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“ すべてのすべてのすべてのすべての人人人人、、、、企業企業企業企業、、、、組織組織組織組織、、、、都市都市都市都市、、、、国国国国、、、、自然自然自然自然ののののシステムシステムシステムシステム、、、、人人人人がががが構築構築構築構築したしたしたしたシステシステシステシステ

ムムムムはははは、、、、益益益益々、々、々、々、連携連携連携連携しししし、、、、制御制御制御制御されされされされ、、、、インテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェントになってきていますになってきていますになってきていますになってきています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、
新新新新たなたなたなたな効率化効率化効率化効率化とととと革新革新革新革新のののの可能性可能性可能性可能性をををを拓拓拓拓くものですくものですくものですくものです””””

よりよりよりより小小小小さくさくさくさく

よりよりよりよりスマートスマートスマートスマートにににに

よりよりよりよりフラットフラットフラットフラットにににに
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INSTRUMENTED
機能化機能化機能化機能化

INTERCONNECTED
相互接続相互接続相互接続相互接続

INTELLIGENT
インテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェント化化化化

Smarter Planet
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2001年年年年にはにはにはには、、、、地球上地球上地球上地球上のののの一一一一
人人人人につきにつきにつきにつき、、、、6千万個千万個千万個千万個ののののトラントラントラントラン
ジスタージスタージスタージスターがありましたがありましたがありましたがありました…

… 2010年年年年にはにはにはには、、、、これがこれがこれがこれが一一一一
人人人人につきにつきにつきにつき10億個億個億個億個になるでになるでになるでになるで
しょうしょうしょうしょう…

… それらのそれらのそれらのそれらの一一一一つつつつ一一一一つのつのつのつのココココ
ストストストストはははは1千万分千万分千万分千万分のののの１１１１セントセントセントセントにににに
満満満満たないのですたないのですたないのですたないのです

2005年年年年にはにはにはには、、、、
13億個億個億個億個ののののRF
タグタグタグタグがががが使使使使われわれわれわれ
ていましたていましたていましたていました…

… 2010年年年年にににに
はははは330億個億個億個億個にににに
なりますなりますなりますなります

世界中世界中世界中世界中のののの携帯携帯携帯携帯
電話電話電話電話のののの数数数数はははは
2007年年年年にににに33億億億億
台台台台になりましたになりましたになりましたになりました。。。。
2008年年年年のののの終終終終わわわわ
りにはりにはりにはりには40億台億台億台億台
になるとになるとになるとになると言言言言わわわわ
れていますれていますれていますれています。。。。

2011年年年年にはにはにはには、、、、20億人億人億人億人のののの
人人人人ががががWebをををを使使使使っているとっているとっているとっていると
推定推定推定推定されていますされていますされていますされています…

… そしてそしてそしてそして、、、、1兆個兆個兆個兆個ののののデバデバデバデバ
イスイスイスイス – 例例例例えばえばえばえば自動車自動車自動車自動車、、、、家家家家
電製品電製品電製品電製品、、、、カメラカメラカメラカメラ、、、、道路道路道路道路、、、、パパパパ
イプラインイプラインイプラインイプラインなどなどなどなど – ももももインインインイン
ターネットターネットターネットターネットにににに接続接続接続接続されてされてされてされて
いることでしょういることでしょういることでしょういることでしょう

社会社会社会社会ののののインフラインフラインフラインフラがががが知的知的知的知的になりになりになりになりSmarter Planet がががが可能可能可能可能になりましたになりましたになりましたになりました
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北米北米北米北米ではではではでは、、、、港湾港湾港湾港湾のののの荷物荷物荷物荷物
のののの22%はははは空空空空ののののコンテナコンテナコンテナコンテナ
であるであるであるである.

ジャージージャージージャージージャージー港港港港ではではではでは、、、、10
万個万個万個万個のののの空空空空ののののコンテナコンテナコンテナコンテナがががが
積積積積みみみみ上上上上げられているげられているげられているげられている。。。。ここここ
れはれはれはれは2億億億億ドルドルドルドルのののの価値価値価値価値にににに
相当相当相当相当するするするする

米国米国米国米国だけでだけでだけでだけで、、、、年年年年
間間間間220万件万件万件万件のののの処処処処
方箋方箋方箋方箋ののののミスミスミスミスがががが、、、、
医者医者医者医者のののの手書手書手書手書きききき
がががが原因原因原因原因でででで、、、、起起起起きききき
ているているているている

ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスのあるのあるのあるのある商商商商
業地区業地区業地区業地区ではではではでは、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場をををを
探探探探すためだけにすためだけにすためだけにすためだけに地球地球地球地球をををを
38周周周周するするするする距離距離距離距離をををを運転運転運転運転しししし
ていてていてていてていて、、、、47,000ガロンガロンガロンガロンのののの
ガソリンガソリンガソリンガソリンをををを消費消費消費消費しししし、、、、730トトトト
ンンンンののののCO2をををを排出排出排出排出しているしているしているしている。。。。

道路道路道路道路のののの渋滞渋滞渋滞渋滞によってによってによってによって、、、、42
億億億億ドルドルドルドル相当相当相当相当のののの無駄無駄無駄無駄なななな時時時時
間間間間とととと、、、、29億億億億ガロンガロンガロンガロンのののの無駄無駄無駄無駄
ななななガソリンガソリンガソリンガソリン消費消費消費消費によってによってによってによって、、、、
年間年間年間年間780億億億億ドルドルドルドルのののの損害損害損害損害をををを
産産産産みみみみ出出出出しているしているしているしている

米国米国米国米国ではではではでは、、、、典型的典型的典型的典型的にはにはにはには1
個個個個のののの人参人参人参人参がががが1,600マイルマイルマイルマイル
をををを旅旅旅旅するするするする。。。。ジャガイモジャガイモジャガイモジャガイモはははは
1,200マイルマイルマイルマイルでありでありでありであり、、、、ローローローロー
ストチキンストチキンストチキンストチキンはははは600マイルマイルマイルマイルでででで
あるあるあるある。。。。

食品店食品店食品店食品店やややや消費者消費者消費者消費者はははは年間年間年間年間
480億億億億ドルドルドルドル相当相当相当相当のののの食糧食糧食糧食糧をををを
捨捨捨捨てているてているてているてている。。。。

Smarter Planet がががが解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題がががが多多多多くありますくありますくありますくあります
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スマートスマートスマートスマートなななな交通交通交通交通 スマートスマートスマートスマートなななな水水水水スマートスマートスマートスマートなななな
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

スマートスマートスマートスマートなななな医療医療医療医療

スマートスマートスマートスマートなななな食料食料食料食料 スマートスマートスマートスマートなななな油田油田油田油田 スマートスマートスマートスマートなななな地域地域地域地域スマートスマートスマートスマートなななな天気天気天気天気 スマートスマートスマートスマートなななな国国国国スマートスマートスマートスマートなななな
サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン

スマートスマートスマートスマートなななな都市都市都市都市

Smarter Planet によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの実践実践実践実践

テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル エコシステムエコシステムエコシステムエコシステムプロセスプロセスプロセスプロセス 政策政策政策政策

スマートスマートスマートスマートなななな製品製品製品製品
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Velocity of Decision Making

New Intelligence 
ニューニューニューニュー・・・・インテリジェンスインテリジェンスインテリジェンスインテリジェンス

Shift in WHAT We Analyze

The market demands that 
businesses optimize 
decisions, take action based 
on good information and use 
advanced predictive 
capabilities – all with speed 
and efficiency.

Enterprises need a broader, 
systems-based approach to 
what they examine and 
optimize. Stream computing 
and event processing 
capabilities are enabling the 
analysis of extreme volumes.
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Smarter Planet をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための4つのつのつのつの重要重要重要重要ななななテーマテーマテーマテーマ

Smart Work 
スマートスマートスマートスマート・・・・ワークワークワークワーク

Dynamic Infrastructure
ダイナミックダイナミックダイナミックダイナミック・・・・

インフラストラクチャーインフラストラクチャーインフラストラクチャーインフラストラクチャー

Green & Beyond
環境環境環境環境とそのとそのとそのとその先先先先のののの展望展望展望展望

6

爆発的爆発的爆発的爆発的にににに増増増増ええええ続続続続けるけるけるける情報情報情報情報からからからから

瞬時瞬時瞬時瞬時にににに新新新新たなたなたなたな知見知見知見知見をををを生生生生みみみみ出出出出せるせるせるせる
ことことことこと

ビジネスビジネスビジネスビジネスのありのありのありのあり方方方方をををを変変変変えるえるえるえる新新新新しいしいしいしい
発想発想発想発想やややや他社他社他社他社とのとのとのとの協業協業協業協業ができることができることができることができること

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの最適利活用最適利活用最適利活用最適利活用とととと

地球環境問題地球環境問題地球環境問題地球環境問題へへへへ継続的継続的継続的継続的にににに
取組取組取組取組むことむことむことむこと

変化変化変化変化へへへへ迅速迅速迅速迅速・・・・柔軟柔軟柔軟柔軟にににに応応応応えうるえうるえうるえうる
費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果のののの高高高高いいいい

ビジネスビジネスビジネスビジネス/IT基盤基盤基盤基盤をををを持持持持つことつことつことつこと
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� 渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和ととととCO2削減削減削減削減：：：： スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン ストックホルムストックホルムストックホルムストックホルム市市市市

Overview

Key success factors
Congestion charges will fund transit improvements

$120M/yr in revenue to City of Stockholm; payback i n 4 years

15% reduction in CO 2 emissions

25% reduction in traffic entering cordon

Clearly 
Measurable 
Results

通行料制度通行料制度通行料制度通行料制度のののの導入導入導入導入によるさらなるによるさらなるによるさらなるによるさらなる渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和

ストックホルムストックホルムストックホルムストックホルム市市市市 年間年間年間年間120億円億円億円億円のののの増収増収増収増収

CO2発生量発生量発生量発生量をををを15% 削減削減削減削減

交通流入量交通流入量交通流入量交通流入量をををを25% 低減低減低減低減

期待期待期待期待されるされるされるされる
効果効果効果効果

Source: www.stockholmsforsoket.se

ストックホルムストックホルムストックホルムストックホルム市市市市のののの渋滞課金渋滞課金渋滞課金渋滞課金
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QQQQ----FreeFreeFreeFree社社社社がががが
車載器車載器車載器車載器////アンテナアンテナアンテナアンテナ////カメラカメラカメラカメラをををを供給供給供給供給

ManPowerManPowerManPowerManPower社社社社がががが
コールセンターコールセンターコールセンターコールセンターをををを運用運用運用運用

スウェーデンポストスウェーデンポストスウェーデンポストスウェーデンポスト
がががが車載器車載器車載器車載器をををを配布配布配布配布

BravidaBravidaBravidaBravida社社社社がががが
ゲートゲートゲートゲート設備設備設備設備をををを供給供給供給供給

StokabStokabStokabStokab社社社社がががが
有線有線有線有線ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを構築構築構築構築

IBMIBMIBMIBMががががシステムシステムシステムシステム統合統合統合統合、、、、
システムシステムシステムシステム運用運用運用運用をををを実施実施実施実施

ストックホルムストックホルムストックホルムストックホルム市市市市のののの渋滞課金渋滞課金渋滞課金渋滞課金ののののシステムシステムシステムシステム
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� シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの次世代型次世代型次世代型次世代型マルチマルチマルチマルチ
モードモードモードモード電子決済電子決済電子決済電子決済システムシステムシステムシステム

� オープンオープンオープンオープンなななな全国交通全国交通全国交通全国交通パスカードパスカードパスカードパスカード規規規規
格格格格（（（（CEPAS））））にににに基基基基づくづくづくづく

� カードカードカードカードをさまざまなをさまざまなをさまざまなをさまざまな交通機関交通機関交通機関交通機関のののの利利利利
用料金用料金用料金用料金（（（（バスバスバスバス、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、自動車混雑自動車混雑自動車混雑自動車混雑
課金課金課金課金などなどなどなど））））のののの支払支払支払支払いにいにいにいに利用可能利用可能利用可能利用可能

� 小売購入小売購入小売購入小売購入にににに対対対対するするするする少額決済少額決済少額決済少額決済とととと
いったいったいったいった交通以外交通以外交通以外交通以外のののの目的目的目的目的にもにもにもにも利用利用利用利用
可能可能可能可能

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール統合統合統合統合交通交通交通交通サービスサービスサービスサービス

交通予測交通予測交通予測交通予測ツールツールツールツール - TPT

現在現在現在現在はははは何何何何ギガバイトギガバイトギガバイトギガバイトにもにもにもにも及及及及ぶぶぶぶリアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムのののの交通交通交通交通デーデーデーデー
タタタタのののの利用利用利用利用がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど自動化自動化自動化自動化されていないためされていないためされていないためされていないため、、、、そうしそうしそうしそうし
たたたたデータデータデータデータをををを受受受受けけけけ取取取取るころにはるころにはるころにはるころには、、、、もはやそれがもはやそれがもはやそれがもはやそれが実際実際実際実際のののの交交交交
通状況通状況通状況通状況をををを表表表表していないしていないしていないしていない場合場合場合場合がしばしばあるがしばしばあるがしばしばあるがしばしばある。。。。

►►►►問題問題問題問題：：：：「「「「リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム」」」」ではではではでは遅遅遅遅すぎるすぎるすぎるすぎる

IBMののののTPTはははは、、、、センサーセンサーセンサーセンサー・・・・データデータデータデータをををを生生生生データデータデータデータからからからから適切適切適切適切

なななな洞察洞察洞察洞察をををを創出創出創出創出するするするする複雑複雑複雑複雑ななななアルゴリズムアルゴリズムアルゴリズムアルゴリズムでででで利用利用利用利用してしてしてして、、、、イイイイ
ンテリジェンスンテリジェンスンテリジェンスンテリジェンスののののレイヤーレイヤーレイヤーレイヤーをををを提供提供提供提供するするするする。。。。

►►►► IBMののののイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション：：：：未来未来未来未来をををを予測予測予測予測するするするする

スマートスマートスマートスマート・・・・カードカードカードカード- Symphony

利用分野利用分野利用分野利用分野
交通運行交通運行交通運行交通運行：：：：先進旅行者情報先進旅行者情報先進旅行者情報先進旅行者情報－－－－交通信号交通信号交通信号交通信号ののののタイミングタイミングタイミングタイミング、、、、ランプランプランプランプ・・・・メータメータメータメータ

リングリングリングリング、、、、ルートルートルートルート選定選定選定選定およびおよびおよびおよびアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス、、、、動的動的動的動的なななな料金設定料金設定料金設定料金設定

0 50 100 150 200 250

10
00

20
00

30
00

40
00

rr

r

rrr
r

r

r
r

r

r

r
rr

r

r

r

r

rr
r

r

rr

r

r

r
r

r

交
通
量

時間

結果結果結果結果 青色青色青色青色＝＝＝＝予測予測予測予測 黒色黒色黒色黒色＝＝＝＝現実現実現実現実

赤色赤色赤色赤色＝＝＝＝インシデントインシデントインシデントインシデント
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スマートスマートスマートスマートななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
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PLC

メーターメーターメーターメーター 2800万台万台万台万台

コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター

料金系料金系料金系料金系 設備管理設備管理設備管理設備管理

� 約約約約 2800280028002800万世帯万世帯万世帯万世帯へへへへ５５５５年間年間年間年間でででで設置設置設置設置をををを実施実施実施実施。（。（。（。（2007200720072007年年年年のののの自由化前自由化前自由化前自由化前にににに完了完了完了完了））））

� メーターメーターメーターメーター製造製造製造製造、、、、プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理管理管理管理、、、、コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティングをををを実施実施実施実施

• １５１５１５１５分毎分毎分毎分毎のののの電力使用量電力使用量電力使用量電力使用量をををを送信送信送信送信
• 通信管理機能通信管理機能通信管理機能通信管理機能
• 配布配布配布配布システムシステムシステムシステム管理機能管理機能管理機能管理機能
• 料金表管理機能料金表管理機能料金表管理機能料金表管理機能
• 時刻管理機能時刻管理機能時刻管理機能時刻管理機能

：：：：

データーデーターデーターデーター
センターセンターセンターセンター

既既既既
存存存存
シシシシ
スススス
テテテテ
ムムムム
連連連連
携携携携

コンセントレータコンセントレータコンセントレータコンセントレータ
35万台万台万台万台

ワークフォースワークフォースワークフォースワークフォース
システムシステムシステムシステム ENEL社社社社

今後今後今後今後のののの計画計画計画計画
－－－－ マルチメータリングマルチメータリングマルチメータリングマルチメータリング（（（（ガスメーターガスメーターガスメーターガスメーター、、、、水道水道水道水道メーターメーターメーターメーター））））連携連携連携連携
－－－－ 高圧高圧高圧高圧メーターメーターメーターメーターのののの連携連携連携連携
－－－－ 家庭内表示装置家庭内表示装置家庭内表示装置家庭内表示装置のののの展開展開展開展開
－－－－ 太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池、、、、分散電源分散電源分散電源分散電源、、、、電気自動車電気自動車電気自動車電気自動車へのへのへのへの対応対応対応対応

電力管理電力管理電力管理電力管理ののののインテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェント・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化 – イタリアイタリアイタリアイタリア
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オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアののののCountry Energy 社社社社はははは2008年年年年にににに温暖化温暖化温暖化温暖化ガスガスガスガス排出排出排出排出のののの緩和緩和緩和緩和にににに向向向向けたけたけたけたIntelligent Utility 
Network のののの構築構築構築構築ををををIBMとととと実施実施実施実施することをすることをすることをすることを発表発表発表発表

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電

蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池

通信装置通信装置通信装置通信装置
スマートスマートスマートスマート
メーターメーターメーターメーター

電力会社電力会社電力会社電力会社

地域電力地域電力地域電力地域電力

DC/AC

燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池

最適化最適化最適化最適化システムシステムシステムシステム
Zigbee

PLCでのでのでのでの接続接続接続接続

スマートグリッドスマートグリッドスマートグリッドスマートグリッド - 分散電源分散電源分散電源分散電源のののの最適系統連携最適系統連携最適系統連携最適系統連携 オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア
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スマートスマートスマートスマートなななな都市都市都市都市 ～～～～UAEアブダビアブダビアブダビアブダビ、、、、MASDAR City プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト～～～～

面積面積面積面積: 7Km: 7Km: 7Km: 7Km2222

夜人口夜人口夜人口夜人口：：：： 4444万人万人万人万人
昼人口昼人口昼人口昼人口: 9: 9: 9: 9万人万人万人万人
人口密度人口密度人口密度人口密度: 12,800: 12,800: 12,800: 12,800人人人人/km/km/km/km2222

日射日射日射日射とととと風風風風をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした
建物建物建物建物・・・・街路設計街路設計街路設計街路設計

歩行歩行歩行歩行・・・・自転車自転車自転車自転車・・・・
Personal Rapid Transit ・・・・
Light Rail Transit をををを組合組合組合組合せせせせ、、、、
クルマクルマクルマクルマ不要不要不要不要のののの街街街街にににに

出所出所出所出所: http://www.masdar.ae/

ICTによるによるによるによる
コマンドコマンドコマンドコマンド・・・・
センターセンターセンターセンター

建設費建設費建設費建設費: 220: 220: 220: 220億億億億ドルドルドルドル
うちうちうちうち40404040億億億億ドルドルドルドルををををMASDARMASDARMASDARMASDAR社社社社がががが負担負担負担負担
2016201620162016年完成予定年完成予定年完成予定年完成予定
世界世界世界世界ででででベストベストベストベストなななな会社会社会社会社・・・・大学大学大学大学とのとのとのとの協業協業協業協業

省省省省エネエネエネエネ設計設計設計設計、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、
公共交通公共交通公共交通公共交通によってによってによってによって
ゼロゼロゼロゼロ・・・・カーボンカーボンカーボンカーボンをををを実現実現実現実現

周辺周辺周辺周辺にににに配置配置配置配置されるされるされるされる
再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー発電所発電所発電所発電所
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いろいろないろいろないろいろないろいろなスマートプロジェクトスマートプロジェクトスマートプロジェクトスマートプロジェクト
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1回転回転回転回転でででで心臓心臓心臓心臓のののの全体断層像全体断層像全体断層像全体断層像をををを撮影撮影撮影撮影

時間軸時間軸時間軸時間軸をををを加加加加えたえたえたえた4次元次元次元次元CT 

2 断層断層断層断層 4 断層断層断層断層 8 断層断層断層断層 16 断層断層断層断層
32 断層断層断層断層

64 

断層断層断層断層

128 

断層断層断層断層

256 

断層断層断層断層

現在現在現在現在ののののCT 製品製品製品製品 将来将来将来将来ののののCT 製品製品製品製品16

先進先進先進先進プロセッサプロセッサプロセッサプロセッサによるによるによるによる４４４４次元次元次元次元CTスキャンスキャンスキャンスキャン（（（（断層撮影断層撮影断層撮影断層撮影））））

スマートスマートスマートスマートなななな医療医療医療医療
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� Beacon Institute とのとのとのとの協業協業協業協業によりによりによりにより、、、、

ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークののののハドソンハドソンハドソンハドソン河河河河のののの生態系生態系生態系生態系ををををモモモモ
ニタリングニタリングニタリングニタリングしししし、、、、常時常時常時常時そのそのそのその状況状況状況状況をををを分析分析分析分析・・・・評価評価評価評価
できるこれまでにないできるこれまでにないできるこれまでにないできるこれまでにないシステムシステムシステムシステムをををを開発開発開発開発

� 315マイルマイルマイルマイル(507km)にわたるにわたるにわたるにわたる全域全域全域全域ののののデーデーデーデー

タタタタをををを収集収集収集収集

� Streams をををを用用用用いていていていて、、、、センサーセンサーセンサーセンサーからからからからデータデータデータデータ

をををを集集集集めめめめ、、、、水水水水のののの温度温度温度温度、、、、塩分塩分塩分塩分、、、、濁濁濁濁りりりり具合具合具合具合などなどなどなど
をををを調査調査調査調査

� さらにさらにさらにさらに、、、、ハドソンハドソンハドソンハドソン河河河河にににに棲息棲息棲息棲息するするするする種種種種々々々々のののの魚魚魚魚
類類類類そのそのそのその他他他他のののの生物生物生物生物のののの状況状況状況状況もももも調査調査調査調査

salinity ROMS

System S (Data center)

Model

Clients (control room)

Clients

Replay

JMN
(job manager)

JMN Front end
(WS)

Deploy

Srce
PE

3rd party sources
(e.g. USGS online WS)

Model catalog
(JDL templates)

Beacon Front end
(WS) HTTP queries

kill,
check-status,

…

• Query recorded
results,

• Annotate

File
Writer

Reader
Sink
TCP

Chunk
parser

Chunk
parser

Srce
PE

Join

Aggregate

Media streamer
(instant or replay)

Get template

Firewall

Sensor data

Harmony

Arcom
boxes

Firewall

Result
descriptions

Annotate (SQL) 

Sensors

7800 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

-18

Across Channel Distance (m)

次世代次世代次世代次世代のののの河川河川河川河川・・・・水質管理水質管理水質管理水質管理

スマートスマートスマートスマートなななな水水水水
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スマートスマートスマートスマートなななな製品製品製品製品

システムシステムシステムシステム全体全体全体全体のののの動的動的動的動的なななな振振振振るるるる舞舞舞舞いをいをいをいを、、、、モデルモデルモデルモデルにににに基基基基づいてづいてづいてづいて高速高速高速高速ににににシミュレートシミュレートシミュレートシミュレートすることによってすることによってすることによってすることによって、、、、仕仕仕仕
様様様様ややややデザインデザインデザインデザインをををを明確化明確化明確化明確化・・・・検証検証検証検証

車車車車まるごとまるごとまるごとまるごとシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション：「：「：「：「モノモノモノモノをつくらないをつくらないをつくらないをつくらない物作物作物作物作りりりり」」」」
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スマートスマートスマートスマートなななな
交通交通交通交通

スマートスマートスマートスマートなななな
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

スマートスマートスマートスマートなななな
医療医療医療医療

Smarter Planet をををを実現実現実現実現するするするする先進先進先進先進テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

半導体半導体半導体半導体 システムシステムシステムシステム データデータデータデータ解析解析解析解析とととと最適化最適化最適化最適化ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア

Dynamic Infrastructure New Intelligence 

Stream Computing Information AnalyticsHybrid Systems

スマートスマートスマートスマートなななな
製品製品製品製品

スマートスマートスマートスマートなななな
都市都市都市都市

19
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ストリームストリームストリームストリーム・・・・コンピューティングコンピューティングコンピューティングコンピューティング Stream Computing
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処理処理処理処理データデータデータデータ量量量量

処
理
処
理
処
理
処
理
のののの
即
時
性

即
時
性

即
時
性

即
時
性

処理処理処理処理

ーーーー
データデータデータデータ処理処理処理処理

量量量量

処理処理処理処理

処理処理処理処理

データデータデータデータ
デ ーデ ーデ ーデ ー

21

Smarter Planet でででで要求要求要求要求されるされるされるされるストリームストリームストリームストリーム・・・・データデータデータデータ処理処理処理処理
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データウェアデータウェアデータウェアデータウェア
ハウスハウスハウスハウス

センサーネットワークセンサーネットワークセンサーネットワークセンサーネットワーク

データ

ストリームストリームストリームストリーム処理処理処理処理システムシステムシステムシステム

連続的連続的連続的連続的にににに生成生成生成生成されたされたされたされた
データデータデータデータとしてとしてとしてとして処理処理処理処理

情報情報情報情報やややや知見知見知見知見をををを抽出抽出抽出抽出してしてしてして解析解析解析解析

意思決定意思決定意思決定意思決定までのまでのまでのまでの時間時間時間時間をををを最小化最小化最小化最小化

センサーセンサーセンサーセンサーなどなどなどなど複数複数複数複数のののの情報情報情報情報ソースソースソースソースからからからから時時時時々々々々刻刻刻刻々々々々到達到達到達到達するするするするデータデータデータデータ((((非構造化非構造化非構造化非構造化
データデータデータデータ含含含含むむむむ))))をもとにをもとにをもとにをもとに 複合的複合的複合的複合的にににに分析判断分析判断分析判断分析判断しししし、、、、即座即座即座即座のののの意思決定意思決定意思決定意思決定をををを可能可能可能可能にするにするにするにする
計算計算計算計算パラダイムパラダイムパラダイムパラダイム

センサーセンサーセンサーセンサーなどなどなどなど複数複数複数複数のののの情報情報情報情報ソースソースソースソースからからからから時時時時々々々々刻刻刻刻々々々々到達到達到達到達するするするするデータデータデータデータ((((非構造化非構造化非構造化非構造化
データデータデータデータ含含含含むむむむ))))をもとにをもとにをもとにをもとに 複合的複合的複合的複合的にににに分析判断分析判断分析判断分析判断しししし、、、、即座即座即座即座のののの意思決定意思決定意思決定意思決定をををを可能可能可能可能にするにするにするにする
計算計算計算計算パラダイムパラダイムパラダイムパラダイム

22

ストリームストリームストリームストリーム・・・・コンピューティングコンピューティングコンピューティングコンピューティング
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ハリケーンハリケーンハリケーンハリケーンのののの
進路予測進路予測進路予測進路予測

各産業各産業各産業各産業へのへのへのへの
影響評価影響評価影響評価影響評価

ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオへのへのへのへの
影響影響影響影響

米国大洋大気庁米国大洋大気庁米国大洋大気庁米国大洋大気庁からのからのからのからの
RSS ニュースニュースニュースニュースをををを取得取得取得取得

NYSE（（（（ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク証券取引所証券取引所証券取引所証券取引所））））からからからからVWAP（（（（出来高加重平均出来高加重平均出来高加重平均出来高加重平均））））をををを計算計算計算計算

企業財務情報開示企業財務情報開示企業財務情報開示企業財務情報開示のののの情報情報情報情報をををを取得取得取得取得

ニュースサイトニュースサイトニュースサイトニュースサイトのののの情報情報情報情報をををを取得取得取得取得

投資判断投資判断投資判断投資判断

P/E（（（（株収益率株収益率株収益率株収益率））））をををを計算計算計算計算

23

実現実現実現実現イメージイメージイメージイメージ
－－－－ ハリケーンハリケーンハリケーンハリケーンのののの影響影響影響影響によるによるによるによる株売買株売買株売買株売買のののの自動自動自動自動リコメンデーションリコメンデーションリコメンデーションリコメンデーション
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株式市場株式市場株式市場株式市場
• 株価株価株価株価へのへのへのへの天候天候天候天候ののののインパクトインパクトインパクトインパクト
• 毎秒毎秒毎秒毎秒500万件万件万件万件のののの市況市況市況市況データデータデータデータ、、、、

150マイクロマイクロマイクロマイクロ秒以内秒以内秒以内秒以内のののの取引取引取引取引
自然界向自然界向自然界向自然界向けけけけシステムシステムシステムシステム
• 野火管理野火管理野火管理野火管理
• 水資源管理水資源管理水資源管理水資源管理

不正防止不正防止不正防止不正防止
• 複数犯不正複数犯不正複数犯不正複数犯不正のののの検知検知検知検知
• リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムのののの不正防止不正防止不正防止不正防止

電波天文学電波天文学電波天文学電波天文学
• 多数多数多数多数ののののアンテナアンテナアンテナアンテナからのからのからのからの

膨大膨大膨大膨大なななな量量量量のののの受信受信受信受信データデータデータデータのののの
解析解析解析解析健康健康健康健康 & 生命科学生命科学生命科学生命科学

• 新生児新生児新生児新生児 ICU モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

• 院内感染早期警戒院内感染早期警戒院内感染早期警戒院内感染早期警戒システムシステムシステムシステム
• 遠隔遠隔遠隔遠隔ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア・・・・モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

輸送輸送輸送輸送
• インテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェントなななな交通管制交通管制交通管制交通管制
• グローバルグローバルグローバルグローバルなななな航空管制航空管制航空管制航空管制

法規制法規制法規制法規制
• リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム、、、、かつかつかつかつマルチモーダルマルチモーダルマルチモーダルマルチモーダルなななな

監視監視監視監視

製造業製造業製造業製造業
• マイクロチップマイクロチップマイクロチップマイクロチップ製造製造製造製造ラインラインラインラインのののの

プロセスプロセスプロセスプロセス・・・・コントロールコントロールコントロールコントロール

24

様様様様々々々々なななな分野分野分野分野にににに広広広広がるがるがるがるストリームストリームストリームストリーム・・・・コンピューティングコンピューティングコンピューティングコンピューティング
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ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド・・・・システムズシステムズシステムズシステムズ Hybrid Systems
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従来従来従来従来ののののペースペースペースペース
((((2222年年年年でででで2222倍倍倍倍) ) ) ) 

2222年年年年でででで4444倍倍倍倍

現在現在現在現在 5年後年後年後年後 10年後年後年後年後 15年後年後年後年後

1000倍倍倍倍

コモディティコモディティコモディティコモディティ化化化化

30倍倍倍倍

Smarter Planet
実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた領域領域領域領域

高性能高性能高性能高性能
エンタープライズエンタープライズエンタープライズエンタープライズ・・・・
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

システムシステムシステムシステムのののの進歩進歩進歩進歩
（（（（統合性統合性統合性統合性、、、、性能性能性能性能、、、、電力効率電力効率電力効率電力効率、、、、

コストコストコストコスト・・・・パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス））））

Aデータデータデータデータ・・・・センターセンターセンターセンター:  
約約約約70,000サーバーサーバーサーバーサーバー、、、、

約約約約700 Tops* 
（（（（計算機能計算機能計算機能計算機能のみのみのみのみ））））

2.4 
ラックラックラックラック

Bデータデータデータデータ・・・・センターセンターセンターセンター
約約約約8,000サーバーサーバーサーバーサーバー、、、、

17ラックラックラックラック、、、、80 
Tops

*Tops: Tera operations per second

1,000倍倍倍倍のののの性能向上性能向上性能向上性能向上のののの力力力力

0.2
ラックラックラックラック

各応用分野向各応用分野向各応用分野向各応用分野向けにけにけにけに

最適化最適化最適化最適化されたされたされたされたシステムシステムシステムシステム

26

Smarter Planet ではではではでは、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク・・・・スピードスピードスピードスピードでのでのでのでの処理処理処理処理、、、、大量大量大量大量のののの
データデータデータデータ処理処理処理処理およびおよびおよびおよび計算処理計算処理計算処理計算処理がががが必要必要必要必要
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再利用可能再利用可能再利用可能再利用可能なななな技術技術技術技術

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア・・・・スタックスタックスタックスタック

汎用汎用汎用汎用システムシステムシステムシステム汎用汎用汎用汎用システムシステムシステムシステム

計算特化計算特化計算特化計算特化サブシステムサブシステムサブシステムサブシステム計算特化計算特化計算特化計算特化サブシステムサブシステムサブシステムサブシステム

ネットワークネットワークネットワークネットワーク・・・・スピードスピードスピードスピード・・・・
サブシステムサブシステムサブシステムサブシステム

ネットワークネットワークネットワークネットワーク・・・・スピードスピードスピードスピード・・・・
サブシステムサブシステムサブシステムサブシステム

アプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンス

ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア・・・・コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント

ストレージストレージストレージストレージ

ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド・・・・システムシステムシステムシステム

複数複数複数複数ののののレベルレベルレベルレベルでのでのでのでのハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド・・・・システムシステムシステムシステム・・・・アーキテクチャーアーキテクチャーアーキテクチャーアーキテクチャーをををを用用用用いていていていて性能向上性能向上性能向上性能向上をををを図図図図りますりますりますります
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変革変革変革変革をもたらすをもたらすをもたらすをもたらすハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド・・・・システムシステムシステムシステム
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物理的物理的物理的物理的、、、、実物実物実物実物によるによるによるによるプロトタイププロトタイププロトタイププロトタイプ
単体単体単体単体レベルレベルレベルレベルののののモデルモデルモデルモデル

物理的物理的物理的物理的、、、、実物実物実物実物によるによるによるによるプロトタイププロトタイププロトタイププロトタイプ
単体単体単体単体レベルレベルレベルレベルののののモデルモデルモデルモデル

デジタルデジタルデジタルデジタル、、、、バーチャルバーチャルバーチャルバーチャル・・・・プロトタイププロトタイププロトタイププロトタイプ
システムシステムシステムシステム全体全体全体全体ののののモデルモデルモデルモデル

補助補助補助補助的的的的、、、、事後的事後的事後的事後的
夜間夜間夜間夜間ののののバッチバッチバッチバッチ処理処理処理処理

補助補助補助補助的的的的、、、、事後的事後的事後的事後的
夜間夜間夜間夜間ののののバッチバッチバッチバッチ処理処理処理処理

予測予測予測予測的的的的
インタラクティブインタラクティブインタラクティブインタラクティブ

静的静的静的静的データデータデータデータ
孤立孤立孤立孤立したしたしたしたシステシステシステシステ ムムムム

静的静的静的静的データデータデータデータ
孤立孤立孤立孤立したしたしたしたシステシステシステシステ ムムムム

ストリーミングストリーミングストリーミングストリーミング・・・・データデータデータデータ
協調協調協調協調システムシステムシステムシステム

実現不可能実現不可能実現不可能実現不可能、、、、想像不可能想像不可能想像不可能想像不可能実現不可能実現不可能実現不可能実現不可能、、、、想像不可能想像不可能想像不可能想像不可能 実現可能実現可能実現可能実現可能

現在現在現在現在 100100100100～～～～1000100010001000倍倍倍倍のののの性能向上性能向上性能向上性能向上

ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド・・・・システムシステムシステムシステム

• 老朽化老朽化老朽化老朽化特性特性特性特性ののののモデルモデルモデルモデル化化化化によるによるによるによる原子炉原子炉原子炉原子炉のののの寿命寿命寿命寿命のののの延長延長延長延長

• システムシステムシステムシステム全体全体全体全体ののののモデルモデルモデルモデル化化化化によるによるによるによる自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業やややや航空産業航空産業航空産業航空産業ののののコストコストコストコスト削減削減削減削減

• 防火対策防火対策防火対策防火対策のためののためののためののためのビルビルビルビル全体全体全体全体ののののシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション

• バーチャルバーチャルバーチャルバーチャル・・・・ファブファブファブファブにおけるにおけるにおけるにおけるチップチップチップチップ開発開発開発開発

• 金融分野金融分野金融分野金融分野ののののバッチバッチバッチバッチ処理処理処理処理ののののインタラクティブインタラクティブインタラクティブインタラクティブ化化化化

• …………

変革変革変革変革がががが期待期待期待期待できるできるできるできるビジネスビジネスビジネスビジネスのののの例例例例
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ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド・・・・システムシステムシステムシステムのののの効果効果効果効果とととと用途用途用途用途
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スマートスマートスマートスマートなななな都市都市都市都市のののの例例例例

デンマークデンマークデンマークデンマークのののの遠隔医療情報遠隔医療情報遠隔医療情報遠隔医療情報
システムシステムシステムシステム

ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク市警市警市警市警ののののリアルタリアルタリアルタリアルタ
イムイムイムイム犯罪犯罪犯罪犯罪センターセンターセンターセンター

ポーツマスポーツマスポーツマスポーツマス市市市市のののの教育最適化計画教育最適化計画教育最適化計画教育最適化計画 ヘルシンキヘルシンキヘルシンキヘルシンキ市市市市のののの市民市民市民市民サーサーサーサー
ビスポータルビスポータルビスポータルビスポータル

マンハイムマンハイムマンハイムマンハイム市市市市ののののスマートグリスマートグリスマートグリスマートグリ
ッドッドッドッドによるによるによるによるエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー市場市場市場市場

ストックホルムストックホルムストックホルムストックホルム市市市市におけるにおけるにおけるにおける渋渋渋渋
滞課金滞課金滞課金滞課金システムシステムシステムシステム
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