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2020年 .よ り魅力的な社会ヘ

〜 loTの 活用で進化する竹中工務店 の街づくり

東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 たEl町 ,告 氏
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Specialinterview

lTの 戦略的活用 による業務 改革が
イノベーション創出の原動力 になる
株式会社リコー 代表取締役社長執行役員 二 浦 著 司 氏
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運ぶ"か ら 広げる"ビ ジネスヘ

新たな挑戦で社会イノベーションに貢献
日本通運株式会社
常務執行役員 営業企画部、お客様相談センター、グローバル回ジステイクスソリューション部 担当
安藤 伸 樹 氏
日本マイクロツフト株式会社
執行役 専務 エンタープライズビジネス担当
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Hot Topics

「今ある資産を活かす loT」 を武器に
新しいビジネスの創出を
バイスプレジデント沼ガ民協
ンコーポレート
建
マイクロソフトコーポレーショ

※本冊子のコンテンツの多くは、日本経済新聞 電子版広告特集「Topline
URL:http://ps nikkeLco ip/mStOp‖ ne3/

vo1 3」

(2015年 3月 27日 から掲載)か ら抜枠して掲載しています。
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もてなし"の 精神があ って都市 とし
ての効率が高 い」 とい うこと。省 エ

に学習 させれば、事故が起 こ らない
ように安全性 を高めた り、人が帰 っ

ネ・環境対策 で 日本 は世界 をリー ド

て くる少 し前 に部屋やお風 呂を温め

一‑2020年 に向け、国内の機運も高
まりを見せつつあります。今後、日本

す る立場 にあ り、少子高齢化対策で

た りといったことも可能になるか も

も先 を進んでい ます。多 くの 国 々が

しれ ませ ん。 マ イ ク ロ ソフ トで は

の社会や企業 にはどのよ うな可能性

避けて通れない課題 にい ち早 く直面
し、解決 の糸 口をつ かみ つつ ある。

2020年 、さらにその先に続 く社会 の

2020年 は東京 とい う都市 の先進性 を

予定 です。

口にす るのが「衛が きれいで、社会

世界 に示す千載一遇の機会 となる。

「 お
イ ンフ ラがす ご く整 っている」

そのモデルは将来同様 の課題 を抱 え

一― とはいえ、現在の我々の住環境
やオフィス環境 を見渡すと省 エネ性、

る国 々へ と波及 し、大 きな ビジネス

コス ト、快適性などの面で、描 く未来

につ ながる可能性 を秘めてい ます。

像 とは相 当なギャップがあるようで

街 づ くりとい う観フ
点では都市
の ラ ン ドマー ク、環境性能や効率 を

す。特に我々のいる環境をめぐつては

高めた街区の整備、道路や鉄道 の交
通 イ ンフラなど大型 プ ロジェク トが

寵墨

国 内外 で 数 多 く始 まって い ます。

御するシステムの問題 です。建設時

2020年 には世界 の注 目が東京に注が

には最新のシステム を作 り込んでい

が広がつているのでしょうか。
醒鞭

海外 の人が東京 に来て最初 に

寵醒

大 きく2つ の課題があると感
じてい ます。 1つ はビル・建物 を制

ますが、建物 はその後何十年 も使 っ

貢献す るか。竹中工務店 も総合建設
会社 として次世代 につ ながる社会基

てい く。時代 の変化 に合せて機能を
強化 してい けるシステムが組み込 ま

盤づ くりに取 り組んでい ます。

れてい ないのです。

社会基盤 の効率的な制御 ・

管理 を行 う上で、ITの 果 たす役割 も

熙ン ン氏

どのような課題があるのでしょうか。

れます。魅力あ る街 づ くりにいかに

畿寵寵

東京大学 大学院
情報理 工学系研 究科 教授

発展 をITの 面か らサポー トしてい く

もう 1つ はデ ー タの 問題 です。現
状 の制御 システムは建物か らデ ー タ

非常 に大 きくなるはずです。 モノの
イ ン タ ー ネ ッ トとい わ れ る「IOT

を吸 い上 げるだけの一方通行。建物

(Internet Of Things)」

時代が本格
々
化す ると、様 な電子機器、クルマ

供 で きる双方 向 の仕組 みが で きれ

や家電など様 々なモノ同士が「会話」

で しょう。

す るようにな ります。そ こか ら得た
デ ー タを分析 した り、 コンピュー タ

選罐

を使 っている人たちに付加価値 を提
ば、快適性や本U便 性 はさらに高 まる
今 の建物 の多 くは竣工 時が完
成形で、イ ンフラの価値が固定的で

す。そのため竣工から時間の経 った
建物 の中で働 く人は、様 々な不便 を
強い られてい ます。空調の温度 1つ
をとってみても、全体 をうまくコン

総電力量 で も31%削 減 に成功 しまし
た。や り方次第 では、時代 の変化 に

トロールで きないか ら効率が悪 く、
夏 は暑 くて冬 は寒いこともざらにあ

るのです。

る。管理する側 も大変です。時間の
経過 とともに修理や修繕の必要が出
てきて、その対応や費用に悩まされ
ています。
響畿嬰蓼特
●ンン鶴赫畿寵ゴ響ゴ監
纏籟 鹸胃鞭く饉ン轟義

応 じて継続的に高機能化 し、イ ンフ
ラの価値 を高めてい くことさえで き
震災後 の夏 は電力不足 で 我
慢 の節電 'を 強 い られ ました。 しか
寵墨

し、それでは生 産性が落ちて仕事 に
ならない。様 々な試行錯誤 をした結
果、全体 を集中管 理する ことで、省
エ ネと同時に快適な環境 もシェアで
きる ことがわかって きました。それ
を形 にしたのが先頃発表 した「次世

一一 こうした課題を解決するために
どのような取 り組みが必要でしよう

代型建物管理システム」です。
一一 次世代型建物管理システムとは、

か。

どうい うものでしょうか。

轟賤 ITを 駆使 し様 々なデータを活
用す ることで、 これまでできなかっ
たことが可能になると思い ます。私

寵轟

の研究室では「東大 グリーンICTプ
ロジェクト」の一環 として、2005年
10月 に竣工 した本郷キャンパスエ学
部 2号 館において、快適で効率的な
省 エ ネの可能性 を追求 してい ます。
東 日本大震災のあった 11年 夏には前
年比 44%の ピー ク電力削減 を実現。

建物 などで使用 される様 々な
設備 や環境 セ ンサ ー を相 互 に接 続
し、統合的にモ ニ タリングと分析 を
行 い、設備管理者 の知識 とノウハ ウ
を学習す ることで、建物の管理負荷
軽減 と利用者 の快適性 、生産性 の向
上、エ ネルギー効率、運用管理 コス
トの最適化 を実現 します。時代 の変
化 とともに人の働 き方 も変 わる し、
設備 に求 め るもの も変 わって い く。
しか し、イ ンフラが硬直 したままで

組みを実現す るのです。
機械学習 とはデー タの関連や規則
性か ら処理の方法 などを自動的に学
習 して判断する技術。デー タや知見
を蓄積 してい くことで、分析 モ デ ル
の精度 はどんどん高まります。IoTの
普及 でより多 くのデー タが集まり、運

せん。最新 のITを 駆使 し建物 の提供
機能 を進化 させ る必要があ ります。
当社 は建設 のプロであっても、ITの

ネルギー効率 も向上 してい きます。
題ン このシステムのユニー クな点

プ ロではない。そ こでマ イクロソフ
トとパー トナー を組んで実証実験 を

は、人 と建物が 対話"で きることだ

重ねて きました。近 く実用化 し、 ビ
ルオーナー向け に提供 を開始する予
定 です。

と思 い ます。 これ までは、対話 はな
く、建物か ら人へ の一方向の制御 だ
った と言えるで しょう。 多様 なデー
タを機械学習 に組 み入れ ることで、
よ り最適 な手法 を建物 自身が人 と対

次世代型建物管理 システム
にはIoTと 、 マ イクロ ソフ トのクラ

話 しなが ら学 びなが ら、進化 してい

ウ ドサービス「Microsott Azure(マ

くわけです。

イクロ ソフ ト アジユール)」 の技術
が生か されてい ます。設備や セ ンサ

畿寵寵 饉饉 量轟鶴襲畿饉轟鹸 鹸

寵寵畿

ー など多様 なモノをネットワー クに
つ なぎ、そ こか ら上がって くるデ ー

ンヽ 熙ン氏

ンンン 籠寒

用実績 を積み重ねてい くことで よ り
快適な環境 の提供 が可能にな り、エ

は こうした時代 の要請 に対応で きま

株式会社 竹 中工務店
執行役員 スマートコミュニティ推進室長

日本 マイクロソフト株式会社
業務執行役員 CTO(最 高技術責任者 )

議漁畿 蒻ジ轟畠鶴ンヰ轟闘畿寵

タをクラウ ドに蓄積 します。それを

一一 次世代型建物管理システムによ
って、どのようなメリットが期待 でき

Azureの 「機械学習」機能で分析す

るでしょうか。

ることで、人の知見 を分析 モ デル化

縄墨

し、効果的で効率的 な管理運営 の仕

か じめ設定 された温度に合 わせ るよ

これまで室内の温度は、あ ら

うに制御 され、気象条件や使 われ方
の変化などに対 しては、その都度人
が行ってい ました。 これに対 して次
世代型建物管理 システムはその調整
を自動化 しようとするものです。快
適性を高めつつ、電力のムグを省け
るわけです。
今後電力 の 自由化が進めば、多様
な料金体系 が提供 されるで しょう
が、どのメニューや使 い方を選べ ば
最 もコス ト効率が良いか。システム
がそ うい う提案 もできるようにな り
ます。また、IoTの デー タを活用すれ

る。そ うす れば入居 コス トが下がる

り、 セ キ ュ リテイー に関 しては万全

ば設備が壊 れる前 にその予兆を捉え
ることが可能です。 トラブルを未然

し、引っ越 しもしやす い。原状復帰
コス トも安 く済みます。

の態勢 を整えてい ます。

に防ぎ、設備 の保全 も効率化できる
上、建物全体 の安全性 も向上するで

畿寵畿

しよう。

数 のビルの デー タが集積 してい けば

選罐 ほかにも様 々な取 り組みが可

機械学習 の精度が高 まるし、効果の
高い分析 モデル をほかの ビル に横展

能ですね。例えば、各所に設置 した
センサーを活用すれば人の流れを把

デー タをクラウ ドに集約す

ることで広が りも期待 で きます。複

轡ぺ 誓ンÅ韻畿寵畿輩鶏 簸畠饉c
鶴群饉綾鬱響 類が畿畿畿畿蒐腎静く
一一 最後に、2020年 に向けた期待 と
展望をお聞かせ ください。
轟鞭

次世代型建物管理 システムは

日本 の 匠の技 "や 、お もてなしの心"

開してい くことも可能ですね。
鍵墨 時代 のエーズ に合 った最適な

をITで 再現 しようとする試み、 とい

サ ービス を提供するには、最新 の技

って もいい。 エ キスパー トのノウハ

の成果などのデー タと組み合 わせれ
ゴ「どの部署が効率 よく働 いている
ヤ

術が不可欠 です。次世代型建物管理
シス テ ム は既存 の 資産 を生 か しつ

ウが ITに よって引 き継がれるか ら、

か」
、あるいは「誰が働 き過 ぎか」な

つ、最新 の技術 を柔軟 に取 り入れて、
新 しい価値 を生み出す ことがで きま

握 で きます。屋内のレイアウ ト最適
化 に役立つほか、電力消費量や仕事

ども把握 できるようになるかもしれ
ません。会社全体の効率 アップに加
え、社員の健康管理にも役立ちます。
一‑lTの 力でビルや建物が進化して
いくわけですね。
寵墨 その通 りです。商業 ビルでは、
売 り上 げ と運動 した賃料設定、いわ
ゆる売 り上げ歩合が採用 されていま
す。先 ほど述べ ましたが、双方向の
情報の流れをつ くることで、来街者
の流れをうまく作 り出した りできれ
ば、最適なテナ ン トの配置を考えた

す。人 と環境 の共生 による持 続的な

少子高齢化 を見据 えた社会イ ンフラ
の最適化 とい う意味 で も大 きな意義
があ ります。 これは 日本の大 きな財
産にな ります。

発展 を目指す「サステイナブルスマ
ー トコミュニティ」
。これこそが21世

都市基盤 としての整備が進めば ビジ

紀 の都市に求 められる あるべ き姿
だと考 えてい ます。

ネスの裾野 も広が ってい きます。竹
中工 務店 とマ イクロソフ トの取 り組

"

建物単体 の効率化 に とどまらず、

一… …方で、情報が集約されるよう
になればセキュリティーの問題が懸

畿寵寵

念されますね。

であるITの 分野か ら、建物 の価値向

簿欝議寵 マ イクロソフ トのクラウ ド
サ ービスは複数 のデ ー タセ ンター に

上 を支援 して い きます。 さらにIoT

デー タを複製 し、分 散保管 してい ま

り、増加が期待 される訪 日外国人向
けの案内所 をどこに設置す るかなど

す。災害が発生 してもお客様 の大切
なデ ー タを守 り、サ ービス を継続的

ビルの価値を高める効果が期待 でき
るでしょう。 ビジネスモデルを大 き

に提供できます。
マ イクロソフ トは世 界 で最 もサイ

く変革することができます。

バ ー攻撃 を受けて い る企 業 の 1つ 。

醒轟 それらの実現に向けたポイ ン

多様 な脅威 に対応す ることで安全性
は相当に鍛 えられてい ます。その技

みには大 いに期待 してい ます。
日本 マ イクロソフ トは強み

を支 えるクラウ ド、機械学習の技術
に磨 きをかけ、様 々な業種 ・業界ヘ
の適用 を考えてい きます。
寵墨 魅力的で持続性のある社会 を
世界 に発信する上で、2020年 は大 き
な節 目とな ります。その取 り組みを
東京以外 の 日本全国へ 、そ して世界
へ広 げてい くのが次 のステー ジ。 日

トはやは リクラウ ドの活用にあると
思います。デー タ保管 のためのイン

術や ノウハ ウもお客 様 のデー タ保護

本企業が世界 に羽ばた く大 きなマ イ
ルス トー ンが Vヽ ま始 まろ うとしてい

フラを持つ必要がないから工事が減

のため に惜 しみ な く注 ぎ込 んでお

るのです。

「:oT活 用で竹中工務店の街づくりは新たなステージヘ」http:〃 aka.ms/iottakenakae

