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（報道発表資料） 

2011 年 2 月 8 日 

日本電信電話株式会社 

日本電気株式会社 

沖電気工業株式会社 

富士通株式会社 

三菱電機株式会社 

 

「ＩＣＴを用いた環境負荷低減」に関する実証実験の一般公開について 

－ 総務省「ネットワーク統合制御システム標準化等推進事業」 － 

 

日本電信電話株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三浦惺、以下「ＮＴＴ」）、日本電

気株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：遠藤信博、以下「ＮＥＣ」）、沖電気工業

株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎秀一、以下「ＯＫＩ」）、富士通株式会社（本社：

東京都港区、代表取締役社長：山本正已、以下「富士通」）、三菱電機株式会社（本社：東京都千代田区、

執行役社長：山西健一郎、以下「三菱電機」）は、オフィスや家庭内などにおいて、種々の家電・機器

やセンサーからの情報収集・制御を実施するためのインターフェース要件の策定やネットワーク上で

様々な機器を操作するためのプロトコルの仕様などを標準化することにより、設備の共通化・低廉化を

図り、遠隔制御や監視制御等のサービスの普及拡大を促進するとともに、環境負荷低減を実現すること

を目的とした実証実験を行ってきましたが、このたび本取り組みを広く知っていただくため、本実証実

験を一般公開いたします。（別紙１、別紙２参照） 

なお、本実証実験は、総務省の平成 21 年度第 2 次補正予算「ネットワーク統合制御システム標準化

等推進事業」の一環として、取り組んでいるものです。 

 

＜参考＞平成 21 年度第 2 次補正予算「ネットワーク統合制御システム標準化等推進事業」及び「環境

負荷軽減型地域ＩＣＴシステム基盤確立事業」に係る提案の公募 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin04_000017.html 

 

記 

 

◇日時： 2011 年 3 月 2 日（水） 10:00～17:30 

◇場所： ＮＴＴ武蔵野研究開発センタ（東京都武蔵野市緑町３丁目９番１１号） 

◇主催： ＮＴＴ、ＮＥＣ、ＯＫＩ、富士通、三菱電機 

◇実験の概要： 

・ネットワークインターフェースの標準化による環境負荷低減に関する実験 

・環境負荷低減に資するサービス普及のための中間及び管理プラットフォームインターフェースの標準

化に関する実験  (詳細は別紙３をご参照ください。）  

 

◇一般公開への参加登録について： 

(1)受付期間：  2011 年 2 月 8 日（火）～2月 28 日（月） 



2/2 

(2)登録ＵＲＬ： http://www.ntt.co.jp/islab/kankyo/mtb-2011/index.html 

※参加人数に限りがありますので、定員に達し次第締め切らせていただきます。 

 

＜一般公開全般、及び、参加申込みに関する問い合わせ先＞ 

「ＩＣＴを用いた環境負荷低減」に関する実証実験の一般公開事務局 

Tel：0422-59-8121 

 

＜ＮＴＴ報道関係 問い合わせ先＞ 

ＮＴＴ 情報流通基盤総合研究所 企画部 広報担当 

TEL：0422-59-3663 

 

＜ＮＥＣ報道関係 問い合わせ先＞ 

ＮＥＣ コーポレートコミュニケーション部 

TEL：03-3798-6511 

 

＜ＯＫＩ報道関係 問い合わせ先＞ 

ＯＫＩ 広報部 

TEL：03-5403-1247 

 

＜富士通報道関係 問い合わせ先＞ 

富士通 広報ＩＲ室 

TEL：03-6252-2174 

 

＜三菱電機報道関係 問い合わせ先＞ 

三菱電機 広報部 

TEL：03-3218-2333 

 



ネットワークインターフェースの標準化による環境負荷低減

種々の機器やセンサーのネットワーク接続のためのインターフェース要件を標準化することにより、設備の

共通化・低廉化を図り、遠隔制御や監視制御等のサービスを普及拡大し、環境負荷低減を実現

今後のCO2排出量の著しい増加が予測される

家庭部門、オフィス部門をターゲット

今後のCO2排出量の著しい増加が予測される

家庭部門、オフィス部門をターゲット
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環境負荷低減に資するサービス普及のための
中間及び管理プラットフォームインターフェースの標準化

サービスの核となる解析プラットフォームや制御プロトコル等のインターフェースを標準化し、環境負荷低減

に資するサービスの提供や施設管理の容易化、費用低減等を可能とする環境の実現
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サービス提供事業者が、住宅
等の様々な設備情報を統一的
アクセスでき、これらの機器
を制御するための通信イン
ターフェース

環境負荷低減に資するサービスなどの実施のた
め、機器に関する様々なセンサ情報の解析処理
を共通に扱うための通信インターフェース

サーバー

環境負荷低減効果
を実証

IF
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施設内の環境や人物の動線を把握し、機器を効率的に制御することにより、環境負荷を低減

別紙２



別紙３  

 
「ＩＣＴを用いた環境負荷低減」に関する実証実験の概要 

 

（１／２） 

企業名 テーマ名 概要 

HEMS*1サービス センサー、GW、管理・中間プラットフォーム、サービス提

供サーバー間の各インターフェースを通して、太陽電池、

燃料電池などの発電装置を組み込んだ家庭環境でのHEMSを

実証。発電装置と家庭内のエネルギー消費状況の見える化、

取得した情報の分析に基づく機器制御の検証を実施 

学校施設省エネ管理サービ

ス 

管理プラットフォームとサービス提供サーバー間のインタ

ーフェースを規定し、設備情報を統一的に扱えるプロトコ

ルを用いて、学校施設（照明・空調等）の監視・制御を行

う省エネ管理サービスの実証 

アンテナ設置条件による電

波干渉診断 

電波干渉の存在する環境下でのアンテナ設置条件と通信品

質との関係を明確化することにより、センサーと GW*2 間の

無線インターフェースの通信品質向上と所望の環境負荷低

減効果が得られることを実証 

ＮＴＴ 

 

PLC*3 による多地点温度セン

シング 

センサーとGW間のインターフェースとして電力線を媒体と

する PLC を用いた多地点の温度センシングを行い、効率的

な温度制御による空調設備のエネルギー消費の削減を実証 

人の動線認識による省エネ

制御システム 

解析データの交換インターフェースの規定により、カメラ

映像からの画像解析データとタグ情報解析データからの ID

情報を組み合わせることで、人物動線情報に基づいた最適

な照明・空調制御が可能なことを実証 

店舗の省エネを実現する運

用改善支援サービス 

センサー等の機器を遠隔管理するインターフェースを規定

し、同じ構成で多数の設備を管理するフランチャイズモデ

ルの代表であるコンビニ店舗で、消費電力や運用状況の可

視化サービスを実証 

ＮＥＣ 

 

PoE*4 によるオフィス機器の

電力供給制御 

機器と GW 間のインターフェースとして PoE を活用し、遠隔

からオフィスの PC の電力管理と制御を実現。オフィス内の

多様なネットワークに適応した電力制御について実証 

 

 



（２／２） 

企業名 テーマ名 概要 

省電力無線マルチホップ方

式を用いたセンサー情報の

提供 

省電力無線マルチホップ方式の採用により、建物内・構内

でのセンサー設置の自由度が向上し、きめ細やかなセンサ

ー情報の収集と効率的な電力管理を可能とすることを実証 

ＯＫＩ 

利用者の状況に応じたセン

サー情報の提供 

映像センサーが取得する利用者の挙動情報をシステムに通

知し、利用者が必要なセンサー情報を利用者の身近にある

表示機器に提示できることを実証 

住宅向け省エネサービスに

向けたプラットフォームの

実証 

家庭で利用される様々なメーカーの家電および情報機器の

差異を意識することなく、標準的な手段で機器を制御する

住宅向け省エネサービスの実証 

富士通 

小規模店舗向け省エネサー

ビスに向けたプラットフォ

ームの実証 

住宅向けに実証した標準インターフェースを用い、お客様

の利用状況に合わせた小規模店舗の業務用機器（エアコン、

照明等）を制御する省エネサービスの実証 

住宅環境可視化フィードバ

ック制御 

住宅に備えられた家電に加え、太陽電池を用いた発電シス

テムと GW 間のインターフェースを規定し、住宅を取り巻く

環境を可視化及び制御できることを実証 

屋外フィールドオンデマン

ド遠隔監視 

オンデマンド遠隔監視のインターフェース規定により、多

種のネットワークカメラ接続を可能とし、必要な時だけテ

レワーク、遠隔監視等のサービスを提供できることを実証 

三菱電機 

装置間連携による省電力制

御 

ONU*5と GW 間のインターフェース規定により、ONU の消費電

力削減機能とGWの省エネモードとの装置間連携による省電

力制御を実証 

 

*1 HEMS (Home Energy Management System) 

ICT を活用して、家庭内のエネルギー管理を行うシステム。 

*2 GW (Gateway) 

  媒体やプロトコルが異なるデータを相互に変換して通信可能とするネットワーク機器。 

*3 PLC (Power Line Communication) 

  電力線通信。電力ケーブルを通信回線として利用する技術。 

*4 PoE (Power over Ethernet) 

  イーサネットで用いるケーブルを利用して電力を供給する技術。 

*5 ONU (Optical Network Unit) 

  光回線終端装置。端末などを光通信網に接続するための装置。 


