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環境エネルギー技術開発の組織横断的な取組み

でも、なかなか成果を挙げられませ

ん。そこで2013年度の初めに、これ

らの技術課題に研究所を超えて取り

組むため、「コンバージェンス委員会」

「オペレーション委員会」「環境エネ

ルギー委員会」の３つの委員会が設

立されました。コンバージェンス委

員会の委員長には、ネットワーク基

盤技術研究所の高木所長、オペレー

ション委員会の委員長には、ネット

ワークサービスシステム研究所の渡

部所長、そして環境エネルギー委員

会の委員長には私が就任しています。

今後は、この３つの委員会を軸に

将来ネットワーク技術群を検討して

いくことになります。

―環境エネルギー委員会には、現

在、どのようなメンバーが参加して

いるのでしょうか。

上西 かなり組織横断的なメンバー

で構成されています。

まずは、情報ネットワーク総合研

究所に所属する全研究所です。つま

り、環境エネルギー研究所、ネット

ワーク基盤技術研究所、ネットワー

クサービスシステム研究所、アクセ

スサービスシステム研究所です。

さらにNTTファシリティーズの

研究開発本部やNTT研究企画部門

プロデューサも参加しています。

―委員会の具体的な取組みについ

ておうかがいする前に、環境エネル

ギー分野でNTTグループが取組む

べき課題とは何かについて教えてく

ださい。

上西 これまでの環境関連の取組み

は、企業のCSRという側面、つま

り社会貢献活動という色彩が強いも

のでした。地球温暖化対策のために

CO2削減に取り組んだり、資源リサ

イクル、生物多様性の維持などに取

り組んだりするといった長期的な視

点での活動がこれに当たります。も

ちろん、そうした取組みはこれから

も重要です。しかし、喫緊の課題と

なるのが、年々上昇する電力料金へ

の対処、つまり消費電力の削減です。

NTTグループの2012年度の年間

総消費電力量は約86億KWhにのぼ

ります。この消費電力量は日本全体

― 2013年に情報ネットワーク総

合研究所内に環境エネルギー委員会

が設立されました。設立の経緯につ

いてお聞かせください。

上西 情報ネットワーク総合研究所

では、我々が「大玉」と呼んでいる将

来ネットワークの実現に向けた研究開

発を進めています。将来ネットワーク

に関する研究テーマには、重要な３つ

の技術課題があります。一つは、固

定・移動を融合し、さまざまなサー

ビスや機能を統合した「コンバージ

ェンスネットワーク」の実現、二つ

には、そのネットワークを効率的に

保守・運用する「オペレーション技

術」の実現、そして最後が、環境負

荷が低く、エネルギー効率が高い持

続可能なネットワークであるサステ

ナブルネットワークを実現する「環

境エネルギー技術」の実現です。

こうした３つの技術課題には、

個々の研究所がバラバラに取り組ん

環境エネルギー分野の課題に
研究所を超えて取組み
サステナブルインフラを実現
あらゆるものを「つなぐ」ことができる情報ネットワーク社会基盤の発展を目標に研
究開発を続ける、NTT情報ネットワーク総合研究所。同総合研究所は、環境エネル
ギー分野の課題について組織横断的に取り組むため、2013年に「環境エネルギー委
員会」を設立した。同委員会では、総合研究所配下の研究所群の研究テーマを横断し
て、将来のネットワークや通信ビルなどに資する環境エネルギー技術のあるべき姿の
設定と、それに向けた実践プロジェクトを主導する活動をしている。委員長を務める
環境エネルギー研究所の上西所長に、同委員会の取組み内容についてうかがった。

NTT環境エネルギー研究所

所長上西祐司氏
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の商用電力の約１％を占めるに至っ

ています。ご存じの通り、震災を契

機に、日本の電力は化石燃料への依

存度を高めています。化石燃料の価

格は上昇し続けており、電力料金も

それに伴って上がっています。例え

ば、家庭の電力料金は震災前に比べ

て数割程度値上がりしています。さ

まざまな努力によってグループの消

費電力量自体は減少しているのです

が、それ以上のペースで電力料金が

上がっているため、2010年に比べ

ると2012年の電力料金は14％も増

加してしまいました（図１）。これ

は、NTTグループの短期収支にと

って無視できない状況です。

また、NTTグループのCO2排出

量は、年間440万トン以上と多量で

す（図２）。そのうちの約95％が電

力起因ですから、消費電力削減は、

CO2削減に直結します。地球温暖化

対策という意味からも省電力化は非

常に重要です。

―委員会が現在掲げているミッシ

ョンには、どのようなものがあるの

でしょうか。

上西 環境エネルギー委員会がスコ

ープに入れるのは、前述した喫緊の

課題や、地球温暖化などの長期的な

課題に資する技術です。

具体的には、ネットワークシステ

ムの総電力削減やエネルギーマネジ

メントの高度化、再生可能エネルギ

ーをはじめとする創エネ技術や蓄エ

ネ技術との連携によるエネルギー自

給率の向上、資源リスクに順応する

省資源化技術、さらに通信設備環境

の外乱対策技術などの環境エネルギ

ー技術による「24時間365日つなが

り続ける」サステナブルインフラの

実現といったものを、委員会のミッ

ションと位置付けています。

これらのミッションを達成するた

めに、図３に挙げた６つの技術群に

取組んでいきます。

― 6つの技術分野での取組みを、

それぞれ簡単に教えてください。

上西 電源関連技術としては、直流

給電技術のほか、太陽光発電や燃料

電池などによる創エネ技術や蓄エネ

技術について、バックアップだけで

15ビジネスコミュニケーション 2013 Vol.50 No.12

ＮＷ 

通信ビル 
通信インフラ 

空調 

給電 

ONU MDF

ONU

ONU

ONU

ONU

（4）NWアーキテクチャ／ 
 NW装置での省電力化 
 技術 
  ・装置の統合削減による 
　 電力削減 
  ・装置の電力削減 

（1）電源関連技術 
 ・給電技術 
 ・創エネ・蓄エネシステム技術 

（2）空調関連技術 
 ・気流制御技術 

（6）外部環境対策技術 
 ・EMC*技術/ソフトエラー試験技術 
  *EMC：Electromagnetic Compatibility（電磁的両立性） 

（5）省資源に資する技術 

（3）NW装置と電源・空調の運用連係技術 
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ープでは、設備更改の際のリユース

やリサイクルの推進によるゼロ・エ

ミッションを達成していますが、延

命化・長寿命化によって、さらなる

省資源化を実現していきます。

外部環境対策技術分野では、雷や

電磁波、宇宙線といった外部環境の

通信機器への影響を防止する技術

や、プロセッサ・基板の微細化に伴

い増加が予想されるソフトエラーへ

の対策技術などを開発しています。

―委員会では、どのように各研究

所のR＆Dを主導していくのでしょ

上西 具体的なR＆D推進に当たっ

ては、開発目標である「To Be像」

を委員会で設定すると共に、委員会

の中に実践ワーキンググループを設

置して、実フィールドでの技術検証

をするという２本柱で進めます。

最初にあるべき全体像を委員会で

描き、それに必要な環境エネルギー

関連技術を各研究所に研究開発して

もらいます。研究開発の優先順位や

開発期限を決めるなどのマネジメン

トも委員会で実施します。

実践ワーキングについては、まだ

キックオフ段階で具体的には作業を始

めていませんが、武蔵野R＆Dセンタ

ーなどの実際に従業員が業務に従事し

ている実フィールドに、我々の開発し

た技術や装置を適用して、自分たちで

それを体感できる環境を作っていきた

いと考えています。それによって、よ

り良い製品や研究開発に結びつくフィ

ードバックを素早く得られるようにな

ると期待しています。

また、「レトロフィット」という

言葉があるように、これからは既存

設備をいかにエネルギー効率化する

か、あるいは既存設備にどのような

タイミングで新しい技術を入れてい

くかについてのノウハウや知見が重

要になってきます。実践ワーキング

によって、そうしたレトロフィット

に役立つノウハウや知見が得られる

のではないかと考えています。

実践ワーキングにはグループ外の

企業にも幅広く参加してもらうつも

りです。我々はあくまでもキャリア

であってベンダーではありませんの

で、事業導入の際には市場から機器

を調達してシステムを組みます。そ

うした機器メーカーやベンダーなど

に参加してもらうことで、スピード

感のある開発が実現できるはずです。

―最後に、今後の抱負をお聞かせ

ください。

上西 環境エネルギー委員会では、

環境エネルギー研究所をはじめとし

た各研究所と連携の上、エネルギー

や資源に関する経営リスクを低減す

るために、環境エネルギー視点から

の将来の「To Be像」の作成と、そ

の実現に向けた技術実証をこれから

も進めていきます。

ニーズや外部動向をしっかり捉

え、オープンイノベーションの考え

方でスピーディに、NTTグループ

の事業におけるエネルギー効率向上

や資源効率向上を目指して技術開発

を推進していくつもりです。

―本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：末安泰三）

はなく常用も視野に入れた研究開発

を進めています。電力の発生から供

給までを視野に入れ、電力の安定供

給や停電耐力向上、さらには電力自

給率向上なども実現したいと考えて

います。直流給電技術については、

ビジネスフェーズへの移行が進んで

おり、事業会社がデータセンターに

採用したり、実証実験をしたりする

事例が増えています。

空調関連技術分野では、通信ビル

のエネルギー効率向上を目指した空

調技術を開発しています。例えば、

装置の排熱口や冷気取入口にディフ

ューザと呼ばれる整流板を設置して

気流を制御することで、冷却効率を

高める技術などを開発しています。

ネットワーク装置と電源・空調の

運用連係技術分野では、ICT機器の

処理負荷変動に追随して、給電や空

調を最適化するための技術を開発し

ています。

ネットワークアーキテクチャ／装

置での省電力化技術分野では、アー

キテクチャのシンプル化による省電

力化を目指しています。より少ない

ノードやサーバでネットワークを構

成すれば、ネットワーク全体の消費

電力を削減できます。同時に、

ONUなどのネットワーク機器を省

電力化する技術も開発しています。

特にONUについては、数が多く、

またグループ内でハンドリングでき

る機器のため、積極的な開発を進め

ているところです。

省資源に資する技術分野では、保

有する設備や機器の延命化・長寿命

化に取り組んでいます。NTTグル
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