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近年，環境・エネルギー問題の高まりから，スマートコミュニティが注目されて

いる。スマートコミュニティは定義が流動的であるが，その実現には ICT を使用し，
太陽光や風力等の再生可能エネルギーを含む多様な電力源の活用と消費者側の需要
予測を結びつけ，エネルギーの供給を最適化するスマートグリッドの実装に加え，
そこに住む消費者の行動・意識変革も行うことが求められる。そのため，自治体や
企業，さらに消費者間の相互作用が必要となる。しかし，従来はスマートグリッド
の技術に偏重した研究が多かった。また，実証実験自体が始まったばかりで，事例
を体系的に捉えた研究が多くない。そこで，本論文では，自治体・企業・消費者，
また技術を包括的に含んだフレームワークを提案し，事例研究としてフランス・リ
ヨンのスマートコミュニティの実証実験に注目する。
リヨンの実証実験は自治体であるグランドリヨンと日本の NEDO が実証実験の
パートナーとして契約し，東芝がプロジェクト全体の取りまとめかつ技術提供企業
として参加している。本実験は 4 つのタスクに別れており，それぞれのタスクに日
本・フランスの企業間でアライアンスが組まれている。さらに，そのうちの 1 つの
タスクには，実験地区の消費者も参画している。本研究の新規性は，取りまとめを
行う企業がノード（節点）として技術だけでなく，自治体や消費者との関係調整を
行うことが重要であることを示唆していることである。本示唆は，スマートコミュ
ニティの本格的な社会実装にとって，多様なプレーヤーを取りまとめる「コーディ
ネーター」の役割が重要であることを示している。今後の実証実験の増加や具体的
な社会実装を見据えるならば，スマートコミュニティのマネジメントに関する学術
的研究が大きな意味をもってくるだろう。
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Ⅰ．はじめに
1990 年代後半にスマートグリッドが定義されて以来，多くの企業がその実現が価値あるこ
とだと認識するようになった。従来電力は，大規模な発電所から個々の消費者へと一方向に供
給されるものであった。その一方で，太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが注目
され始めたが，それらは従来の発電所に比べて個々の発電量は小さく，また天候等に左右され，
安定した発電ができないため，実際に利用することが困難であった。しかし，ICT の発展に伴
い，エネルギーの高精度な需要予測が可能となり，また，それらと発電量が小さく，かつ不安
定な電源が発電するエネルギーの蓄電システムを組み合わせることで，エネルギー供給をデジ
タル制御することが可能となってきた。
スマートグリッドの定義は，目指す目的や地域によって様々である（富永・松田・野崎，
2012）。Livieratos 等（2013）はスマートグリッドの目的について次の様に述べた。①デマンド
／レスポンスや自動測定と制御，グリッドのモニタリングと物理的な監視，リアルタイム負荷
マネジメント，電力の窃盗の特定などのようなグリッドの運営に関する多くの問題の解決，②
相互運用性の確保と電力供給の安全性，③需要側の新規参入の許可，再生可能エネルギーを含
むすべての分散発電の統合と運営，④新しい関税のスキームを提供し，自由なエネルギー市場
に消費者が参加しやすくさせることによって，電力市場をレバレッジする。
以上はその考え方の一例に過ぎないが，およそスマートグリッドは電力ネットワークに関す
る概念であるといってよい。本論文が研究対象とするスマートコミュニティの概念は，こうし
たスマートグリッドと同様に捉えられることも多い。しかし，昨今のスマートコミュニティの
議論は電力ネットワークの枠を超えて，ICT が持つポテンシャルをより一層引き出すことで，
「消費者の生活の質向上」や「住みよいまちづくり」にまで拡大させようとする傾向にある。
日本においては，2010 年の 2 月にスマートコミュニティ・アライアンスが設立され，「電気の
有効利用に加え，熱や未利用エネルギーも含めたエネルギーの「面的利用」や，地域の交通シ
ステム，市民のライフスタイルの変革などを複合的に組み合わせたエリア単位での次世代エネ
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ルギー・社会システムの概念」と定義されている。スマートコミュニティ・アライアンスでは
NEDO が取りまとめを行い，様々な分野に渡る企業が参加している。
実務的にはスマートグリッドの実証実験も行われており，特に技術に関しては盛んに研究さ
れている。しかし，スマートグリッドを利用した街全体，つまり「コミュニティ」としての実
証実験は始まったばかりである。そのため，スマートコミュニティの実証実験に関する企業の
戦略や企業間のアライアンスに関する研究はまだ多くない。また，スマートコミュニティは単
なる技術的なイノベーションではなく，そこで生活する人々の行動変革など社会的な要素が多
く含まれる。そこで，本論文では自治体や企業，消費者を包括的に含んだフレームワークを提
案する。さらに，フランス・リヨンにおける実証実験のケース分析を行い，参加企業の関係や
戦略について述べる。なお，図 1 にリヨンの実証実験が行われる地図を示す。

図1

リヨンの実証実験地区

Ⅱ．文献レビューとフレームワーク
Ardito 等（2013）は近代の電力ネットワークの主な課題として，以下のようなことをあげて
いる。
・電力サプライヤーと消費者の間のプライバシー
・サイバー攻撃からの安全保障上の脅威
・代替エネルギー源の採用に対する国家目標
・断続的な供給源による安定した供給の維持
・日中のピーク需要を減少させるための保全目標
・連続した電気供給のための高需要
・電気負荷の性質を変え， アナログエコノミー

を供給するために構築される発電システム

と取り替え可能な電気需要をもたらすデジタル制御機器
これらを分類すると，①国・地方自治体の政策，②技術，③消費者に関する問題に分類する
ことができるであろう。国にとって，エネルギーは国の安定化に大きな影響を与える物であり，
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その事業は企業が将来にわたって無期限に事業を継続することを前提とする「ゴーイングコン
サーン原則」に基づいて経済活動を遂行する事業である（塩見，2011）。そのため，スマートグリッ
ドのように，歴史的に公益事業としての役割を担って来た電力事業者の関与が従来と比較して
小さくなったとしても，積極的に関与せざるを得ない。そして，その関与が小さくなったこと
が，様々な企業に参入する機会を与えた。そのため，従来の電力事業より政策を打ち出す国・
地方自治体と企業間のアライアンスが重要になることが予測される。そして，スマートコミュ
ニティにおいては，消費者に対して，ベストな価値をどのように提供するかについてうまく定
義された全体戦略が事業の第 1 段階となる（Adam and Wintersteller, 2008）。
技術に関しては，NEDO の再生可能エネルギー技術白書（2010）によると，スマートグリッ
ドを構成する技術は，①送配電系統の監視・制御技術，②需要家側のエネルギーマネジメント
技術，③系統の効果的運用が可能となる先進技術，④先進的なインターフェース技術に分類さ
れる。従来は消費者にとって電力との接点は毎月の使用量の確認程度であり，インターフェー
スを必要とする場面はほとんどなかった。しかし，スマートコミュニティにおいては，電力が「見
える化」されるため，その情報を消費者に効率的に伝えることが必要となる。そのため，技術
（ICT）が電力供給側と消費者の間の重要な接点となる。またスマートコミュニティを成功さ
せるためには，技術的な発展に加え，消費者の行動変革を必要とするため，スマートコミュニ
ティに消費者を巻き込み，ライフスタイル変革を促進することが重要となる（Cook, Gazzano,
。
Gunay, Hiller, Mahajan, Taskan and Vilogorac, 2012; Kamel and Kist, 2010）
自治体や企業の供給者側と消費者の需要側との直接的な，もしくは技術を介した間接的な対
話が必要となる。それらをまとめたフレームワークを図 2 に示す。このフレームワークに沿っ
て，ケーススタディを行う。
アライアンス
国・地方自治体
企業

企業

技術

消費者
図2

フレームワーク
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Ⅲ．ケーススタディ
1．分析手法
本論文では分析手法としてケーススタディを用いる。「スマートコミュニティ」に関しては
まだ理論的な研究が多くないため，既存の理論から本研究のフレームワークを検証することが
難しい。また，ケーススタディは，既存の理論からは得られない包括的なデータや発見を見い
だすことができる（Shibata, 2012; Yin, 1994）。特に，スマートコミュニティの実証実験は始まっ
たばかりであるため，実証実験のケースを体系的に分析することが重要である。また本論文で
は，フランスのリヨンで行われている実証実験をケースとして扱う。リヨンを採用した理由は
①比較的規模が大きいこと，②行政がリーダーシップをとっていること，③日本企業が多く参
加していることの 3 点である。
2．ケース
2-1．リヨンのスマートコミュニティの背景と概要
リヨンの上部地域組織であるグランドリヨンは 1999 年にそれまで製造業やロジスティクス
が集積する産業地帯であった Conﬂuence をリヨン第 2 の街にすることを宣言した。Conﬂuence
はローヌ川とセーヌ川の合流地点の中州にあり，地理的にリヨンの中心に位置し，150 ヘクター
ルの広さを持つ。そして，この地域の再開発を担当する管理会社である SPLA（現 SPL LYON
CONFLUENCE）が 1999 年に設立され，再開発が進められた。2003 年には，フェーズ 1（フ
ランス語でザック 1 と呼ばれる）として，41 ヘクタールの再開発が行われた。フェーズ 1 は
再開発の約 40% の価値を占め，12 億ユーロの投資が行われており，完成予定は 2016 年となっ
ている。いくつかのビルが建築され，オフィスや住宅，小売店，レジャー関係など機能的な多
様性を重視している。また，再生可能エネルギーの利用やエネルギー効率の向上等，環境に対
しても配慮されており，欧州委員会が進める Concerto initiative プログラムにも選定されている。
Concerto initiative とは，京都議定書を受けて，2003 年より開始された枠組みであり，エネルギー
消費において持続可能な将来を作るための課題への取り組みである。22 のプロジェクトで合
計 58 地域が選ばれている。また，WWF が行う Sustainable Neighbourhoods initiative にもフラン
スで初めて選定されている。このプログラムはエコロジカル・フットプリントを最小にしつつ，
QOL を高めることを目的としている。
実証実験は大きく 4 つのタスクに別れている。タスク 1 は新しく建築するビルはすべて
Positive Energy Building（PEB）にすることである。PEB とは電気創出量が電気消費量を上回る
ビルを指している。その最初のプロジェクトで建設するのは HIKARI ビルディングであり，住
居棟とオフィス棟，住居・オフィス棟の 3 棟からなる。建築期間は 18 ヶ月で 2016 年の 1 月か
ら始まる予定である。また，EU の NEXT Buildings という最新の技術を用いてエネルギー効率
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を高めるとともに（42kWh/m2/year）
，エネルギーを創出するビルを建設するプログラムに選定
されている（Lyon の他には，アムステルダムとスウェーデンのヘルシングボリが選定されて
いる）。
タスク 2 は EV カーシェアリングである。タスク 2 の EV カーシェアリングでは，PV モニ
タリングシステムによる発電情報収集，μ EMS による発電予測と充電コントロール，カーシェ
アスケジュールの最適化，EV カーシェアシステムのカスタマイズの実証を行う。
タスク 3 は住居のエネルギーのモニタリングである。Cite Perrache という Conﬂuence 内の低
所得者向け住宅の 275 戸に HEMS を導入し，エネルギーの見える化を行う。Cite Perrache とは
1 戸が 50 平米程度の広さであり，住民の半数以上が 60 歳を超えている。
タスク 4 は，タスク 1 から 3 を Community Management System（CMS）を用いてコントロー
ルすることである。図 3 に本プロジェクトの全体の概要を示す。
PEB
スマートバッテリー
PCS
PV
屋上，壁面

家庭用エネルギーモニタ （一般住宅）
LED証明 （既設PV）
BEMS

PCS

エネルギー管理
PV・EVバランス調整
発電予測

エネルギー
モニタ

PCS

CMS

μEMS

設備遠隔管理（PV，
センサなど）
エネルギー監査システム
見える化
通信網

データ収集

実証項目
・省エネ＋創エネ
（PV＋
コージェネレーション）
→消費電力量
以上のエネルギー創出
・再生可能エネルギー＋
EVカーシェアリング→
ゼロエミッション化
・地域エネルギー全体の
利用状況見える化
（家庭，ビル，交通）

電力網

EVカーシェアリング

PV
配電系統システム連係

スケジュール最適化
認証，課金

スマートメータ

電力

PCS : パワーコンディショナ

図3

EV充電インフラ
充電コントロール
認証，課金

情報

LED : 発光ダイオード

μEMS : スマートグリッド監視制御システム

リヨンプロジェクトの全体概要（広岡，伏屋，2012）

2-2．プロジェクトプログラム
本プロジェクトの工程表を図 4 に示す。プロジェクトは 2011 年のフィージビリティスタ
ディーから始まり，2016 年に完成を予定している。
2-3．グランドリヨンと NEDO
NEDO は平成 22 年にスマートコミュニティ・アライアンスを設立し，国内の取り組みを
加速させると共に，個別企業では難しい国際的な標準化への取り組みを行っている（野崎，
2011）。特にその活動の中で，国際戦略 WG や国際標準化 WG を作り活動する等，世界各地で
拡大するスマートコミュニティ産業への日本企業の進出をサポートしている。そのような取り
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全体スケジュール

フィージビリティ
スタディー開始
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（Task1）
EVカーシェア
（Task2）
エネルギーモニター
（Task3）
CMS
（Task4）

2012

2013

2014
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2016
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カーシェア 太陽電池による
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June

アニュアル プロジェクト終了・
プロジェクト グローバル
アセスメント アセスメント

デモンストレーション
終了

デモンストレーション
終了

デモンストレーション
終了

デモンストレーション
終了

工程表（出所：東芝）

組みの中，2010 年の 10 月に NEDO がグランドリヨンと Conﬂuence 地区のスマートコミュニティ
のフィージビリティスタディーの契約を行った。また，NEDO と従来から協力協定を結んでい
るフランスの環境・エネルギー管理庁（ADEME）も同様にグランドリヨンのフィージビリティ
スタディーをサポートしており，NEDO との間でも LOI を取り交わしていた。そして，この
フィージビリティスタディーの実施企業として東芝がこの事業に参加した。
フィージビリティスタディーを行った後の 2011 年 12 月には，翌年の 1 月から NEDO が実
証実験を行う MOA を行った。なお，
NEDO は本プロジェクトに 5000 万ユーロを補助している。
実証実験のリーディング企業として，グランドリヨン側は SPLA Lyon Conﬂuence，NEDO 側は
東芝と東芝ソリューションが参加している。
2-4．アライアンスと技術
プロジェクト全体を管理しているのは，フランス側が SPLA Lyon Conﬂuence で，日本側が東
芝である。SPLA Lyon Conﬂuence はプロジェクト管理が主な役割であるが，東芝はプロジェク
ト管理に加え，システムインテグレートも行っている。なお，東芝と SPLA Lyon Conﬂuence を
始めとするフランス企業とのコーディネーションは東芝システムズフランスが行っている。
タスク 1 は PEB の建設であるが，その最初のプロジェクトは隈研吾氏が設計を担当する
HIKARI ビルの建設である。HIKARI ビルディングは，フランスの開発公社である Bouygues
Immobiler が取りまとめを行い，その他にフランスのコンサルタント会社や建設会社，要素技
術を持つ日本企業が多く参加している。ビル全体としては Building Energy Management System
（BEM）
，個別の住居には House Energy Management System（HEMS）を導入するが，これらは
東芝と Ijenko が担当する。PEB の実現には電気の創出が不可欠となるが，その要素技術として，
屋上に設置される PV パネルや窓に設置される透明の PV パネル，リチウムイオン電池，コー
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ジェネレーションシステムなど，多くの日本企業の技術が採用されている。それに対して，フ
ランス企業の役割は，主にコンサルタントやコーディネート，エンジニアリングである。この
ように，要素技術を日本が提供し，ビルの建設をフランス側で行い，HEMS などのシステムは
日本とフランスの共同で導入する構図となっている。フランスの建設の特徴として主導権は建
築デザイナーにあるため，ビルの建設はフランス側で担当しているが，その指揮は隈研吾氏が
行っている。
EV カーシェアシステムは Veolia Transdev のカーシェアリングの子会社である Proxiway の基
本システムを用いる。なお，Veolia Transdev はすでにニース地域で EV のカーシェアリングを
開始しており，実績のあるシステムを使用する。しかし，今回は地域内の PV パネルによって
発電された電気のみを用いて運用するため，PV パネルや蓄電池が持つエネルギーと EV の充
電需要のバランスを保つことが最も重要な課題となる。そこで，東芝のμ EMS 技術を利用し，
需要と供給のバランスの最適化を行う。また，車は三菱自動車とプジョーシトロエンの車を
30 台用意し，CHAdeMO に対応した充電ステーションは地域内に 3 カ所設置する。充電ステー
ションはフランス企業の EV Tronic によって提供される。カーシェアの運用は Proxiway，充電
スタンドの運用は Citelum が担当し，フランス企業が運用を行う。本カーシェアリングは乗り
捨てではなく，往復のシステムとする。リヨンにはすでに Auto Lib というカーシェアリング
システムが存在するが，本プロジェクトはそれとは別に設置する。なお，リヨンの Auto Lib

図5

アライアンス全体像（出所：東芝）
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には化石燃料が使われている車も存在する。
タスク 4 では，コミュニティマネジメントシステム（CMS）を用いて，Conﬂuence 地区全体
のエネルギーの予測とコントロールを外部から行う。タスク 1 から 3 まで個別に最適化を図っ
ているが，それに対してタスク 4 では全タスクの包括的に管理し，その最適化を行う。東芝が
開発を担当する CMS は，BEMS や HEMS，EV カーシェアリングシステム，PV の発電，バッ
テリーなどから回収するビッグデータをクラウド上で解析し，上下水道システムや電力システ
ム，交通システムを連携し，地域内のエネルギーの最適化と効率化を図るシステムである。こ
こで得られた情報は HIKARI ビルの 1F に常に表示する。また，ここには地域全体のエネルギー
の状況の他に天気予報など，関係者のニーズに応えた情報を提示する。なお，タスク 4 はタス
ク 1 から 3 の完成が前提となる。以上のアライアンスを図 5 にまとめる。
2-5．消費者との関係
リヨンのスマートコミュニティにおいて，既存の消費者が利害関係者として非常に大きな
役割を果たすのがタスク 3 である。タスク 3 では，Cite Perrache という既存の集合住宅に，
HEMS を導入してエネルギーの見える化を行う。ここを管理するのは GRANDLYON HABITA
という住宅公社であり，東芝が住民との交渉が必要な場合は，この住宅公社が仲介する。エネ
ルギーの見える化の対象は電気だけでなく，水道とガスも含んでいる。住民にはタブレット
PC を配布し，エネルギーの消費量を常に確認できる状態にする。住民の平均年齢が高いため，
確認画面のユーザーインターフェイスが非常に重要になるため，東芝は住宅公社とともにその
開発を行っている。ここではエネルギーの見える化のみを行い，コントロールは行わない。し
かし，見える化により住民の行動変革を促すことで，10% から 20% 程度のエネルギー削減が
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リーダー
シップ

市職員

分析

首長，
議員など

政策

CMS

図6

報の共
都市の環境情

ガスメータ

HEMS
EVカー
シェアリング

在住者
（市民，企業，通勤者）
誘致者
（企業，市民など）

有

情報収集・発信
BEMS

スマート市民

水道メータ
μEMS

電気メータ

コミュニティマネジメントの概念図（広岡，伏屋，2012）

78

立命館ビジネスジャーナル（Vol. 8）

東芝は横浜においてもスマートコミュニティの実証実験を行っているが，本リヨンプロジェ
クトは横浜のプロジェクトの横展開という位置づけである。技術的にはインターフェースの違
いはあるものの，基本的なシステムの変更はない。しかし，日本とフランスの社会や文化に起
因する違いが 2 つ存在する。1 つは，テナントにおける光熱費の料金体系の違いである。日本
では，光熱費は賃料には含まれないため，省エネは光熱費の削減というインセンティブになり
得る。しかし，フランスでは光熱費は賃料に含まれるため，省エネが借主にとってインセンティ
ブとして働きにくい。2 つ目の違いは，プライバシーに関する問題である。フランスでは日本
よりプライバシーに対して敏感であり，画像センサーを設置することに抵抗がある。そのため，
本プロジェクトでは，画像センサーを導入するために，関係者の説得に多くの時間を費やして
いる。
また，本プロジェクトを通して，最も重要なことは地域の住民や事業者，行政など主体とな
るステークホルダーが協力し合い，学習し合うラーニングコミュニティを実現することである
（広岡，伏屋，2012）。そこで，タスク 4 の CMS を通して，成長するための学習機能を持ったコミュ
ニティマネジメントの仕組みを提案している（図 6）。
2-6．考察
リヨンのプロジェクトの最大の目的は，タスク 1 からタスク 4 で技術的に電力供給を最適化
することと，消費者の行動変革を促すことである。後者を実現するために，企業と消費者間の
直接的な対話に加え，様々な機器を通した情報による間接的な対話が行われている。つまり，
技術がシステム全体を成立させるための「構成要素」となっていることに加え，企業と消費者
間の情報を媒体する手段，つまり「メディア」となっている。例を挙げると，HEMS は需要側
から情報を取得し，供給側がそのビッグデータからアクションを起こすための機器である。つ
まり，HEMS は需要側と供給側のコミュニケーションを成立させる技術と定義できるであろう。
リヨンでは，東芝は各タスクで電力供給を最適化するために，様々な企業とアライアンスを
組みシステムを作る一方で，HEMS や CMS にて消費者の需要状況を取りまとめ，提示する役
割を担っている。これらの関係を図 7 に示す。ここでは，自治体・企業間のアライアンスの調
整役かつ消費者側との調整役の組織を，それらの節点となっていることから「ノード型組織」
として定義する。
一方で，国内のスマートコミュニティの実証実験では，例えば，横浜では図 8 のように取り
まとめを地方自治体である横浜市が行い，PMO としてアクセンチュア，事業の実行企業とし
て日産自動車，東芝，明電舎，パナソニック，他にも横浜国立大学や東京電力など産官学の体
制となっている（信時，2010）。リヨンと横浜の違いは，ノード型組織として東芝が技術の提
供だけではなく，全体のプロジェクトを取りまとめていることであろう。これにより，上述し
たように，タスク 4 の CMS のような全体最適化を目的としたプロジェクトが効率的に開発す
ることができる可能性がある。
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上述したように，スマートコミュニティは，技術だけではなく，そこに住む消費者との関
係が非常に重要となるため，いかに全体戦略を効果的に作成するかが成功の鍵となる（Adam
and Wintersteller, 2008）。そのため，リヨンのプロジェクトでは横浜のプロジェクトとは違い，
取りまとめを行う東芝と自治体や消費者の国籍が異なり，
文化的背景の理解も必要となるため，
ノード型組織に求められる関係調整が更に難しくなるであろう。
以上より，今後は技術だけに着目するのではなく，自治体・消費者との関係調整やアライア
ンスの取りまとめの企業の役割に焦点をあてたノード型組織について議論を深めていく必要が
ある。
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Ⅳ．まとめ
現在，スマートコミュニティに関する技術が実用段階に入り，実証実験が世界各地で行われ
ている。そのため，技術的な研究は多くされてきたが，各地の実証実験の詳細やそれらの比較
を行った研究は多くない。そこで，本論文ではリヨンにおけるスマートコミュニティプロジェ
クトに注目し，地方自治体や企業とのアライアンス，消費者との関係調整に焦点をあて，本プ
ロジェクトの特徴を明らかにした。特に，本論文はアライアンスの関係調整について国内外の
プロジェクトを比較し，今後のスマートコミュニティ研究の方向性に関する提示を目的として
いる。今後は，「スマートコミュニティのマネジメント」という視点から，その実態を体系的
に研究していくことが必要であろう。
また，本研究の限界として，比較対象が限られており，多様なプロジェクトの実証実験内容
今後は国内外の別のプロジェクトの調査を行い，
や活動成果を取り上げていないが挙げられる。
それらのプロセスと成果を比較検討することが重要となる。このことが「スマートコミュニティ
のマネジメント」に関する課題を発見することにつながる。本論文は以上である。
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Abstract
A lot of companies focus on smart community because of environmental concerns.
Although the definition of the smart community is fluid, this paper defines it as
combination of smart grid with ICT, which optimize power supply with dispersed power
sources and forecast of consumer demands, gas and water, and change of mind that
consumer have. Therefore, government, companies and consumer must work together.
Prior studies focused on the technology of smart grid. Additionally, demonstration
experiments of smart community are quite primitive stage and they haven’t really
investigated by prior studies. Thus, this paper examines the demonstration experiment
developed in Lyon.
NEDO takes participant in this project with Grand Lyon and Toshiba coordinates it
and provides their technology with regard to smart community. This project is consisted
of 4 tasks and Japanese and French companies participate in each task. In one of the tasks,
habitants in that area take participating in it. The implication of this study is to find the
importance of which the coordinator as node adjusts the relationship among technology,
government and consumer. This find is in need of additional studies. As demonstration
experiments will grow, we hope academic studies will increase.
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