
地球環境を取り巻く問題

地球温暖化，資源枯渇，生物多様

性といった地球環境問題（図１）へ

の関心は年々高まっており，地球環境

問題の解決は企業の社会的責任とし

て避けては通れない経営課題の１つと

なってきています．

ICT分野では，サービスを提供する

にあたり，ルータやサーバなどのICT機

器や空調・電源設備で電力を使用し

ています．近年，光ファイバ回線やス

マートフォンの普及，インターネット

利用環境の高度化により，動画をはじ

めとした大容量コンテンツの利用が一

般的になり，インターネット上のトラ

フィック量が急増しています．これに

伴い，使用される電力，およびそれに

起因するCO2排出量は増加傾向にあ

ります．

NTT環境エネルギー研究所では，環

境にやさしいサステナブル＊社会の実現

に向け，温暖化防止に貢献するCO2排

出量削減と循環型社会に貢献する省

資源化技術を，NTTグループの事業

活動に密接に関連する分野ととらえ，

研究開発を行っています．

サステナブル社会の実現に向けて

NTT環境エネルギー研究所では，

「2050年にNTTグループの事業活動に

よりCO2排出と廃棄物をゼロにする技

術の創出」をビジョンに掲げ，CO2排

出削減に貢献する「エネルギーマネジ

メント技術」と省資源化に貢献する

「グリーン・インフラ技術」の２本柱

で研究開発を進めています（図２）．

特に，東日本大震災以降，エネル

ギー消費そのものを抑制する省エネル

ギー技術，また，社会インフラの１つ

であるICTサービスを，平常時・災害

時問わず，24時間365日つながり続け

るため，安定したエネルギー源を確保

できる技術の重要性が高まっています．

ICTサービスを支えるサステナブル・

インフラのイメージを図３に示します．

本稿では，サステナブル社会実現に向

けたエネルギーマネジメント技術，グ

リーン・インフラ技術の概要について

紹介します．
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サステナブル社会の実現に向けた
環境・エネルギー技術

東日本大震災以降，サステナブル社会や企業のBCP（Business Continuity
Plan）の重要性は改めて認識されています．本稿では，サステナブル社会実
現に向けたエネルギーマネジメント技術，省資源に貢献するグリーン・イン
フラ技術について紹介します．

うえにし ゆ う じ

上西 祐司

NTT環境エネルギー研究所
所長

エネルギーマネジメント 省資源化 サステナブル

＊サステナブル：環境や社会に負荷を与えず，持
続可能な状態であるさま．

省エネ，蓄エネ，創エネ 

・ファシリティ電力削減 
・電力の安定供給 
　（24時間365日つながり続ける） 
・エネルギー自給率の向上 

エネルギーマネジメント技術 

省資源，ゼロ・エミッション 

・メンテナンス効率の向上 
・長期の信頼性・安全性の確保 
・天然資源使用抑制 
　（３Rの推進） 

グリーン・インフラ技術 

図２　NTT環境エネルギー研究所の研究開発方針 

持続可能な社会，自治体・企業のBCP

災害に強く，環境にやさしいサステナブル・インフラ 
（CO2排出量ゼロ，廃棄物ゼロ＠2050年） 
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■エネルギーマネジメント技術

NTT環境エネルギー研究所では，

24時間365日つながり続けるサステナ

ブル・インフラの実現のため，省エネ

ルギー技術，蓄エネルギー技術，創エ

ネルギー技術，これらを活用・制御す

るエネルギーマネジメント技術の開発

を行っています．

（1） 省エネルギー技術

通信ビルやデータセンタの消費電力

は年々増加し，2016年度には2011年

度の約1.3倍になると報告されていま

す（1）．そのため，ICT機器自体のエネ

ルギー消費量の削減，エネルギー供

給・空調などファシリティの効率化な

どが求められています．NTTグループ

では，省エネルギー技術として，ICT

機器や通信ネットワークの低消費電力

化（2），通信ビルやデータセンタ内を直

流で給電する直流給電（3）技術の開発

を進めてきました．

また，最近では，サーバやネットワー

クの仮想化技術の普及が進み，ICT機

器の熱・電力負荷が大きく変動するこ

とが想定されています．ICT機器に給

電する電力やICT機器からの排熱を冷

却する空調の効率を向上させるために

は，CPU使用率やトラフィック量など

の処理負荷変動に追随して，これらの

消費電力を制御する技術が不可欠で

す．このような課題を解決する技術と

して，空調－ICT機器間で連携して最

適制御するDEMS（Data center Ener-

gy Management System）（4）につい

ても研究開発を進めています．

（2） 蓄エネルギー技術

情報通信サービスは，平常時だけで

なく非常時にも継続的サービスを提供

することが求められています．NTTグ

ループでは停電時にも情報通信サービ

スを継続できるよう，電力をバック

アップする電源を保有しています．

バックアップ電源システムの長時間

駆動，省スペース化，低コスト化など

を実現する通信用高エネルギー密度蓄

電池の研究開発に取り組んでいます．

（3） 創エネルギー技術

東日本大震災以降，商用電力に頼

らず，低炭素でクリーンなエネルギー

を創る（発電する）技術の重要性が高

まっています．NTT環境エネルギー研

究所では，創エネルギー技術として，

高効率な固体酸化物型燃料電池

（ SOFC: Solid Oxide Fuel Cell）

などの発電技術の研究開発を進めてい

ます（5）．

2012年７月には再生可能エネルギー

買取制度が施行され，太陽光発電や

風力発電などの再生可能エネルギーの

利用は，今後急速に普及すると考えら

れています．太陽光発電や風力発電な

どの再生可能エネルギーは，天候や気

象条件によって，その発電量は大きく

変動します．再生可能エネルギーを有

効利用するには，これらの再生可能エ

ネルギー（供給側）の発電量と通信ビ

ルやデータセンタなどの需要側のエネ

ルギー消費量を把握・予測し，最適制

御することが必要です．これらの機能

を持ち，かつ，安定的に一元管理する

統合化PCS（Power Conditioning

System）技術についても，研究開発

を進めています．

図４に，これらの技術を発展的に拡

張する通信ファシリティのエネルギー

マネジメント高度化計画を示します．

ビル全体や機器ごとの電力や温度など

の情報を見える化する動きは急速に広

まっています．NTT環境エネルギー研

究所においても，エネルギー需要状況

を見える化し，DEMSや直流給電な

どの技術を用いて需要側電力を最適制

御，省エネルギー化する取り組みを行っ

ています．さらに，蓄電池や太陽光発

電などの発電装置を組み合わせ，需

要・供給側の双方向で広域にエネル

ギーを最適制御を行うことで，24時間

図３　サステナブル・インフラのイメージ 
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365日つながり続けるサステナブル・イ

ンフラを実現することを目指してい

ます．

■グリーン・インフラ技術

NTTグループでは，情報通信サービ

スを提供するために，ICT機器，電

柱，通信ケーブルなどの数多くの設備

を保有しています．これらの設備は，

耐用年数の経過や新サービスの提供な

ど設備更改に伴い，撤去する必要が生

じます．その廃棄物量は年間約80万

トンで，撤去した設備については，リ

ユースやリサイクルを推進し，ゼロ・

エミッションを達成しています．NTT

環境エネルギー研究所では，さらなる

省資源化を実現するため，①保有する

設備・機器を長く利用する技術（長

寿命化技術），②保有する資源を高付

加価値で再利用する技術（リサイクル

技術）を中心に，研究開発に取り組

んでいます．例えば，材料レベルでの

劣化メカニズムを解明し，延命化技術

や，塩害リスクなどの劣化リスクの可

視化（6），さらには，通信設備の製造段

階・廃棄段階でも省資源化となるよ

う，長寿命化設計する技術，機器を

容易に解体し，レアメタルなどを簡易

に取り出せるリサイクル技術などの研

究開発を進めています．

ICTの利活用による社会全体の

環境負荷低減

ICTサービスは，サービスを提供す

るにあたりエネルギーを消費するもの

の，ICTを利活用することで生産活動

の効率化，人やモノの移動の削減が可

能となり，社会全体のエネルギー消費

やCO2排出を削減する効果が期待され

ています．私たちはその効果を定量的

かつ客観的に評価・見える化する手法

であるICTサービスの環境影響評価技

術を確立し，国際標準化を進めてきま

した（7）．この技術を用いて，「ソリュー

ション環境ラベル」（8）制度など，NTT

グループの環境施策を推進・支援して

います．

今後の展望

本稿では，NTT環境エネルギー研究

所の研究開発とその取り組みについて

紹介しました．

企業の社会的責任として，BCPや

サステナブル社会の重要性が改めて認

識されています．今後も24時間365日

つながり続けるサステナブル・インフラ

の実現に向けた技術開発を推進してい

きます．
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省エネ・電力の安定供給を実現するエネ
ルギーマネジメント技術，省資源化に貢献
するグリーン・インフラ技術の研究開発を
通じて，NTT環境エネルギー研究所では，
サステナブル社会の実現に貢献します．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
企画担当
TEL 0422-59-4851
FAX 0422-59-5681
E-mail ene-env-lab lab.ntt.co.jp
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