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特集

環境負荷低減に向けた
NTT環境エネルギー研究所の取り組み

NTT 環境エネルギー研究所の概要

サステナブル・インフラの実現に向けて
環境エネルギー分野でのＲ＆Ｄを推進
「災害に強く、環境にやさしいサステナブル・インフラ」の実現に向けて、エネルギーマネジメント技術やグリーンマテリアル技術
などの研究開発を進める NTT 環境エネルギー研究所。
同研究所では、電源・回路技術、EMC 技術、電気化学、有機化学分野での知見
をコアコンピタンスに、各要素技術の研究開発に取り組むと同時に、環境アセスメント技術の開発や戦略立案・標準化を推進してい
る。同研究所のミッションや組織体制について紹介する。

2050 年までに NTT グループの
CO2 排出量／廃棄物をゼロに
NTT グループは、1999 年に制定
した「NTT グループ地球環境憲章」

社会の要請

生物多様性

資源枯渇
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新たな電力供給
のしくみ

ＢＣＰ

に基づいて、グループの事業活動と

紙資源削減では、具体的な数値目標
を定めて積極的な活動をしている。

いつでも，
どこでも，
誰とでも
つながる安心と信頼性

災害に強く、環境にやさしいサステナブル・インフラを実現する
（CO2排出量ゼロ、廃棄物ゼロ＠2050年）

みを進めている。重点活動項目と位
置付ける温暖化防止、廃棄物削減、

CSR

TPR運動
NTTグループ電力消費量
（87億kWh）
の削減

人口増加

地球環境保護の両立を目指す取り組

OPEX削減

低炭素社会の実現
循環型社会の形成
生物多様性の保全

大規模自然災害への対処

地球環境問題
地球温暖化

ＮＴＴグループの要請

省エネ・電力の安定供給

省資源・ゼロエミッション

・ICTと空調・電源の連携による電力削減
・エネルギー自給率の向上
（分散電源技術）
・外部環境耐性向上
（EMC）

・長期の信頼性・安全性の確保
・天然資源使用抑制
（3Rの推進）
・燃料のグリーン化

グリーンマテリアル技術

エネルギーマネジメント技術
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例 え ば、 地 球 温 暖 化 ガ ス で あ る

NTT 環境エネルギー研究所のミッション

CO2 の国内排出量については、成

あるが、エネルギーマネジメントの

る社会的要請の高まりを受け、両者

りゆきより 200 万トン以上低減す

推進や、エネルギー効率の高い装置

を総合的に取り扱うため設立された。

ることで、2008 年度の排出量から

の導入といった施策を進めることで

環境研のミッションは、「災害に

15％（60 万トン）以上削減すると

消費電力削減に成功している。具体

強く、環境にやさしいサステナブル・

いう目標を掲げている。

的には、2010 年度に約 87 億 kWh

インフラ」を実現することである。

NTT グループの事業活動で排出

だったグループ全体の電力消費量

このミッションを達成するために、

される CO2 の 9 割以上はオフィス

を、2013 年度には約 85 億 kWh ま

エネルギーマネジメント技術領域で

や通信設備で使用する電力に起因す

でに削減した。

は「省エネ・電力の安定供給」、グ

る。そのため、CO2 を削減するに
は省電力化を進める必要がある。
そこで NTT グループは 1997 年

こうした取り組みを支える技術を

リーンマテリアル技術領域では「省

研究開発するのが、2002 年に設立

資源・ゼロエミッション」という目

された NTT 環境エネルギー研究所

標を掲げて研究開発を進めている。

から、
「TPR（トータルパワー改革） （以下、環境研）の役割である。

そしてそれらの研究開発成果を生か

運動」と名付けた使用電力量削減活

環境研の前身は、エネルギーに関

し、NTT グループの事業活動によ

動に取り組んでいる。通信回線の高

する基礎研究をする「通信エネルギ

る CO2 排出量と廃棄物を 2050 年

速化や、モバイル端末の普及による

ー研究所」と、環境に関する基礎研

度までにゼロにすることを目指して

トラフィック増大、事業領域の拡大

究をする「生活環境研究所」である。

いる。

などに伴って消費電力は増加基調に

地球環境保護や省エネルギーに対す

34

ビジネスコミュニケーション

2015 Vol.52 No.2

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

中心に事業化を進めている。

4 つのプロジェクトチームで
幅広い研究開発を実施

グリーンマテリアル PT は、設備

エネルギーシステム PT は、省エ

の長寿命化や省資源化、廃棄物リサ

ネルギー化を実現するエネルギーマ

イクルのためのグリーンマテリアル

環境研の組織構成図を図 2 に挙

ネジメント技術の研究開発を進める

技術の研究開発を手がけるプロジェ

げ た。
「 環 境 推 進 PT」
「第一推進

プロジェクトチームである。具体的

クトチームである。NTT グループ

PT」「エネルギーシステム PT」
「グ

には、通信用電源の信頼性向上や効

の事業活動の「製造」
「使用」
「廃棄」

リーンマテリアル PT」の 4 プロジ

率的な給電のための技術開発、デー

の各フェーズにおける現用コストの

ェクトチームで、図 3 に挙げた技

タセンターのエネルギー管理システ

半減と、完全循環型新構造材料への

術などの研究開発を進めている。

ムである DEMS（Data center Energy

移行で廃棄物ゼロを実現することを

環境推進 PT は、NT T グループの

Management System）の研究開発な

目指して研究開発を進めている。ま

環境課題解決や施策提案における技

どを行っている。また、通信装置な

た、革新的な蓄・発電材料や、人工

術的な支援をするプロジェクトチーム

どの各種装置を電磁波や雷などから

光合成などの CO2 固定化を実現す

である。具体的には、① 2020 年の

保護するための EMC（電磁両立性）

るグリーン材料を開発する研究開発

エネルギー目標達成に向けた環境エ

技術の研究開発も進めている。

も進めている。

ネルギー技術戦略の策定、②戦略立

PT:Project Team
DP:Development Project
G:Group

環境エネルギー研究所

案・推進の仕組みづくり、③環境影

環境推進ＰＴ

響評価技術によるグループの環境経

環境エネルギ−戦略
（環境経営・アセスメント、電力グランドデザインなど）

第一推進ＰＴ

営推進、④ポスト 2020 年の環境ビ

電力システムDP

エネルギー応用システムDP 電力プロファイル技術の事業化

ジョンの策定、などを実施している。

エネルギーシステムＰＴ

第一推進 PT は、研究所での開発
成果をタイムリーに商用化するため

エネルギー供給方式G

給電技術・分散電源技術の研究開発

エネルギー最適化制御G

DEMS、CEMS関連技術の研究開発

電磁環境技術G

の プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム で あ る。

グリーンマテリアルＰＴ

2015 年 1 月時点では、HVDC（高

通信EMC技術の研究開発

エネルギー材料G

図2

電技術や、電力プロファイル技術を
環境エネルギー技術の標準化

NTT 環境エネルギー研究所の組織構成図
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研究開発を進める主な技術項目
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