお、EISA 2007においては、 

・2030年までに、新規の商業ビルで達成。 

・2040年までに、商業ビルのストックの半分で達成 

・2050年までに、全ての商業ビルで達成、と規定。（Title 4, Subtatile B, Section 422c） 
25

 また、これに関連して、2008年 10月には、ホワイトハウスの National Science and Technology 

Councilは、Net-Zero Energy, High-Performance Green Buildingに係る連邦政府全体での研究開発ア

ジェンダを発表している

http://www1.eere.energy.gov/buildings/about.html
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/corporate/ns/commercial_building_initiative_release_8_08.pdf
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/corporate/ns/commercial_building_initiative_release_8_08.pdf
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このような流れを踏まえ、その直前の 2008 年 7 月には、BTP の複数年プログ

ラム（MYP）の最新版の 2008-2012 年版の更新が発表されており26、同複数年プ

ログラムでは、CBI を踏まえたものとなっている。 

現在の BTP27においては、個々の機器の基準の策定→研究開発の実施→技術の

評価と市場導入、という流れを通じて、ネットゼロエネルギー商業ビル（ZEB）

の目標達成に向けて進めるとの枠組みのもとで、以下の 5 つのプログラムが行わ

れている。 

このうち、④、⑤の分野においては、IT システムに関連する取り組みが一部行

われているものの、ビル全体の基準に関連する③の分野においては、必ずしも IT

システムが明記されている訳ではない。 

 

現在の BTP の枠組みと主要 5 プログラムの概要28 

 
 

分野 概要 

①Appliance and 

Commercial Equipment 
Standards 

・住宅用家電や商業設備の効率性基準に関する試験方法と最低基準を策定。 

・製品製造者、設計者、公益事業者、消費者、外部の政府機関などと連携。 

②Building America ・エネルギー消費量を最大 70％削減できる住宅の研究・開発・実証に関する活動

の実行と支援。 

・建築家、エンジニア、機器製造業社など 270 企業と連携 

③Building Energy 

Energy Code 

・ビルでのエネルギーに係る規則の開発。連邦・州・地方政府や産業界と共同。 

・適合性確認のためのダウンロード可能なツール（ソフトウェア）、書類の開発 

・各州でのビルエネルギー規則の採用、実施、執行に係る技術的・経済的支援 

④Commercial Buliding 

Energy Alliance 
(CBEA) 

・産業界との連携体である CBEA と共同で、商業ビルのエネルギー利用と環境へ

の影響を最小限に抑えるための共同作業を実行。 

・現在の焦点分野は小売業者、商業用賃貸ビルなどに焦点。 

⑤Net-Zero 

Commercial Building 

Initiative：CBI 

・設計から建設までビル全体のアプローチにより、ビルのパフォーマンス、快適

性、エネルギー効率を向上。 

・建築家、技術者、建設者、コントラクター、所有者、利用者等と連携。 

 

                                                                                                                                     
http://ostp.gov/galleries/NSTC%20Reports/FederalRDAgendaforNetZeroEnergyHighPerformanceGr
eenBuildings.pdf  
26

 http://www1.eere.energy.gov/buildings/mypp.html 
27

 http://www1.eere.energy.gov/buildings/program_areas.html 
28

 http://www1.eere.energy.gov/buildings/program_areas.html 

http://ostp.gov/galleries/NSTC%20Reports/FederalRDAgendaforNetZeroEnergyHighPerformanceGreenBuildings.pdf
http://ostp.gov/galleries/NSTC%20Reports/FederalRDAgendaforNetZeroEnergyHighPerformanceGreenBuildings.pdf
http://www1.eere.energy.gov/buildings/mypp.html
http://www1.eere.energy.gov/buildings/program_areas.html
http://www1.eere.energy.gov/buildings/program_areas.html
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② ENERGY STAR プログラム（EPA／DOE） 

上述の DOE の取り組みのうち、各機器の基準の作成については、従来より

EPA が中心に実施している ENERGY STAR プログラムと連携しているが、最近

においては、商業ビル分野においても連携の強化がなされる方向にある。 

 

＜ENERGY STAR の経緯と概要＞ 

ENERGY STAR は、EPA（環境保護庁）と DOE による、エネルギー効率の良

い製品や取り組みを通じてのエネルギー節約と環境保護の達成を目的としたプロ

グラムである。 

もともと、ENERGY STAR は、EPA が、1992 年に、エネルギー効率の良い製

品に対する自主的なラベリングプログラムとして開始したものである。その後、

対象機器を拡大するとともに、1996 年には、いくつかの製品に関して、DOE と

の連携を開始している。また、EPA はその後、機器だけでなく、家庭用住宅、商

業用、産業用ビルにまでラベリング対象を拡大している。現在、同プログラムで

は、15,000 以上の官民組織と提携しており、2008 年単年で同プログラムを通じて

節約できたエネルギー量は計 190 億ドルに上るとされている29。 

このうちの建物・工場分野のうち30、商業ビルに関して、ENERGY STAR とし

て認められるためには、EPA の提供するソフトウェア（Portofolio Manager）を使

ったレーティングで 75 点以上であることを要する。米国内では、これまで約

9000 のビルが認証を受けており31、2008 年に最も多くのビルの認証を受けた都市

は、Los Angeles（262 件）であり、次いで、San Francisco（194 件）、Houston

（145 件）と続く32。 

なお、この Portofolio Manager においては、一般論として、モニタリングと情

報共有の必要性等を謳っているものの、必ずしも IT システムの導入を規定してい

る訳ではない33。 

                                            
29

 http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_history 
30

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=business.bus_bldgs 

なお、一方の機器の分野に関しては、エネルギー効率のよい製品として EPAが ENERGY STARに認定

する機器の対象範囲は年々拡大しており、現在、対象分野計 63分野の 4万製品に渡っている。 

http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product. 
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Verification_Stakeholder_Present
ation.pdf 

このうち、IT機器としては、例えば、コンピューターおよび企業用サーバーなどがあげられる。 

http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=C

O、http://www.energystar.gov/index.cfm?c=ent_servers.enterprise_servers 
31

http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/0ae7f7a215369
5ad852576870054e118!OpenDocument 
32

 http://www.energystar.gov/ia/business/downloads/2008_Top_25_cities_chart.pdf 
33

 また、その他にも、商業ビルの省エネに関し、EPAは各種のガイドラインを発効している。このうち、例え

ば、Guideline for Energy Managementは、基本的には PDCAサイクルの確立を示しているのみである。 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=guidelines.guidelines_index 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_history
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=business.bus_bldgs
http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Verification_Stakeholder_Presentation.pdf
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Verification_Stakeholder_Presentation.pdf
http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=CO
http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=CO
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=ent_servers.enterprise_servers
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/0ae7f7a2153695ad852576870054e118!OpenDocument
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/0ae7f7a2153695ad852576870054e118!OpenDocument
http://www.energystar.gov/ia/business/downloads/2008_Top_25_cities_chart.pdf
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=guidelines.guidelines_index
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＜EPA と DOE 間における新たな MOU＞ 

この ENERGY STARに関しては、2009年 9月 30日、DOEと EPAの間で新たな覚

書（MOU）が取り交わされている（発表は、10月 13日）3435。 

このMOUの中では、連邦エネルギー効率プログラムの強化と拡大、両機関の役割の

強化、両機関の役割分担の再調整の 3点が合意されているが、具体的に商業ビルの分

野においては36、以下のような規定がなされている。 

・ 住宅や建物に関しては、住宅・建物のエネルギー効率性の格付けと、費用効率

の高い改善策の評価プログラムである National Building Rating プログラム

（NBRP）を DOE 内に新設する。NBRP では、DOE がプログラムの運営管理

を担当し、EPA は引き続きステークホルダーにプログラム基準を満たしたビル

の建設、そして既存のビルの改善を奨励する役割を担当する。 

・ NBRP の設立により、ENERGY STAR の住宅・商用ビル向けのプログラムや

ベンチマークなどの一部の内容が NBRP に統合されることとなる。また、EPA

による、建物の ENERGY STAR 認定は、NBRP の基準に沿って行われること

になる37。 

なお、これらに関する具体的なアクションプランの詳細は、2010 年 1 月末に発

行予定の『Annual Plan for the Partnership』に盛り込まれる予定である38。 

③ LEED グリーンビル認証システム39 

＜LEED の概要＞ 

なお、Energy Star における商業ビルの評価は、基本的にエネルギーの観点であ

るのに対し、更に広い環境という観点から商業ビルを意味での認証プロセスとし

て LEED がある40。 

                                                                                                                                     
 一方、、既存の建物のエネルギー効率性を向上させるために必要な情報を取りまとめた、Building 

Upgrade Manual（全 13章）においては、例えばこのうち第 6章の照明にかかるガイドラインにて、外部か

らの直接光の利用拡大などの方法と並列して、センサー技術を利用した照明制御が紹介されている。 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=business.bus_upgrade_manual 
http://www.energystar.gov/ia/business/EPA_BUM_CH6_Lighting.pdf 
34

http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Program_Plan_for_ENERGY_STAR_Prod
ucts.pdf 
http://www.dwmmag.com/index.php/more-details-emerge-concerning-energy-star%C2%AE-move-to-epa/ 
35

 http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/pa_id=247 
36一方の製品に係る Energy Starに関しては、以下のようなことが定められている。 

・EPAがプログラムの統括や ENERGY STAR認定製品のパフォーマンス基準の設定などを実施し、

DOEは製品の試験や認定の段階で技術支援を提供するという形でサポート。 

・更に電力消費効率の良い製品を認定する ENERGY SUPER STARプログラムが新設 

http://www.customhomeonline.com/industry-news.asp?sectionID=204&articleid=1111562 
37

http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Program_Plan_for_ENERGY_S

TAR_Products.pdf（Ｐ.23） 
38

 http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/FAQs_Agreement.pdf 
39

 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=business.bus_upgrade_manual
http://www.energystar.gov/ia/business/EPA_BUM_CH6_Lighting.pdf
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Program_Plan_for_ENERGY_STAR_Products.pdf
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Program_Plan_for_ENERGY_STAR_Products.pdf
http://www.dwmmag.com/index.php/more-details-emerge-concerning-energy-star%C2%AE-move-to-epa/
http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/pa_id=247
http://www.customhomeonline.com/industry-news.asp?sectionID=204&articleid=1111562
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Program_Plan_for_ENERGY_STAR_Products.pdf
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/Enhanced_Program_Plan_for_ENERGY_STAR_Products.pdf
http://www.energystar.gov/ia/partners/downloads/mou/FAQs_Agreement.pdf
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19
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LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）は、米国のグリーン

ビルディング協会（Green Building Council：USGBC41）によって開発された、グ

リーンビルの認証システムである42。 

LEED においては、建物の所有者や運営者に対し、商業ビルから住宅ビルに至

る各種の建築物に関し、実用的なグリーンビルの設計、建築、運営管理を実行す

るための的確な枠組みを提供すると共に、グリーンな取り組みの程度によって、

LEED のレーティング（認定）43を受けることができる。2009 年 4 月現在、LEED

の認定を得た建物の数は、全世界で 2,476 件となっている44。 

LEED が評価の対象としているのは、9 分野に亘り45、その一つとして「効率的

なエネルギー利用」がある46。同分野においても、評価項目には「照明の制御性」

や「熱的快適性の制御性」などが含まれているが、IT を利用した省エネ方法は必

ずしも明記されている訳ではない47。 

 

＜参考：エンパイアステートビルの省エネ化に向けた改修工事プロジェクト＞ 

2009 年 4 月、ニューヨーク市のエンパイアステートビルにおける省エネ化に向

けた改修工事プロジェクトが発表された48。同プロジェクトは Clinton Climate 

Initiative（クリントン元大統領の基金）等によって企画され、最先端の省エネ対策

を用いて 38%のエネルギー消費、および年間 440 万ドルのエネルギー代の削減を

目指し、総工費 5 億ドルを投入するというものである49。 

同プロジェクトには、代表的 BAS 企業である Johnson Control 社（後述）等も

参加し、採用する代表的な省エネ手法としては、 

①既存の窓に省エネ用ガスとプラスチック窓枠を取り付ける、 

                                                                                                                                     
40

 http://energystar.custhelp.com/cgi-bin/energystar.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=4908 
41

 http://www.usgbc.org/Default.aspx 

グリーンビルディング協会とは、建築やエンジニアリングなどの関連産業機関、教育機関のほかに州・地

方政府など、2万以上の企業や組織で構成された非営利団体で、産官学一丸となってグリーンビルディン

グの普及に努めている 
42

 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988  
43

 なお、レーティングはポイント制で、一定以上のポイントを獲得したものが認定を受けることができ、プラ

チナ、ゴールド、シルバー、（何もなし）のランクがある。 
44

 USGBC, “Green Building by the Numbers.” April 2009. 
45
持続可能な土地開発、水資源の有効活用、効率的なエネルギー利用、材料や資源、室内環境、立地お

よび交通の便、環境に対する意識と教育、設計におけるイノベーション、地域の優先事項の取り込み 
46

 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1989 
47

 評価項目については、以下のページの各種建物のレーティングシステムの項にあるチェックリストを参照

のこと。 

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222 
48

 http://www.esbsustainability.com/SocMe/?Id=0 
http://www.esbsustainability.com/SocMe/?id=213&pid=197&sid=213&Title=Press+Releases&Templ
ate=ContentWithTertiaryNavigation 
http://money.cnn.com/2009/04/06/news/economy/empire_state_building/index.htm 
49

 http://cleantechnica.com/2009/04/06/empire-state-building-begins-huge-energy-efficiency-retrofit/ 

http://energystar.custhelp.com/cgi-bin/energystar.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=4908
http://www.usgbc.org/Default.aspx
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1989
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222
http://www.esbsustainability.com/SocMe/?Id=0
http://www.esbsustainability.com/SocMe/?id=213&pid=197&sid=213&Title=Press+Releases&Template=ContentWithTertiaryNavigation
http://www.esbsustainability.com/SocMe/?id=213&pid=197&sid=213&Title=Press+Releases&Template=ContentWithTertiaryNavigation
http://money.cnn.com/2009/04/06/news/economy/empire_state_building/index.htm
http://cleantechnica.com/2009/04/06/empire-state-building-begins-huge-energy-efficiency-retrofit/
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②冷暖房設備をアップグレードする、 

③スマートエネルギー管理によりフロア別に室温を管理する、 

④エネルギー需要を管理する、 

⑤空室を自動で消灯する、 

⑥テナントに対して詳細なエネルギー使用量を公開する 

など IT システムの活用も多く含まれている。 

 なお、本プロジェクトが終了した時点においては、LEED の Gold 認証が得られ

る見込みとしている。 

  

（２）商業ビルに係る省エネを含む IT システムを巡る動向 

一方、商業ビルに係る IT を活用した省エネなどに資するシステムとして、従来

より、BAS の構築支援サービスが行われており、今後ともその市場は拡大するも

のと思われるが、特に、最近においては、Intelligent Building として、他のビル関

連システムはもちろん、ビジネスの観点ともネットワーク統合したシステムが構

築される方向にある。 

①� ビル管理システム（BAS） 

＜Building Automation System：BAS＞ 

BAS とは、冷暖房空調設備（HAVC）、照明調節システム、火災探知・警報シ

ステム、SAC（Security and Access Control System）などの50、建物の各種制御

を自動的に行うためのシステム（オートメーションシステム）である。一般的に、

BAS の機能には、 

・ 設備のスケジューリング（機械スイッチのオン・オフ等の時間の設定） 

・ 冷暖房等の適温調整 

・ オペレーター調節（定値制御の算定） 

・ モニタリング（温度、エネルギー使用量、始動開始時間等のログ） 

・ アラーム報告（設備の故障や異常な気温・気圧等をオペレーターに報告） 

などが含まれており、気温や湿度など、ビル内の状態を判別するセンサーにより、

出力装置から制御装置へ電子信号が送られるようになっている51。 

調査・コンサルティングファームである ARC の調査（2009 年 1 月）52によると、

世界の BAS 市場は、現在約 120 億ドル程度としているが、今後とも拡大していく

                                            
50

 http://www.arcweb.com/ManufacturingIT-India/Lists/Posts/Post.aspx?List=9bd252bd-2dbd-453e-
a674-d63166e40b9c&ID=98 
51

http://www.aseanenergy.org/download/projects/promeec/td/building/Building%20automation%20s
ystem-%28BAS%29.pdf 

ただし、BAS利用によるエネルギー消費の削減量は、各建物の冷暖房空調設備の複雑さなどの要因に左

右される。 

http://www.arcweb.com/ManufacturingIT-India/Lists/Posts/Post.aspx?List=9bd252bd-2dbd-453e-a674-d63166e40b9c&ID=98
http://www.arcweb.com/ManufacturingIT-India/Lists/Posts/Post.aspx?List=9bd252bd-2dbd-453e-a674-d63166e40b9c&ID=98
http://www.aseanenergy.org/download/projects/promeec/td/building/Building%20automation%20system-%28BAS%29.pdf
http://www.aseanenergy.org/download/projects/promeec/td/building/Building%20automation%20system-%28BAS%29.pdf
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ものと一般的に見込まれている。特に、この商業ビル分野における BAS は、住宅

（家庭）分野における AMI に相当するものであり、そのような意味で、スマート

グリッドとの関係も深い。 

 

以下において、同分野における主要企業、及び、いくつかの導入事例について

示す。 

 

BASを提供する企業（例）と概要53 
企業名 所在地 設立年 売り上げ 概要 

Honeywell
54

 ニュージャージ

ー州ブラックウッ

ド 

1920年 140億 1,800万

ドル
55

 

防火、緊急時コミュニケーションなど様々な

分野を扱い、そのうちの 1つが家庭、産業

用オートメーション製品の製造 

Johnson 
Controls

56
 

ウィスコンシン州

ミルウォーキー 

1885年 124億 9,300万

ドル（09年度
57
） 

3つの事業分野のうち 1分野にて、建物の

効率性の向上を取り扱う。同部では、空調

の自動化やビルのシステム統合などのソリ

ューションを提供 

Siemens 
Building 
Technologies

58
 

スイス 1998年 63億 3,300億ユ

ーロ（08年度
59
） 

ビル技術ソリューション部では、住宅、商業

ビル、工場などへ幅広くエネルギー制御ソリ

ューションを提供 

Comfort 
Systems USA 

テキサス州ヒュ

－ストン 

1997年 13億 2,850万ド

ル
60

 

産業・商業施設などに省エネソリューション

を提供。対象分野の 1つに BASの設計、

システム統合などが含まれる。 

Ameresco
61

 マサチューセッ

ツ州フレーミング

ハム 

1973年 7,500万ドル（推

定
62
） 

エネルギー節約プロジェクトの開発から、冷

暖房や照明などの自動化までを幅広く手が

ける。 

Encelium 
Technologies

63
 

ニュージャージ

ー州ティーネック 

2001年 非公開 インテリジェント照明制御の開発、Energy 

Control System™ (照明システム)を提供 

                                                                                                                                     
52

 http://www.arcweb.com/ManufacturingIT-India/Lists/Posts/Post.aspx?List=9bd252bd-2dbd-453e-
a674-d63166e40b9c&ID=98 
53

 http://www.state.ar.us/dfa/procurement/documents/qualified_esco.pdf 

以下、掲載企業リストは、省エネ機器やソリューションを提供するベストベンダーの中から、本項で取り扱う技術、サー

ビスを提供している企業のうち、それなりの規模を持っているものをピックアップした。 
54

 http://www51.honeywell.com/honeywell/aboutus.html 
http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ric=HON 
55

 Automation and Control Solutions部門の 2008年度の売り上げ。http://library.corporate-

ir.net/library/94/947/94774/items/327738/7B9AAEA0-EEFC-47E0-B18A-1B6281EBD795_HON08AR.pdf 
56

 http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about.html 
http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/corporate/investors/2009.Par.41692.File.tmp/2009%20
Form%2010-K%20%28FINAL%29%20-%20for%20web.pdf 
57

 Building Efficiency部門の売り上げ。 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/corporate/investors/2009.Par.41692.File.tmp/2009%20
Form%2010-K%20%28FINAL%29%20-%20for%20web.pdf 
58

http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/about_us/our_history/Pages/our_history.aspx 
59

 ビル技術ソリューション部の売り上げ。 

http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/SiteCollectionDocuments/SBT_INTERNET/SBT_HQ/a
bout-us/BT_Facts_Figures_2008_EN.pdf 
60

 Hoovers Onlineによる推定値。2009年の全体の売り上げ。 
61

 http://www.ameresco.com/ 
62

 http://hoovers.com/company/Ameresco_Select_Inc/rfrrjtkcr-1.html 

http://www.arcweb.com/ManufacturingIT-India/Lists/Posts/Post.aspx?List=9bd252bd-2dbd-453e-a674-d63166e40b9c&ID=98
http://www.arcweb.com/ManufacturingIT-India/Lists/Posts/Post.aspx?List=9bd252bd-2dbd-453e-a674-d63166e40b9c&ID=98
http://www.state.ar.us/dfa/procurement/documents/qualified_esco.pdf
http://www51.honeywell.com/honeywell/aboutus.html
http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ric=HON
http://library.corporate-ir.net/library/94/947/94774/items/327738/7B9AAEA0-EEFC-47E0-B18A-1B6281EBD795_HON08AR.pdf
http://library.corporate-ir.net/library/94/947/94774/items/327738/7B9AAEA0-EEFC-47E0-B18A-1B6281EBD795_HON08AR.pdf
http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about.html
http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/corporate/investors/2009.Par.41692.File.tmp/2009%20Form%2010-K%20%28FINAL%29%20-%20for%20web.pdf
http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/corporate/investors/2009.Par.41692.File.tmp/2009%20Form%2010-K%20%28FINAL%29%20-%20for%20web.pdf
http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/corporate/investors/2009.Par.41692.File.tmp/2009%20Form%2010-K%20%28FINAL%29%20-%20for%20web.pdf
http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/corporate/investors/2009.Par.41692.File.tmp/2009%20Form%2010-K%20%28FINAL%29%20-%20for%20web.pdf
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/about_us/our_history/Pages/our_history.aspx
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/SiteCollectionDocuments/SBT_INTERNET/SBT_HQ/about-us/BT_Facts_Figures_2008_EN.pdf
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/SiteCollectionDocuments/SBT_INTERNET/SBT_HQ/about-us/BT_Facts_Figures_2008_EN.pdf
http://www.ameresco.com/
http://hoovers.com/company/Ameresco_Select_Inc/rfrrjtkcr-1.html
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BAS の導入事例 
企業・ビル 導入箇所 内容 効果 

ロジャースセンター

（スタジアム）（カナ

ダ・トロント）
64

 

（Encelium 

Technologies に委託） 

パーキングガ

レージ 

過去 18 年間消灯されていなかった照明

の代わりに、駐車場内のゾーン毎に、占

有感知センサーを設置。 

エネルギー消費量、

エネルギー需要、エ

ネルギー費用は、そ

れぞれ 77％、39％、

76％の削減を達成。 

コンコース 占有感知センサーと、イベント毎に時間

を設定できる消灯タイマーを導入。 

オフィス、 

メディアラウ

ンジ 

全てのオフィススペース、ラウンジスペ

ースに、パーソナル照明コントロール、

点・消灯タイマー、自然光を考慮した照

明設定、占有感知を導入。 

特等席 イベントの時間により、照明と TV 回路

を自動制御 

Johnson Controls
 
社 

Brengel Technology 

Center（ウィスコンシ

ン州）
65

 

 
 
 

個別制御 各社員が自分のデスクで照明の明るさ、

温度、空気の流れ、音響などを調節でき

る Personal Environments を導入。 

同センターは約 220

万ポンド以上の二酸

化炭素等の排出を予

防（1990 年比）。 オートメーシ

ョン 

空調、照明、セキュリティ、防火システ

ムなどを統合、監視、管理する Metasys

を導入。 

情報システム エネルギーメーター、エネルギー負担、

コストなどの情報を収集。 

 

②Intelligent Building を巡る動き 

＜Building Automation（BAS）と Intelligent Building＞ 

一方、近年、知的ビル管理（Intelligent Building Management）という概念が良

く使われるようになっている66。実際上は、Intelligent Building と BAS はほぼ同義

で扱われる場合も多いものの、一般的には、Intelligent Building は、BAS よりもよ

り統合を進めたものとされる。具体的には、 

1) 建物システムの自動化、 

2) システム統合 

3) ビジネスとビル機能の統合 

という 3 要素で考えた場合、BAS では、1)あるいは、せいぜい 2)までを含む概念

であるのに対し、Intelligent Building は、これらの 1)、2)、3)を全て含むものとさ

れる67。この 3)「ビジネスとビル機能の統合」とは、ビルのシステムとビジネス

                                                                                                                                     
63

 http://www.encelium.com/en/our-company.html 
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=6856934 
64

 http://www.encelium.com/pdf/case-studies/case%20study%20rogers%20centre.pdf 
65

http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/be/case_studies.Par.94949.File.tmp/Bren
gel%20CS%20v2.pdf 
66

 http://www.objectvideo.com/objects/pdf/solutions/intelligent_bldg_automation.pdf  
67

 http://www.automatedbuildings.com/news/sep08/columns/080826110909big.htm 

http://www.encelium.com/en/our-company.html
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=6856934
http://www.encelium.com/pdf/case-studies/case%20study%20rogers%20centre.pdf
http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/be/case_studies.Par.94949.File.tmp/Brengel%20CS%20v2.pdf
http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/be/case_studies.Par.94949.File.tmp/Brengel%20CS%20v2.pdf
http://www.objectvideo.com/objects/pdf/solutions/intelligent_bldg_automation.pdf
http://www.automatedbuildings.com/news/sep08/columns/080826110909big.htm
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システムを統合するというものであり、具体的には、社内のサーバーを利用して、

会議室の照明や冷暖房を自動スケジューリングする、複数の建物を 1 つの仮想大

学キャンパスや企業として取りまとめる事ができるようにするためのツールを提

供する、などの例があげられるとされる。 

 

Intelligent Building の構成イメージ68 

 
 

 実際に主要 IT サービス企業においては、上述の BAS 関連企業等とも連携しつ

つ、「Intelligent Building」の概念のもとで、これまでの BAS のコンセプトである

各種の建物内のシステムの自動化システムについて、これらのシステムを 1 つの

システムに統合して一元管理したり、自動で環境快適化を行ったりといったよう

なシステム・機能をサービス、ソリューションとして提供している。以下、

Intelligent Building に係る主要な IT サービス企業の動向についてまとめる。 

 

＜IBM＞ 

IBM では、同社が最近提唱しているビジョンの Smarter Planet の一環である

Smarter Buildings の中で、Intelligent Building の概念を取り扱っている。 

同社の Smarter Buildings は、①制御され（Instrumented）、②相互に接続され

た（Interconnected）、③インテリジェントな（Intelligent）、建物を指す69。これ

は、室内の占有率や室温などを自動で管理するセンサーを備え、これらの装置を

相互に接続することで、中央での制御を可能とする（制御され、相互に接続され

た）ばかりでなく、システムそのものがビルのエネルギー利用について最適な利

用方法を下せるような（インテリジェントな）建物である。 

                                                                                                                                     
なお、Intelligent Buildingの定義は「その建物の利用者にとってより安全で、生産性が高く、建物オーナ

ーにとっては運営面でより効率の良い、持続可能な建物を作り出すための、技術やプロセスの利用」として

いる。 
68

 http://www.automatedbuildings.com/news/sep08/columns/080826110909big.htm 
69

 http://www-05.ibm.com/uk/smarterplanet/topics/green_buildings/ 
 

http://www.automatedbuildings.com/news/sep08/columns/080826110909big.htm
http://www-05.ibm.com/uk/smarterplanet/topics/green_buildings/
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具体的には、上海のセントレジスホテルでは、12 のサブシステムを統合するこ

とで、全体のコストに対するエネルギーコストの割合を 5％程度とすることに成功

したとしている（同地区における 5 つ星ホテルの平均は 8％）70。 

 

また、IBM Research では、現在はばらばらに機能している建物の管理システム

を最適化し、1 つに統合した建物を Intelligent Building と称している71。この概念

では、送電システム、オフィスビルのシステム（空調や照明など）、データシス

テム（サーバーやデータセンターなど）など、現在はそれぞれ別々に動作してい

るシステムの統合が目指されている。 

 

IBM Research が定義する Intelligent Building の概念72 

 
 

＜Cisco＞ 

Cisco では、インテリジェントビルについて、今後ネットワークがそのインフラ

になっていくとの認識のもと、Cisco Connected Real Estate ソリューション73を

提供している。具体的には、同ソリューションでは、各種システム（通信システ

ム、物理的セキュリティ、ビル関連技術（空調、照明等を含む））の統合を行い、

Building Information Network を提供することにより、新たな収益機会となるサー

ビスの提する、としており、具体的には、以下のような 3 つのシステムを統合コ

ントロールすることができるようになっている。 

 

                                            
70

 http://www1bpt.bridgeport.edu/soe/fcourses/engr400/slides/2009sp/02_19_2009.pdf 
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/green_buildings/visions/index.html 

なお、どのようなソリューションを利用したなどは明らかにされていないが、おそらく、コンサルティングを中心にサービ

スを提供したものと思われる。 
71

 http://www.citris-uc.org/files/Snowden%20IBM%20Research%20061009.pdf 
72
出典 http://www.citris-uc.org/files/Snowden%20IBM%20Research%20061009.pdf 

73
 http://www.cisco.com/web/strategy/trec/index.html 

http://www1bpt.bridgeport.edu/soe/fcourses/engr400/slides/2009sp/02_19_2009.pdf
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/green_buildings/visions/index.html
http://www.citris-uc.org/files/Snowden%20IBM%20Research%20061009.pdf
http://www.citris-uc.org/files/Snowden%20IBM%20Research%20061009.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/trec/index.html
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Cisco Connected Real Estate によって統合されうるシステム74 
カテゴリー 機能例 

Workforce Effectiveness 
Tool 

 高速インターネット 

 IP 電話通信 

 VPN サービス
75

 

 ワイヤレスサービス 

 訪問者管理 

 オーディオ・ビデオ会議 

 インタラクティブメディア 

 デジタル署名 

Performance Integration 
Capability 

 照明の自動化 

 エレベーター 

 空調制御 

 パーキングスペース 

 施設管理 

Physical Security  防火システム 

 監視ビデオ 

 セキュリティシステム 

 アクセスコントロール 

 エネルギー管理 

 

 また、同社は、このようなソリューションを採用することによって、省エネに

も資するとしている76。具体例としては、以下のような事例をあげている。 

・ ミズーリ州政府のプロジェクト（24 百万ドル）では、同州が保有・運用する

約 1000 のビルを対象に、Johnson Control 社の BAC 等と併せて、Cisco 

Connected Real Estate を利用し、各種システムを統合。これにより、年間 35

百万ドルの費用削減、2 億ポンドの CO2 削減を達成したとしている77。 

・ セルビアに位置する商業ビルでは、照明、電力、監視カメラ、電話、インター

ネット、冷暖房など 30 のサブシステムを、Cisco Connected Real Estate を利

用して 1 つの IP ネットワーク上に取りまとめ。これにより、この結果、同施

設では、エネルギー費用の 40％削減に成功するなど、運営費全体の 30％削減

に成功したとしている78。 

 

＜HP＞ 

HP は、Intelligent Building について、様々なシステムやサービスが統合・中央

管理された建物と定義しており79、具体的なサービス内容には、①便利なサービス

（情報システム、ページャー、クレーム管理など）、②インフラサービス（オフ

ィスシステム、空間マネジメント、建物管理など）、③セキュリティサービス

（各種アラームや防犯カメラの管理等）、④ビジネス・金融プランニングサービ

ス、の 4 種類が含まれている。 

                                            
74

 http://www.cisco.com/web/strategy/docs/trec/Cisco_AAG.pdf 
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/realestate/smartCRE_redefiningExp.pdf 
75

 VPNとは、仮想プライベートネットワークサービスの略 
76

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/federalbiz_04_15_09_ConnectIntelligentBuilding.pdf 
77

 http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/govconnect_042909_Missouri.pdf 
78

http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/resource_center/pdf/EM_32022_mali_K
olektiv_CS_v2a.pdf 
79

 http://h40089.www4.hp.com/IBCC/concept.php 

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/trec/Cisco_AAG.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/realestate/smartCRE_redefiningExp.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/federalbiz_04_15_09_ConnectIntelligentBuilding.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/govconnect_042909_Missouri.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/resource_center/pdf/EM_32022_mali_Kolektiv_CS_v2a.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/resource_center/pdf/EM_32022_mali_Kolektiv_CS_v2a.pdf
http://h40089.www4.hp.com/IBCC/concept.php
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同社では、「低炭素経済に向けたソリューション」の一環として80、ハンガリー

に設立された同社の Intelligent Building Competence Center（IBCC）にて、①建

物管理、②セキュリティ管理、③サービス管理、④施設管理、⑤シミュレーショ

ンとトレーニング、の 5 つの機能を持つインテリジェントビル・ソリューション

である BuilDog ソフトウェアを提供している81。同ソフトウェアを利用することで、

ビルの冷暖房機器やセキュリティ、情報通信などを一元管理し、25～35％のコス

ト削減に繋がるとしている。 

 
 

４．運輸分野における IT システム（ITS）を巡る動向 

 

 米国の運輸分野の省エネにおいては、自動車が重要になる（以下、自動車を中

心に記載する）。自動車分野の省エネに関しては、燃費の効率化、電気自動車等

の推進など自動車単体（燃料を含む）に係る取り組みが積極的に行われている82。 

 一方、これらの自動車の利用に関して、それらを効率化するための取り組みと

しては、ITS が挙げられる。以下においては、それらの状況を報告する。 

（１）米国における ITS を巡る導入状況 

 米国においては、従来より ITS 促進に向けた取り組みが進められてきている。

ただし、現時点において、必ずしも、十分に導入されているという状況ではない。 

① 連邦運輸省（DOT）におけるこれまでの ITS に係る取り組み 

省エネに資する運輸関連の IT システムの利用としては、Intelligent 

Transportation System（ITS）が挙げられる。 

ITS とは、有線・無線通信を活用した先進的な電子情報技術であり、これらを運

輸システムのインフラや自動車自体に組み込むことで、交通渋滞の緩和、安全性

や生産性の向上を図ることを目的としたものである（DOT の定義83）。 

そのような意味で、ITS は、直接省エネを目的としたものではない。しかしなが

ら、例えば、道路渋滞情報などを収集し、それらを踏まえて迂回路などの情報を、

ドライバー等に送信することで、個人ドライバーの運転の効率性を上げ、渋滞を

                                            
80

 その他のソリューションには、オンデマンドでの書籍の発行、スマートグリッドおよびセンサー技術、ビデ

オコラボレーション、印刷管理によるコストサービス、ITインフラサービスが含まれる。
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/products/lowcarbon-solutions.html#1 
81

 http://h40089.www4.hp.com/IBCC/BuilDog.php 
82

 各種ある取り組みのうち、例えば、前述の Energy Starに相当する取り組みとしては、EPAが、2004年

から開始した Smart Wayという取り組みがある。 

http://www.epa.gov/smartway/ 
83

 http://www.its.dot.gov/its_overview.htm 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/products/lowcarbon-solutions.html#1
http://h40089.www4.hp.com/IBCC/BuilDog.php
http://www.epa.gov/smartway/
http://www.its.dot.gov/its_overview.htm
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解消するとともに、渋滞に伴う燃料消費の削減も期待される。また、全米の渋滞

の原因の 25%は交通事故によるものであり84、したがって、交通事故の減尐に向

けた安全性の向上も、燃料消費の削減に資するものとされる。 

この ITS については、もともと、1991 年のモード間地上交通効率化法

（Intermodal Surface Transprtation Efficiency Act）により、連邦政府による研究

開発・実証・導入支援の取り組みが規定され、1992 年からの 5 年間に 659 百万ド

ル（その後 1200 百万ドル追加）の予算が、また、その後、2003 年までに 1300

百万ドルの予算が配分されている。なお、2005 年に制定された新たな法律では、

ITS の導入促進プログラムは終了することになったが、研究開発については、

2009 年まで毎年 110 百万ドルの予算が配分されることとなった85。 

なお、このような連邦政府の動きを踏まえ、州政府・地方自治体やその連合体

（Coalition）などが中心となって、それぞれの地域の交通システムの ITS 化を進

めているほか、民間レベルでも、企業の集合体である ITS America などが主体と

なって、官民による協力体制の下、運輸部門への IT 導入を推進している。 

② 各地域における導入を巡る動向 

このような中、全米のいくつかの地域において、渋滞情報の収集とそれらの各

自動車への配信などといったシステムの導入が進められてきているが、必ずしも

十分に導入されているという状況にはない。以下においては、西海岸及びニュー

ヨーク州における取り組みの状況についてまとめる。 

 

＜西海岸における動き＞ 

2001 年に設立されたオレゴン、ワシントン、カリフォルニア、アラスカの 4 州

の交通関係政策共同体である West Coast Corridor Coalition（WCCC）86は、2009

年 4 月、その活動の一環として、4 州の自治体による交通システムの改善例を取り

まとめたベストプラクティス集を発表している87。 

同資料においては、グリーン・トランスポーテーションあるいは持続可能な交

通という概念を達成するにあたっての IT の役割を明確に位置づけており88、具体

的には、①IT を活用した運輸システムの分析、②運転手への情報の提供と統合、

③インテリジェントな交通システムの構築、等の分類のもとで89、現在実施されて

いるものとして、以下のようなプロジェクトが記載されている。 

                                            
84

 http://www.itsa.org/itsa/files/pdf/Clean,Green,SmartBestPractices.pdf 
85

 http://www.its.dot.gov/its_overview.htm 
86

 同 Coaltionは、①WCCCによる重要プロジェクトのリストの取りまとめ、②ベストプラクティスの共有、③

西海岸での共同・協力体制の促進、④交通システムの向上に向けた資金調達の選択肢の推奨、を目的と

する。http://www.sandag.org/index.asp?projectid=315&fuseaction=projects.detail 
87

 http://www.sandag.org/uploads/projectid/projectid_315_9796.pdf 
88

 このため、同 Coalitionでは、2007年に、同 Coalitionの ITS委員会と環境委員会を統合した。 
89

 なお、それらに加え、④クリーン燃料・エンジンの利用拡大、⑤法制度の改正なども挙げている。 

http://www.itsa.org/itsa/files/pdf/Clean,Green,SmartBestPractices.pdf
http://www.its.dot.gov/its_overview.htm
http://www.sandag.org/index.asp?projectid=315&fuseaction=projects.detail
http://www.sandag.org/uploads/projectid/projectid_315_9796.pdf
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西海岸における ITS に関連する取り組みの事例90 

地域・主体 概要 

サンディエゴ市 ・市内のボトルネック地点（20 地点）において、既存のループ検知器やビデ

オテープを活用して、交通量やレーンの空き状況等を測定。 

ワシントン州 DOT

（パイロットプロ

ジェクト） 

・同州の Central Puget Sound 地域において、市販の GPS データを利用する

ことにより、トラックのスピードや、倉庫から市内までの走行時間、関連す

る交通システムの信頼性を分析し、貨物に係る投資判断等に役立てるもの。 

・2010 年まで続けられ、その後、州政府議会に報告される予定。 

オレゴン州立ポー

トランド大学 

・交通システムが、温暖化ガス排出、大気汚染、生活に与えるインパクトを

測る「グリーン」計量法（PORTAL）を開発。 

・具体的には、600 の路線探知機を都市圏の高速道路に設置し、20 秒間隔で

交通の流れを車線毎に収集し、データベース化。 

・経済・社会的評価としては、渋滞遅延によるコストと個人的な時間のロス

が分析されているほか、環境評価としては、交通からの温暖化ガス排出量の

計測が行われている。同プロジェクトは 2004 年開始 

Gateway Cities 
Council of 

Government（ロサ

ンゼルスを主な管

轄範囲） 

・地域を通過する港湾関連の運輸トラックや貨物列車などによる、渋滞を緩

和し、大気汚染を軽減するための ITS の導入。 

・具体的には、道路における検知器・通信インフラの導入、トラック関連の

スピードその他の情報の収集、貨物関係の道路利用者に対する渋滞情報等の

提供、港でのコンテナーの荷の積み下ろし時間を見積もり等のスケジュール

調整等。同プロジェクトは、2008 年 8 月に計画。 

ワシントン大学、

オレゴン交通研究

教育コンソ 

・積極的交通管理（Active Traffic Management）を、現在、検討中。 

・具体的には、自動車道路道路での入口や料金所等において、道路の混雑状

況に応じて信号等をコントロールする仕組み 

 

 ただし、これらのプロジェクトを見る限り、交通の状況を把握して、評価する

といった程度のものが多いと考えられる。 

 

＜ニューヨーク州＞ 

ニューヨーク州においても、同州の DOT を中心に、New York MOVES と呼ば

れる ITS 促進の取り組みが行われている91。同州では、2000 年代前半において

ITS に係る関心が高まったようである92が、現時点での ITS の中心となるのは、ハ

                                            
90

 出典：http://www.sandag.org/uploads/projectid/projectid_315_9796.pdf 

 なお、その他に、ループ検知器による交通量の測定（カリフォルニア州 Irvine）、I-5号線での旅行者への

情報提供（ワシントン州、オレゴン州、北部カリフォルニア）、道路情報（警告情報）のトラック事業者等への

提供システム（ワシントン州）、駐車場に係る情報提供・戦略判断（カリフォルニア）、国境混雑緩和プログラ

ム（ワシントン州）など 
91

 https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-
section/ny-moves 

なお、New York MOVESの MOVESは、①Mobility（機動性）、②Operations（運転）、③Vehicular 

systems（自動車システム）、④Environment（環境）、⑤Safety（安全性）、の頭文字をとったもので、公共

交通機関にかかるこれら 5項目の向上・改善を目的としたものである。 
92

 http://wagner.nyu.edu//transportation/files/itscontext.pdf 
http://www.nymtc.org/project/ITS/ITS%20projects%20R11.html 

http://www.sandag.org/uploads/projectid/projectid_315_9796.pdf
https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-section/ny-moves
https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-section/ny-moves
http://wagner.nyu.edu/transportation/files/itscontext.pdf
http://www.nymtc.org/project/ITS/ITS%20projects%20R11.html
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イウェイ上での移動時間を表示する情報システム（Travel Time Information 

System）93程度である94。 

 

（２）ITS を巡る IT サービス業界、連邦政府の最近の動き 

① 主要 IT サービス業界の動き 

一方、主要 IT サービス業界では、ITS に関し、単に交通の状況を把握、評価、

提供するシステムを構築するというのではなく、セキュリティ関連のシステムな

どのも含めて統合化を進めたり、道路の課金システムと連携し、更なるサービス

への拡張なども提案していることが特徴である。 

 

＜IBM＞ 

IBM では、上述の Smart Planet のビジョンの中の Smarter Cities、Smarter 

Traffic 等において、ITS に係る取り組みをオファーしている95。 

・ IBM の提唱する Smarter Cities の一つとして、ITS を取り上げている96。具体的

には、ITS の導入のメリットとして、①渋滞の解消、②交通ニーズの予測、③

燃料消費と排気ガスの減尐、④市民に対する交通に関する情報の提供（公共交

通機関の利用やテレワークの実施など）の 4 点を挙げた上で、これらの実現に

向け、以下のような技術を応用する事ができるとしている。この中では、単に

交通に係る情報提供だけではなく、道路利用者への課金システムを構築すると

ともに、それらの他のサービスへも拡張することを想定していることが特徴で

あるといえる。 
 

                                            
93

 https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-
section/ny-moves/travel-time-information-systems 

具体的には、ニューヨーク市およびロングアイランド地域において、通過する自動車に搭載されている

E-Z Pass（米国北東地域で利用されている、日本で言うところの ETC。なお、プライバシーについては保

護）の情報を利用して走行中の自動車の速度情報を収集し、それをもとにハイウェイ上で所要時間を掲示

するもの。尐なくとも 2007年には導入されている。 
94

 なお、それ以外にも、1998年に、小都市および地方での ITS活用推進に向けた小都市や地方におけこ

れらの地域で導入されうるシステム（ツール）のリストがまとめられている。 

https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-
section/ny-moves/small-urban-and-rural-its-toolbox 
95

 なお、それ以外に、ITSに関連するものとしては、Smarter Railroadsとして、列車の容量と運行の効率

性の向上に向けた、橋や駅などのインフラやダイヤを管理するためのソフトウェアの導入を提唱しており、

具体的には、米国の主要地下鉄・近郊線である、NY、DC、San Franciscoでの導入実績を挙げている。 

http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/rail_transportation/examples/index.html 
96

 それ以外には、サイバーセキュリティ・ソリューション、スマートな教室。 

http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/sustainable_cities/nextsteps/index.html 

https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-section/ny-moves/travel-time-information-systems
https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-section/ny-moves/travel-time-information-systems
https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-section/ny-moves/small-urban-and-rural-its-toolbox
https://www.nysdot.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/systems-optimization-section/ny-moves/small-urban-and-rural-its-toolbox
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/rail_transportation/examples/index.html
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/sustainable_cities/nextsteps/index.html
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IBMの提供する ITSに係る技術スペック97 

方法 利用できる技術 

道路利用者へ

の課金 

 高速道路、都市、全国に拡大可能な技術・サービス資産 

 車載端末、検知と認証 

 ソフトウェア・プラットフォームと価格決定エンジン 

 ビジネス・プロセスの管理 

交通情報管理

ソリューション 

 エンドユーザーへの交通情報の提供（インターネット、携帯電話、

PDA機器など） 

 ネットワーク最適化システム 

 複数の交通手段の横断的な情報 

統合料金管理

ソリューション 

 通行料金システム 

 複数の交通手段横断的に利用可能な能力 

 普遍的／統合された運輸アカウント 

 他のサービスへも拡大可能（駐車、小売、ID確認） 

 

・ Smarter Traffic においても、同社の渋滞解消を目的とした ITS を取り上げてお

り98、具体的には、同社が関与したストックホルムにおける、渋滞税の自動課

金システムの事例が挙げられている99。特に、本システムにおいては、通行料

金の支払いに際し、自動車は停止したり減速したりする必要がないこともあり、

渋滞を 25％削減、40％の二酸化炭素排出削減を達成したとしている100。 

 

＜Cisco＞ 

Cisco では、エネルギー、教育、政府など計 11 セクターに対するソリューショ

ン・サービスを提供しており、このうちの 1 つである Smart+Connected 

Transportation においては、道路、公共交通機関、空港の 3 分野における同社の通

信ネットワーク技術を活用した ITS ソリューションをオファーしている101。 

                                            
97
出典： 

http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/sustainable_cities/nextsteps/solution/N501656B00014S33.
html 
98

 http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/traffic_congestion/ideas/index.html?re=spf 
99

 http://www.ibm.com/podcasts/howitworks/040207/index.shtml 具体的には、 

・渋滞税の課金地点の入り口に、センサー、カメラなどで構成されるコントロールポイントを設置。 

・コントロールポイントでは、通過する自動車をセンサーが感知し、カメラでナンバープレートを撮影。 

・その後、ナンバープレートの番号を元に、自動車の登録番号やポイント通過日時、税金の額などの情報

を収集し、月ごとに自動車所有者に、税金の支払額を記載した書類が送られる。 

・課税額は、オンラインや銀行、コンビニエンスストアなどで支払う。 

・なお、通行料金は、ラッシュアワーは高く、オフピークの時間帯は低く請求されるよう設定されており、祝日

や夜間には課税されない。 
100

 http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-tax/How-do-control-points-work-/ 
101

 http://www.cisco.com/web/strategy/transportation/index.html 

このうち、公共交通機関に関する ITSサービスである Cisco Intelligent Public Transportationは、公共

交通機関の運営における効率性を向上させるためのソリューションであり、具体的には、列車・バスを対象

としたサービスと、駅・ターミナルを対象としたサービスからなる。 

http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/sustainable_cities/nextsteps/solution/N501656B00014S33.html
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/sustainable_cities/nextsteps/solution/N501656B00014S33.html
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/traffic_congestion/ideas/index.html?re=spf
http://www.ibm.com/podcasts/howitworks/040207/index.shtml
http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-tax/How-do-control-points-work-/
http://www.cisco.com/web/strategy/transportation/index.html
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このうち、道路に係る ITS サービスである Cisco Intelligent Roadways では、交

通の流れを改善し、事故を削減すると共に、高速道路システムの管理者が、道路

の状態や渋滞状況など、全体的な情報を得る事ができるようにするシステムであ

り、運輸当局者間や、ドライバー等に対して、スケーラブルでスムースな情報の

流れをサポートすることを特徴とする。 

 

Cisco Intelligent Roadways の 3 システムの概要102 
Advanced Traffic Management 

Solutions（ATMS） 
州、市、郡の運輸局（DOT）やその他政府機関が、リア

ルタイムで相互に情報をやり取りできるようなシステム 

Traffic Management Center

（TMC） 
ATMS システムからの情報を収集・分析し、ドライバー

らに対して道路情報や安全運転に関する情報を提供。 

Advanced Traveler Information 

System（ATIS） 
DOT の既存のインフラを利用した、511 サービス（渋滞

情報サービス）配信のサポートシステム 

 

＜CSC＞ 

政府向けを含めて、IT サービス、コンサルティング業務を行う CSC は、同社で

提供するサービスセクターに、旅行・運輸部門における IT サービスを提供してい

る103。同社の旅行・運輸部門向けのサービスとしては、航空会社向け、航空管制

向け、航空機製造業向けや、運輸ビジネス向けなどが多く占める104が、陸上交通

に関しては、DOT（Volpe National Transportation System Center）で行われてい

る各種の ITS 研究に参加している105ほか、州政府に対し、ITS 技術の導入支援も

行っている。 

具体的には、同社はコロラド州の ITS システムであるコロラド交通管理システ

ム（Colorado Transportation Management System：CTMS）の構築を支援してい

る106。同プロジェクトにおいては、それまで各種ベンダーが提供する各種の道路

機器（カメラ、スピードメーターその他）を導入してきた結果、バラバラであっ

た州内の交通システムを、1 つに統合する CTSC を提供することにより、道路交

通情報のアップデートの自動化が可能となり、ドライバーへの情報提供がよりリ

アルタイムに近い形でできるようになったとされている。 

 

                                                                                                                                     
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/trans/intelligent_public_transportation.pdf 

（なお、空港の事例は、本文では省略。） 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6918/ps9145/ps9152/TransportBDMBlueprin
t.pdf 
102

 http://www.cisco.com/web/strategy/docs/trans/RoadwaysOverview032904.pdf 
103

 http://www.csc.com/travel_and_transportation/ 
104

 http://www.csc.com/travel_and_transportation/ds/11321-offerings 
105

 http://www.csc.com/government/ds/11251-volpe_center 
106

 http://www.csc.com/travel_and_transportation/case_studies/9367-
state_s_traffic_controls_get_intelligent 

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/trans/intelligent_public_transportation.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6918/ps9145/ps9152/TransportBDMBlueprint.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6918/ps9145/ps9152/TransportBDMBlueprint.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/trans/RoadwaysOverview032904.pdf
http://www.csc.com/travel_and_transportation/
http://www.csc.com/travel_and_transportation/ds/11321-offerings
http://www.csc.com/government/ds/11251-volpe_center
http://www.csc.com/travel_and_transportation/case_studies/9367-state_s_traffic_controls_get_intelligent
http://www.csc.com/travel_and_transportation/case_studies/9367-state_s_traffic_controls_get_intelligent
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② DOT における最近の研究の方向 

一方、DOT においては、最近においては、前述の通り、ITS にかかる取り組み

を研究開発のみに絞る方向にあるが、特に携帯デバイス（ハンドヘルド）の利用

も念頭におきつつ、自動車とインフラあるいは、自動車間での情報交換に重点を

置きつつある。 

DOT における現在の、ITS に係る取り組みは、同省の Research and Innovative 

Technology Administration（RITA）を中心に行われており、具体的は、ITS に関

して、大きく以下の 2 つのカテゴリーに分けて、アプリケーションの研究開発等

に取り組んでいる107。 

ａ）インフラシステム（Intelligent infrastructure systems） 

無料高速道路、幹線、車道の維持管理、事故防止、天候管理、乗り換え情報の

管理、事故など緊急事態の管理、商業用自動車の運用管理など。 

ｂ）自動車システム（Intelligent vehicle systems） 

運転者支援システム、衝突防止システム、衝突事故の事後報告システム。 

 

この ITS プログラムの主要なイニシアティブの一つとして IntelliDrive プログラ

ムが挙げられる108。これは、各種の IT 先端技術を活用し、道路での危険をいち早

く察知し、他の車両に警告を発する技術の開発に向けたプログラムであり109、中

心的な技術は、「Vehicle-to-Vehicle （V2V）」、「Vehicle-to-Infrastructure

（V2I）」、「Vehicle-to-Devices（V2D）」である。 

 

IntelliDrive の主要技術（概要）110 

技術 概要 

V2V 車両間の情報交換を超高速で行うネットワーク環境を整備する技術 

（例）ある車両が急ブレーキをかけると、その情報が周囲の車両にも伝達され、他のド

ライバー達への早期の警告になり、接触が避けられないような状況になる前に、人

によるブレーキか自動的なブレーキ装置が作動するシステムとなっている。 

V2I 車両と交通インフラとのコミュニケーションを確立する技術 

（例）事故発生時間や事故の種類、程度等の情報が道路脇のインフラ装置からオペレー

ターに伝えられ、この情報は、事故による影響が予想される地域に発信され、地域

の運転者にスピードを落とすよう警告が発せられる。また、事故の情報は、救急車

等にも伝えられ、迅速な事故処理が促進される。 

V2D 安全とモビリティのアプリケーションを提供するハンドヘルドデバイス対応への技術 

（例）自動車が右折する際、周辺を走る自転車の携帯電話などのデバイスにアラートを

発信し、注意を促すことで事故を回避する。 

                                            
107

 http://www.itsoverview.its.dot.gov/ 
108

 http://www.intellidriveusa.org/whoweare/program.php 
109

 なお、ここで開発された技術群の総称も IntelliDriveと呼ばれている。 
110

 http://www.itsa.org/itsa/files/pdf/Clean,Green,SmartBestPractices.pdf 

IntelliDriveのウェブサイトによると、V2Vは既に開発済み、V2Iは現在開発中の技術とのことである 

http://www.intellidriveusa.org/research/v2v-safety-roadmap.php 

http://www.itsoverview.its.dot.gov/
http://www.intellidriveusa.org/whoweare/program.php
http://www.itsa.org/itsa/files/pdf/Clean,Green,SmartBestPractices.pdf
http://www.intellidriveusa.org/research/v2v-safety-roadmap.php
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また、RITA は 2009 年 12 月に、2010～2014 年の ITS 戦略を発表しており、こ

の中では、Vehicle-to-Vehicle （V2V）、Vehicle-to-Infrastructure（V2I）に加え、

リアルタイムでの交通情報収集と管理・分析などにかかる研究に力を入れていく

としており、研究費としては年間 1 億ドルが提供される予定としている111。 

 
 

（参考）テレワーク、テレコンファレンスの位置づけ 

＜テレワークの位置づけ＞ 

 本稿 6 頁の C．に相当するテレワーク、あるいは、テレコンファレンスは、IT

の利用による省エネという意味では非常に大きな分野であり、ライフスタイルの

変更という形で、IT による抜本的な省エネルギーとなる可能性がある分野である。 

実際に、テレワークのメリットは、柔軟な勤務形態の実現やオフィススペース

の節約、緊急対策など様々であるが、テレワークを通じて渋滞緩和が温室効果ガ

ス削減に繋がるとの各種の指摘もある112。例えば Consumer Electronics 

Association（CEA：全米家電協会）が、2007 年 7 月に発表した報告書｢The 

Energy and Greenhouse Gas Emissions Impact of Telecommuting and e-

                                            
111

 http://www.its.dot.gov/strat_plan/2010_factsheet.htm 
112
例えば、以下の通り。 

・Telework Exchangeの試算では、通勤時の渋滞で無駄になる時間は、全米で 1年間に 9,200万週、延

べ 37億時間であり、それに伴う燃料や時間のロスをコストに換算すると、631億ドルに上るとしている。 

http://www.teleworkexchange.com/ http://www.homelanddefensejournal.com 

・ITサービス・ソリューション企業である FICO社は、同社のテレワーク推進策を通じ、中型車 1万 3千台

分の温室効果ガスが削減されたと報告している。 

http://www.fico.com/landing/google_adwords/green-
it.html?cm_mmc=AdWords_Demand_Generation-_-S-Green_IT-_-S-Green_IT-_-green%20it+-
+Exact+match+search+%7Bcreative%7C-%7C100000000000000009401&cm_guid=1-_-
100000000000000009401-_-4818493773 

・国際 NGOである The Climate Groupが発行した『SMART 2020』によると、米国の労働者 3,000万人

が自宅勤務を行った場合、2030年までに合計 75～100 MtCO2eの排出量を削減できるとし、その省エネ

効果は燃料効率の良い自動車を利用した場合と比肩するとしている。 

http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf 

・Ciscoの場合は、同社において、2008年 6月までに 12万件の会議を遠隔会議として行ったことにより、

4万 8,000 メートルトンの二酸化炭素削減につながったと推定している。 

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/highlights/080620081.html 

ただし、その一方で、オフィスビルでは複数人に対し空調を効率良く整えるのに対し、在宅でのテレワーク

では、1人に対して家 1軒分の冷暖房を効かせる割合が増大するため、エネルギーの無駄や温室効果ガ

ス排出量をマクロ的に見て、どちらが削減につながるのか、という議論も見られている。 

また、ITセキュリティ面での懸念や IT資金の不足などを挙げており、技術的にも、これから改善していく余

地のあるともされる。 

http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf 

http://www.its.dot.gov/strat_plan/2010_factsheet.htm
http://www.teleworkexchange.com/
http://www.homelanddefensejournal.com/
http://www.fico.com/landing/google_adwords/green-it.html?cm_mmc=AdWords_Demand_Generation-_-S-Green_IT-_-S-Green_IT-_-green%20it+-+Exact+match+search+%7Bcreative%7C-%7C100000000000000009401&cm_guid=1-_-100000000000000009401-_-4818493773
http://www.fico.com/landing/google_adwords/green-it.html?cm_mmc=AdWords_Demand_Generation-_-S-Green_IT-_-S-Green_IT-_-green%20it+-+Exact+match+search+%7Bcreative%7C-%7C100000000000000009401&cm_guid=1-_-100000000000000009401-_-4818493773
http://www.fico.com/landing/google_adwords/green-it.html?cm_mmc=AdWords_Demand_Generation-_-S-Green_IT-_-S-Green_IT-_-green%20it+-+Exact+match+search+%7Bcreative%7C-%7C100000000000000009401&cm_guid=1-_-100000000000000009401-_-4818493773
http://www.fico.com/landing/google_adwords/green-it.html?cm_mmc=AdWords_Demand_Generation-_-S-Green_IT-_-S-Green_IT-_-green%20it+-+Exact+match+search+%7Bcreative%7C-%7C100000000000000009401&cm_guid=1-_-100000000000000009401-_-4818493773
http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf
http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/highlights/080620081.html
http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf
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Commerce｣113によると、2006 年には、米国で 390 万人（推定）がテレワーク

（週一回以上）114を導入したことで、米国のガソリン消費量の約 0.8%（8 億

4,000 万ガロン）の削減に繋がったとしている115。 

 

＜米国におけるテレワークの状況＞ 

このような中、米国においては、これまで、自動車による大気汚染対策の観点

等から、テレワークの促進がなされてきている116。 

このような取り組みも一因となって、米国においては、比較的多くの労働者が

テレワークを行っている。実際に、人材関連の産業団体である WorldatWork が

2009 年 2 月に発表した報告書117によると、米国でテレワーク（月に 1 度以上）を

行う労働者の総数は、2006 年の 2870 万人から 2008 年の 3370 万人と、17％増加

                                            
113

 http://www.ce.org/Energy_and_Greenhouse_Gas_Emissions_Impact_CEA_July_2007.pdf 
114
同報告書内ではテレコミューティングと記載。同報告書では、テレワークを「労働者が週に 1日家庭から

仕事をすること」と規定してエネルギー消費量を算出している。ただし、削減量の半分以上は、週 5回以上

のテレワークがもたらしたもので、テレワークの頻度が週 1～4回の場合は、ガソリン削減量はさほど多く

ないと見られる。 
115

 一方、eコマースに関しては、従来の買いものの方法で排出される二酸化炭素排出量に、差異は殆ど

見られなかったとのことしている。なお、紙などの情報メディアを電子化するという E-materializationに関し

ては、Eメールやウェブサイトで情報を入手する方法と、実際に USP宅配などを利用してハードコピーを受

け取る方法でのエネルギー消費量が比較され、その結果、Eメール一通の利用により、第 1種郵便一通を

配達する場合と比較して約 0.9 メガジュールのエネルギー節約に繋がることしている。ただ、現在のところ、

Eメールの普及にも拘わらず一般の郵便配達の数は減尐してはおらず、Eメールの普及がエネルギー節

約に直結しているというわけではない。 

また、ビデオ・DVDレンタルとビデオオンデマンド利用時のガソリン消費量を比較した場合、全米で年間

借りられている 250億本の DVDと VHSテープのうち 50%がビデオオンデマンドの形で視聴された場合、

住宅 20万件分の年間電力使用量に相当するエネルギーが削減できるとされている。 
116

 例えば 

・1999年の「National Telecommuting and Air Quality Act of 1999」においては、大気汚染対策の観点

から、テレワークの促進に向けたパイロットプログラムを実行する非営利団体に対して奨励金を与えること

とした。 

・1990年大気浄化法（Clean Air Act）やその改正法に基づき、連邦交通省道路交通局（Federal Highway 

Administration）では、交通渋滞及び大気汚染緩和策のための補助金プログラム（Congestion Mitigation 

and Air Quality Improvement Program：CMAQ）を設けており、州・地方政府機関に対し、空気汚染地域

内の交通関係排気ガス削減につながる対策を奨励しており、この中で、職員のテレワーク推進は交通需要

マネジメント（Travel Demand Management）の一例として位置づけられている。（他には交通フロー改善

対策、一般車両のクリーン燃料への移行なども助成金対象事業など） 
http://www.fhwa.dot.gov/environment/cmaqpgs/telework/index.htm 
http://www.fhwa.dot.gov/environment/cmaqpgs/telework/telework.pdf 
117

http://www.workingfromanywhere.org/news/Trendlines_2009.pdf 

同報告書によると、テレワークを導入する主な要因としては、①ワイヤレス・インターネット・アクセスとハイ

スピード・インターネットが普及したこと、②ガソリン価格の高騰により交通費が値上がりしたこと、③雇用主

がワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推奨してきたこと、などを挙げている。 

http://www.ce.org/Energy_and_Greenhouse_Gas_Emissions_Impact_CEA_July_2007.pdf
http://www.fhwa.dot.gov/environment/cmaqpgs/telework/index.htm
http://www.fhwa.dot.gov/environment/cmaqpgs/telework/telework.pdf
http://www.workingfromanywhere.org/news/Trendlines_2009.pdf
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しており（各年の雇用者数と比較するとそれぞれ 19.9％、23.2％118）、今後も増

えていく見込みとしている。 

また、連邦政府内でもテレワークを促進しており119、実際に、人事局（Office 

of Personnel Management）が 2009 年 8 月に議会に提出した報告書120によると、

連邦政府 78 機関の職員のうち、テレワークを行う資格がある職員 119 万人中、

8.7%に相当する 10.3 万人がテレワークを行っており（前年の 7.6%から増加）、

また、このうち 64%（6.5 万人強）が、週 2 日或いは、3 日以上テレワークに従事

しているとしている121。なお、全体の約 3 分の 1 の機関（27 機関）が、テレワー

クによりコスト削減が達成され、職員の充足度や生産性が向上したとしている122。 

 

＜テレプレゼンス（テレカンファレンス）市場を巡る動向＞ 

このような中、テレワーク需要だけでなく、出張代替需要も含めて、テレプレ

ゼンス市場は急速に拡大しつつある123。ABI リサーチ（2009 年初頭）124によると、

テレプレゼンス市場は、1.26 億ドル（2007 年）から、25 億ドル規模（2013 年）

に急成長すると予測している。また、Frost & Sullivan（2009 年 8 月）125によると、

2014 年までに 47 億ドル市場に達すると見通している。 

 

テレプレゼンスに関する IT 技術・システムの中で代表的なものとしては、

Cisco による遠隔会議用の WebEx テレコンフェレンスシステム（SaaS ベース）

                                            
118

 雇用者数は、以下より計算：http://www.bls.gov/cps/cpsaat11.pdf（2008年） 

http://www.bls.gov/cps/cpsa2006.pdf（2006年） 
119

 例えば、以下の通り。 

・連邦政府の求人サイトには、テレワーク専門の検索ページが設立。http://www.usajobs.gov/ 

・各連邦機関にはテレワーク・コーディネーターが据え、その連絡先は一般調達局のウェブサイト上で公開。
http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/contentView.do?contentId=8707&contentType=GSA_BASIC 

・なお、2009年 3月末には、連邦政府職員に対し 2週間の勤務時間のうち 20％をテレワーク対応可能に

すると共に、連邦政府における一元的なテレワーク政策の策定を求める法案（Telework Improvements 

Act of 2009：H.R. 1722）も下院に提出された。ただし、同法案については、その後進捗は見られていない。 

http://www.federaldaily.com/federaldaily/archive/2009/03/FD032709.htm 
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-1722 
120

 http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf 

同報告書では、テレワークは緊急時対策となるだけでなく、家庭と仕事のバランスを保つ効果や、通勤に

伴う温室効果ガス削減など、個人だけでなく、コミュニティにとっても利益があるものであるとしている。 
121

 http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf  
www.telework.gov 
122

 http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf 
123

 同市場は、以前から存在していたものの当時はまだ市場がないに等しく、2007年に Ciscoと HPがソ

リューションを発表してから市場が急速に拡大してきたとされる。 

http://svconline.com/corporateav/features/telepresence_market_pt1_129/ 
124

 http://www.itbusinessedge.com/cm/community/features/interviews/blog/telepresence-market-set-
for-growth/?cs=23219 
125

 http://www.fiercevoip.com/story/frost-sullivan-telepresence-4-7b-market-2014/2009-08-06 

http://www.bls.gov/cps/cpsaat11.pdf
http://www.bls.gov/cps/cpsa2006.pdf
http://www.usajobs.gov/
http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/contentView.do?contentId=8707&contentType=GSA_BASIC
http://www.federaldaily.com/federaldaily/archive/2009/03/FD032709.htm
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-1722
http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf
http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf
http://www.telework.gov/
http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf
http://svconline.com/corporateav/features/telepresence_market_pt1_129/
http://www.itbusinessedge.com/cm/community/features/interviews/blog/telepresence-market-set-for-growth/?cs=23219
http://www.itbusinessedge.com/cm/community/features/interviews/blog/telepresence-market-set-for-growth/?cs=23219
http://www.fiercevoip.com/story/frost-sullivan-telepresence-4-7b-market-2014/2009-08-06
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が挙げられる126。また、Cisco は、非 SaaS 型のソリューションとして、 Cisco の

Telepresence Syetem127も提供しており、同 System は、最近では、コペンハーゲ

ンで先日開かれた国連気候変動枠組み条約第 15 回締約国会議（COP15）でも活

用され、メディアにも取り上げられた128。 

また、Cisco 以外では、HP が、比較的小・中規模の会議を対象としたテレ・ビ

デオカンファレンスサービスである Halo129を提供しており、また、通信事業者も

遠隔会議サービスを提供している130。 

また、以前から広く使われている会議用オーディオ電話システムを基とする

Polycom も、ウェブ経由で音声とビデオ画像をリアルタイムで会議参加者に提供

する遠隔会議（Telepresence）サービスを展開しており、政府や企業間で広く使

われている131ほか、近年においては、ウェビナーと呼ばれる、インターネット上

でのセミナーの開催が注目を集めている132。 

                                            
126

 http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps7072/services_overview0900aecd80550b7d.pdf 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9573/index.html   
http://www.cisco.com/web/strategy/government/national-solution-telework.html 
127

 http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps7072/services_overview0900aecd80550b7d.pdf 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9573/index.html 
http://www.climatebiz.com/news/2009/11/02/cisco-put-telepresence-work-reducing-copenhagens-
emissions 

中小企業における導入から、最大 18 人規模の会議まで対応。最近の例では、コペンハーゲンで開

催の気候変動会議で利用。 

http://en.cop15.dk/about+cop15/going+to+cop15/virtual+conferencing+at+cop15 
http://www.climatebiz.com/news/2009/11/02/cisco-put-telepresence-work-reducing-copenhagens-
emissions 
128

http://www.climatebiz.xom/print/28418 
http://en.cop15.dk/about+cop15/going+to+cop15/virtual+conferencing+at+cop15 

Ciscoは、会議主催国であるデンマークの政府と提携して、遠隔会議用の仮想会議室である Global 

Climate Change Meeting Platform （GCCMP)を世界の 100ヶ所に設置し、何千人もの参加者が、長距

離の移動をすることなく会議に参加できるためのインフラを整備（なお、Ciscoの他に、Deloitteや

Tanbergといった企業も同様のプラットフォームを提供）。なお Ciscoは、COP15で提供したテレカンファ

レンス・ソリューションを通じて、計 18万トンの温室効果ガス排出が削減されたとしている。 

http://www.climatebiz.com/print/28418 
129

 http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/halo/telepresence-service.html  
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/halo/index.html?jumpid=reg_R1002_USEN  
130

 例えば、AT&Tの Audio TeleConference Service、Verizonのサービス 

http://www.serviceguide.att.com/ABS/ext/OfferDetails.cfm?OID=682 
https://e-meetings.verizonbusiness.com/global/en/products/index.php 
131

 http://www.polycom.com/solutions/industry_solutions/government/regional_local/telework.html  
132

 2009年 9月にアメリカン・エクスプレスの HP上に掲載された記事によると、ウェビナーの人気が上昇

した理由として、ウェビナー開催費用が安価になり、中小企業などでも専門的なウェビナーを気軽に開催す

ることができるようになった事が挙げられている。また、同記事によると、現在提供されている中でも安価な

ウェビナーサービスは、BrightTalk、ReadyTalk、Webex、Zoho Meeting、Go to Webinar、Adobe 

Acrobat Connect Proなど。 

http://www.openforum.com/idea-hub/topics/innovation/article/how-to-jump-on-the-webinar-trend-
anita-campbell 

http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps7072/services_overview0900aecd80550b7d.pdf
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9573/index.html
http://www.cisco.com/web/strategy/government/national-solution-telework.html
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps7072/services_overview0900aecd80550b7d.pdf
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9573/index.html
http://www.climatebiz.com/news/2009/11/02/cisco-put-telepresence-work-reducing-copenhagens-emissions
http://www.climatebiz.com/news/2009/11/02/cisco-put-telepresence-work-reducing-copenhagens-emissions
http://en.cop15.dk/about+cop15/going+to+cop15/virtual+conferencing+at+cop15
http://www.climatebiz.com/news/2009/11/02/cisco-put-telepresence-work-reducing-copenhagens-emissions
http://www.climatebiz.com/news/2009/11/02/cisco-put-telepresence-work-reducing-copenhagens-emissions
http://www.climatebiz.xom/print/28418
http://en.cop15.dk/about+cop15/going+to+cop15/virtual+conferencing+at+cop15
http://www.climatebiz.com/print/28418
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/halo/telepresence-service.html
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/halo/index.html?jumpid=reg_R1002_USEN
http://www.serviceguide.att.com/ABS/ext/OfferDetails.cfm?OID=682
https://e-meetings.verizonbusiness.com/global/en/products/index.php
http://www.polycom.com/solutions/industry_solutions/government/regional_local/telework.html
http://www.openforum.com/idea-hub/topics/innovation/article/how-to-jump-on-the-webinar-trend-anita-campbell
http://www.openforum.com/idea-hub/topics/innovation/article/how-to-jump-on-the-webinar-trend-anita-campbell


ニューヨークだより(IPA)2010 年 1 月.doc 

 

 - 31 - 

 
 
 

 

 

 なお、本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、
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りません。また、本レポートの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害
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