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結論  

1.自律・分散・協調  
     == 自立・オープン・透明 

2.選択肢許容 
     == エネルギーのデジタル化 

3.インセンティブs の エコシステム 
 

【大前提】 
成長 と 省エネ  

の共存 



【大前提】 

グローバル 

インターネット 
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【戦略】  1. 発明は必要の母 
               2. One for all, all for one 
               3. 選択肢 

【戦術】  1. 透明に 
               2. 緩く 
               3. 公正に 

【武器】  1. 抽象化  
               2. オープン化 
               3. 相互接続性 
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 スマート(smart) な都市設計へ 

ヒト 都市 
脳＋頭骸骨 サーバ＋データセンタ 

頭骸骨、血管 データセンタ 
神経 サーバ、(クラウド) 

神経 インターネット 

各器官 センサー・アクチュエータ 

骨等 構造体  
センシング器官 センサー 
筋肉 アクチュエータ 



Usain Bolt, Jamaica 
  年齢 = 25歳  
  身長 = 196cm  
  体重 =  95kg 
  タイム= 9.58 秒  

Hiroshi Esaki, Japan 
  年齢 = 47歳  
  身長 = 168cm  
  体重 = 105kg 
  タイム = なし (50 sec?)  

△ 14.3% 
＋ 10% 

△ ∞ (500%?) 

“100 Meter Sprint” 

体格・構成要素の違い
は、小さいのに、、、、 
効率の違いは、絶大 !!! 



よく、考えてみましょう。。。。。。 

1. 先入観 で判断して、思考停止になってい
ませんか?  

2. もし、江崎の 足が ロボット化されたら ?  
 革新的な、技術・アイデア  
 ルールを変えられるか ?  

3. 技術とルールが変わると。。。。 
 Usain Bolt が、“ガラパゴス”になるかも。。。。。 

Essence of Internet Framework 



“エネルギー” の “デジタル化” 

• “デジタル化” =  “Media-Free”  = “Internet”  
–メディアからの解放  
–バッファの重要性    “同期”からの解放 

• “エネルギー” に対する Media-Free化  
– Alternative Energy Source  
– Lack of Buffer (=Storage)   

• 同期制御システム  非同期システム  
• E.g., Think about EV(電気自動車)  

Native design  



Thomas Edison  
Strikes Back  

Thomas Edison 



VS 

VS 
第2電々の時の構造を持
ち込むことの可能性? 

↓  
【自立・自律可能な領域】 



エネルギー源と供給方法  
1. 直流化 ＝ エジソンの逆襲  
2. 自力発電 ＝ 親(電力会社)離れ  
3. ガスの利用 ＝ シェールガスの利用？  
4. データセンターの戦略的利用 

            ＝ 発電所 兼 情報流通拠点  
5. コンテナ化 ＝ 移動性(含 災害対応)  

コスト(CapEx & OpEx)  &  BCP  
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『エコな未来』 は どうあるべき ?  
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『エコ』 良くある 勘違い  

1. 節電・省エネ  

2. 質素倹約 

3. 柔和温順(大人しい) 

“Eco-System”  
1. 弱肉強食   
2. 栄枯衰退  
3. 独立自尊 ・切磋琢磨  

・我慢 
・忍耐 
・縮小 

・智恵 
・創造 
・成長 

・節電 

・監視カメラ 

・ 自給自足 

・ 効率化 

・ 防犯カメラ 

・ LCP  



1. 2008年頃 
i. データセンターは、『悪者の見本!!』      
       多量で増加傾向(急増)にある電力消費量 

2. 2010年  
i. データセンターは、実は、『良い奴』  

  実は、総電力消費量を減少してくれる。  
ii. 企業のクラウド化は、税収増加につながるかも 

3. 現在(2012年)  
i. 東京都 地球温暖化ガス排出規制に関する環境条

例で、データセンターに例外規定を適用可能に  
ii. データセンターの利用を推奨  
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具体例    データセンターに関する 
東京都 環境局 との関係。。。。  



節電・
省エネ 

新機能 
e.g., LED, EV 

BCP 衆知 
効率化 

ICT 
(Internet) 

“Green” 
Eco System 

(注) 『衆知 経営』 
        (by 松下幸之助) 

【大前提】 
成長 と 省エネ  

の共存 



 



1. 社会産業活動の 質と量の維持(さらに 向上) 
– エネルギーの不足・停止に対する 危機管理 “Risk 

Management” 
2. 経済性 (Economy) 

– 44% (ピーク電力), and 31% (総量) (at 東京大 工学部2号館)  
– RoI ＝ 2 年(at 東京大 工学部2号館) ;  
– RoI = 半年 (計算機の仮想化 at 電気系学科、江崎研究室) 

3. 持続性・継続性(sustainability)    
– オープンなシステム構造  
– マルチ ベンダー環境での運用  

– 経済成長の持続性(エネルギー供給量の制約からの解放)  
4. 新ビジネスの創成・創造 

– 節電以外への利用  

2011年夏 の 成果  



  戦略＝ゴール    「何をするか」 

  戦術＝道筋    「どうやって達成するか」 

  武器＝ツール    「何を使うか」 

1. 効率化・快適性・経済性追求の結果としての節電  
『経済と道徳の両立』  

2. 新機能・新ビジネスの持続的創造 
3. ユーザ主導 ( ベンダー主導)  

1. 自律分散型のシステム構築・運用 
2.  オープンシステムアーキテクチャ 
3. 先端的テストベッド  

1. マルチステークホルダ産学連携コンソーシアム(No 官)  
2. インターネット フレームワーク  
3. RoI (Return of Investment) の提示 



最近のトピック 
1. 東京電力の スマートメータ 調達・導入 計画 
 原子力損賠賠償機構・東京電力への 提言   

2. 東京都 環境条例 への 対応 
 データセンターへの例外適用 
 クラウド・データセンター利用の推奨 

3. グリーンデータセンターの評価指標・方法  
 ISO/IEC JTC1 SG39 への DPPEの提案  

4. スマートビル・キャンパスの実現  
 IEEE, NIST-SGIP, ISO/IEC での標準化 

5. 海外・グローバル連携   
 欧州(UMPC/LIP6), 北米(UCB/Intel) 
 アジア(Chularonkorn/iDA/NTU/清華大/中国科学院) 
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