
地球環境問題とICT

地球環境問題への取り組みに対する

世の中の関心は年々大きなものとなっ

ています．政府による改正省エネ法や

東京都による環境確保条例等，温暖

化防止をはじめとした環境問題に関す

る規制の強化も行われており，地球環

境問題解決への企業の取り組みは避け

られない経営課題となっています．

ICT（Information and Commu-

nication Technology）の分野にお

いても，さまざまなサービスが提供さ

れ，利用が拡大するとともに，そのた

めの機器の消費エネルギーの増大が予

測されており，環境負荷が増加する問

題が懸念されています．その一方で，

ICTを利活用することによって，ICT

以外の分野の環境負荷低減に貢献で

きることも広く認識されるようになっ

てきています（1）,（2）．

また，ICTサービスを提供・利用す

るにあたっては多くの資源を利用して

います．例えば，お客さまにサービス

を提供するために保有しているケーブ

ルや電柱などの屋外設備や，通信ビル

内の通信装置，サービスを提供するた

めのサーバ類，およびお客さま宅内の

PCや通信端末機器等に資源が投じら

れています．環境負荷低減に向けて，

これらの耐用年数の経過や新サービス

の提供により生じる廃棄物をいかに減

らすか，リサイクルをいかに行うかとい

う課題があります．

NTTの取り組み

NTTグループでは，「つなぐ．それ

は，ECO」のキーワードの下に，環境

負荷低減に取り組んできました．2010

年11月には新たな環境ビジョン「THE

GREEN VISION 2020」（3）を策定

し，「低炭素社会の実現」「循環型社

会の形成」「生物多様性の保全」とい

う３つのテーマを掲げました．さらに，

I C T自体の環境負荷低減である

「Green of ICT」，ICTの利活用によ

る社会全体の環境負荷を低減する

「Green by ICT」，NTT社員・家

族・地域とともに環境保全を進める

「Green with Team NTT」という３

つのアクションによる推進を掲げ，

2020年に向けた目標を定めました．

特に，低炭素社会の実現については

ICTサービス提供のために生じるCO2
排出の抑制に向けた取り組みを強化す

るとともに，サービスの提供を通じて

社会全体の環境負荷を低減できるよう

に取り組んでいます．

グリーンR&D

ICT自体の環境負荷低減や，ICT

利活用によるライフスタイルの変革に

伴う社会全体の環境負荷低減を実現

していくためには，これまでの技術の

活用だけでは困難であり，新たなブ

レークスルーが求められています．

NTTでは，地球環境問題の解決に

資するICTサービスの提供を目指し，

環境負荷低減を実現するグリーン

R&Dに，研究所全体で取り組んでい

ます．

ICTにおける環境負荷低減に貢献

する研究開発は以下の４つに分けられ

ます．

① 通信ビルやデータセンタ等，通

信サービスを提供するために必要

な通信装置・設備のCO2削減に

貢献する技術

② オフィスや家庭等の通信機器の

CO2削減に貢献する技術

③ 通信設備・装置の省資源化に

貢献する技術

④ ICT利活用によるCO2削減量

を定量化する環境影響評価技術

これらの研究開発を，効果的・効率

的に推進していくためには，各研究所

が協力して推進していく必要がありま
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グリーンR&Dの取り組み

NTTでは，環境負荷低減に向け，総合的かつ各研究所横断的に研究開発を
進めています．通信ネットワーク設備から，データセンタ，オフィスや家庭
の通信機器まで，ICT基盤自体の環境負荷低減（Green of ICT），およびICT
サービスの利活用による社会全体での環境負荷低減（Green by ICT）に貢献
することを目指しています．

NTT情報流通基盤総合研究所
NTTサイバーコミュニケーション総合研究所
NTT先端技術総合研究所

CO2削減 低消費電力化 省資源化
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す．そして，グリーンR&Dを研究所横

断的に推進していくため，表に示すよ

うな「通信ビルやデータセンタのCO2
削減」「オフィスビル・家庭のCO2削

減」「通信設備・装置の省資源化」の

３つのカテゴリに分類して，方針の議

論や情報共有の場を設けています．

THE GREEN VISION 2020の達成

や，さらなる抜本的なCO2削減に向

け，テーマごとにPDCA（plan-do-

check-act）サイクル＊を回していくこ

とにしています．

このほかに，関連する研究所では，

より省エネルギー化を目指したICT装

置の調達・開発を推進するため，

2010年４月に制定した「NTTグルー

プ省エネ性能ガイドライン」（4）の作成

や改定にも積極的にかかわっています．

以下，具体的な取り組みについて述

べます．

■通信ビル・データセンタのCO2

削減

NTTの通信ビルは，インターネット

の普及に伴い大きく変わってきていま

す．これまでの電話の世界から光ファ

イバによって，高速，広帯域通信を実

現し，より便利な社会の実現に貢献し

ています．しかし，それに伴い装置お

よび設備の消費電力量も増えてきてい

ます．

そのためNTTでは，NTTが保有す

るさまざまなネットワーク設備や装置

の消費電力抑制やその効率的な利用を

実現するための技術に取り組んでいま

す．また，設備の低消費電力化におい

て高い効果を期待できる空調技術に関

しては，NTTファシリティーズと協力

して取り組んでいます．効果的な気流

制御をはじめ，高効率な空調システム

と連携した通信設備の省エネルギー化

を目指した研究開発を行っています．

通信ネットワーク全体の低消費電

力化に向けては，複数のサービスを１

つのネットワーク上で実現し，ネット

ワーク設備を効率的に利用するネット

ワーク統合による電力削減を目指しま

す（図１）．また，ネットワーク装置

表　環境負荷低減を目指す研究開発テーマ

分類

通信ビル・データ
センタのCO2削減

オフィスビル・家
庭のCO2削減

通信設備・装置の
省資源化

主な研究開発テーマ

コアネットワーク：装置の低電力化，アーキテクチャの検討，マイグ
レーション等

アクセスシステム：装置の低電力化，スリープ機能等

クラウドコンピューティング技術による省電力化

給電方式による電力損失改善，燃料電池によるCO2排出低減等

革新的なデバイス技術による超低電力化等

オフィス・家庭における通信機器の省エネルギー化

EMS（Energy Management System），家庭内直流化等

ケーブル収容管補修技術等

橋梁添架管路補修技術等

低VOC無線鉄塔用防食塗料等

NGN: Next Generation Network

電話 インターネット 映像サービス 

電話 インターネット 

サービス 
プラットフォーム 

NGN

映像サービス 

電
話
網 

デ
ー
タ
網 

映
像
配
信
網 

図１　ネットワーク統合の代表例（NGN の場合） 
＊PDCAサイクル：事業活動における生産管理や
品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の
１つ．



個々の低消費電力化についても研究

開発を推進しています．特に，ネット

ワーク全体の電力消費の半分以上を占

めるアクセスネットワークでは，チップ

の集積化や部品点数の削減により，

ネットワーク装置の低消費電力化に注

力しています．さらに，光信号と電気

信号の変換を最小にすることで消費電

力の大幅な低減が可能な「光電子融

合型パケットルータ技術」（図２①）

をはじめとして，通信の高速大容量化，

高効率運用等，今後のネットワークの

さらなる低消費電力化を目指して研究

を行っています．

今後，大規模化が予想されるデータ

センタの消費電力増加への対応として

は，クラウドコンピューティング技術

であるCBoC（Common IT Bases

over Cloud Computing）（5）による

省エネ効果を検討しています．CBoC

は，電子行政や企業の基幹業務等，

高い信頼性や公共性が求められる社会

基盤へ適用できる「安心・安全でオー

プンなクラウド」の実現を目指してい

ます．一方で，その仮想化運用管理

機能により，物理的なサーバ台数を減

らし稼動するサーバを集約し，負荷状

況に応じた動的制御を行うことで，不

要なサーバ稼動を削減する等，消費電

力量の削減効果が期待できます（図２

②）．

電力消費に着目するだけでなく，

NTTの通信ビルやデータセンタ内の装

置への電力供給についても効率化を図

る研究開発を進めています．その成果

が，NTTファシリティーズと協力し開

発した「高電圧直流給電技術」（6）で

す（図２③）．ICT装置の消費電力の

増大に伴い，現在の48 Vでの給電で

は，供給する電流が数百Aオーダーに

なっています．そのため，電力ケーブ

ルの抵抗による損失（熱損失）や，

ケーブル自体が重くて曲がらず施工性

が悪い，かつ銅等の資源を大量に使用

するといったデメリットが生じていま
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③高電圧直流給電システム 
　ICT装置への電力供給損失を低減 

通信ビル・データセンタのCO2削減 
オフィスビル・家庭のCO2削減 

NTT通信ビル 
オフィスビル 

家庭 

データセンタ 

インターネット 

図２　通信サービスにおける CO2削減に資する技術例 

④ONU（光加入者線終端装置） 
トラフィック量に応じてリンク速度を切り替えることで，ONU
の低電力化を実現する「リンクレート切替機能」と，「スリー
プ機能」を併用し，さらなる省エネ化 

②CBoCによる電力削減イメージ（一例） 
・サーバ稼動の動的制御 
負荷状況に応じた動的制御を行うことで，
不要なサーバ稼動，電力消費の削減が
可能となり，情報システムのサーバ機
器の電力使用量を削減 

①光電子融合型光パケットルータ 
光信号から電気信号への変換を最小限にすることで，
ルータの高速化と大幅な低消費電力化を目指す 

ONU起動モード ONUスリープモード 

1Gリンク 

10Gリンク 

リンクレート 
切替機能 

スリープ機能 

（日中）500 W×3台＝1 500 W

動的制御 仮想化技術 

仮想化技術 

※集約するシステムの負荷特性，経時的な負荷変動特性により削減効果は異なる． 

夜間は電源OFF

負荷の小さい 
夜間は，2台 
のサーバで 
運転 

（夜間）500 W×2台
※
＝1 000 W

未使用機能の休止 
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す．さらに従来のデータセンタ等では

AC（交流）給電を行っているために，

ICT装置に供給するまでのACとDC

（直流）の変換段数が多く，その電力

損失が課題になっています．これらの

課題解決として，給電電圧をこれまで

よりも高い380 V前後に上げて直流で

給電し，変換段数を減らすことにより

電力損失を低減でき，電流が減ること

によるケーブルの細径化が可能となる

高電圧直流給電技術が有効です．細

径化ケーブルでは，使われる銅やプラ

スチック資源の削減に貢献します．

2020年以降に求められる抜本的な

CO2削減を図るブレークスルー技術と

して，単電子素子，ナノ機械ロジック

素子，シリコンフォトニクスなどの要

素技術の研究を継続的に進めていま

す．将来のネットワークアーキテク

チャや要素技術の方向性の検討におい

ては，大幅な電力効率の向上を目標の

１つに掲げ，「超グリーンICT」の実

現に向け取り組んでいきます．

■オフィスビル・家庭のCO2削減

インターネットの普及によって，家

庭やオフィスにおける通信機器の利用

も増加しています．また，家庭の消費

電力は，国内の産業分野別の消費電

力の14％程度（2008年度）（7）を占

めており，その中の一部として通信関

連機器の電力も増えてきています．

お客さまのオフィスや家庭に設置す

る通信機器は，24時間，365日使用

することから，小さな電力削減でも全

体としては大きな削減につながるとい

われています．このためNTTでは，オ

フィスや家庭における通信にかかわる

電力消費を低減するための技術の研究

開発に取り組んでいます．例えば，

ONU（光加入者線終端装置）やブロー

ドバンド・ルータ装置等への低消費電

力デバイスの導入など，先進的な省エ

ネルギー技術を開発していきます．特

にONUでは，装置自体の低消費電力

化に加えて，トラフィックに応じONU

の一部機能を休止させる「スリープ機

能」，トラフィック量に応じて通信ビル

側にあるOLT（光加入者線端局装置）

とONU間のリンク速度を切り替える

「リンクレート切替機能」等を適用し，

積極的に低消費電力化を図る方式（8）

について検討を進めています（図２

④）．

■通信設備の省資源化

NTTグループでは，通信サービスを

提供するために，多くの設備を保有し

ています（図３）．それらの設備は耐

用年数やサービス形態の変化等に合わ

せて適宜更改されています．設備の中

には，枯渇が懸念されているレアアー

ス，レアメタルといった資源や，化石

燃料由来であるプラスチック，ベース

メタルといわれる銅，鉄等も多く使わ

れています．

NTTでは，現在保有している設備

を長持ちさせる（長寿命化），高密度

化や小型化により資源の消費を抑え

る，さらに新たな方式・技術により資

源利用を抑制する，といった観点から，

通信設備や装置の省資源化に向けた

研究開発を行っています．

例えば，地下にケーブルを敷設する

ために使われている管路や，橋梁に敷

設するための管路の補修技術，環境へ

の配慮として，各種構造物の腐食防

止のために利用される塗料の揮発性

有機溶剤（VOC :Volatile Organic

Compounds）の使用を抑制し，品

質を評価するための技術（9）の研究開

発にあたっています．

■ICT利活用による環境負荷低減効

果の見える化

ICTを利活用することにより，生

産・消費・業務活動の効率化，交通

代替や渋滞緩和等が可能となり，結果

的に電力消費やCO2排出を抑制し，

環境負荷低減に貢献することができま

す．その効果を定量的かつ客観的に評

価する手法である環境影響評価技術，

つまり「ICT効果の見える化」の研究

開発および標準化（10）に取り組んでい

ます（図４）．

無線鉄塔 

交換局 

交換機 

ケーブル とう道 ケーブル保護管 

接続端子函 
ケーブルリング 

ケーブル吊線 
（鋼より線） 

電柱 

装柱バンド 

支線（鋼より線） 

図３　屋外に設置される構造物設備の一例 

支線ロッド 
（またはアンカ） 

ケーブル引上げ管 

マンホール鉄蓋 

マンホール 
ケーブル固定用金物 

中継器筐体 

足場 
ボルト 
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具体的な活用として，NTTグルー

プが提供するICTソリューションの環

境影響を評価し，その効果が一定基

準を上回るものを環境にやさしいソ

リューションとして認定する制度

「NTTグループソリューション環境ラ

ベル制度」（11）を2009年より立ち上げ

ました（図５）．環境負荷低減効果の

高いサービスについて，お客さまや世

の中へ分かりやすくお伝えしたいと考

えています．

ま と め

本稿では，NTTでの環境負荷低減

に向けた研究所横断的な取り組みにつ

いて，主に紹介しました．新たに策定

された環境ビジョンの趣旨に則り，全

研究所でその実現に向けて取り組んで

いくとともに，抜本的なCO2削減や省

資源化などに向け，革新的な技術開発

を継続していきます．
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図５　ソリューション環境ラベルの 
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ICT利活用による環境負荷低減効果の見える化に向けたR&D

環境影響評価技術 製品・サービスの製造～廃棄までのライフサイクル全体にわたる環境負荷を定量化 

TV会議サービスの例 
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図４　ICT 利活用による環境負荷低減効果の見える化 


