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次世代エネルギー技術グループで
は、持続可能な社会の実現に向けて、
圧倒的にクリーンかつ無尽蔵なエネ
ルギー源である、フュージョンエナ
ジーと宇宙太陽光発電という 2つ
のテーマに取り組んでいる。
フュージョンエナジーとは、太陽
をはじめとする宇宙の星々が生み出
すエネルギーであり、核融合炉を用
いて太陽で起きている現象を地上で
再現し、発電等に使用することをめ
ざしている。
この技術の実現に向けて、ITER

（In ternat iona l Thermonuclear 

Experimental Reactor）計画と呼ば
れる超大型国際プロジェクトが、日

本・欧州・米国・ロシア・韓国・中
国・インドの 7極により進められ
ており、2025年の運転開始をめざ
して南フランスにて準備が進められ
ている。我々は IOWN（Innovative 

Optical and Wireless Network）技術
を核融合炉の制御に適用することに
よって、核融合の安定運用や解析技
術の向上、サイバー空間上に核融合
炉を再現し未来予測を行うことに
よって、より高度なシミュレーショ
ンや制御技術の飛躍的な向上に寄与
できると考えている（図 1）。
次に宇宙太陽光発電は、上空
36,000kmの静止衛星軌道上で太陽
光発電を行い、そのエネルギーを地
上にレーザーなどで送るというコン
セプトである（図 2）。2030年以降
の実用化をめざして、宇宙航空研究

開発機構などを中心に研究開発が進
められており、実現すれば無尽蔵の
エネルギーを、ほぼ 24時間 365日
利用することが可能となる。我々は
宇宙太陽光発電で必要となるワイヤ
レスパワー伝送技術を活用し、まず
は地上で、ドローンなどのモビリ
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図 1　核融合炉の最適オペレーション技術
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図 2　宇宙太陽光発電技術
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ティへの給電による長時間運転や、
避難所や離島への非常用給電の実現
をめざしていく。更には宇宙空間に
ける衛星間や、太陽の陰になる月面
での電力供給などへの適用なども視
野に入れ、研究開発を進めていく。

エネルギーネットワーク技術グ
ループでは、再生可能エネルギーの
地産地消（自産自消）をめざし、安
心・安全な直流グリッドをベースと
した仮想エネルギー需給制御技術と
次世代エネルギー供給技術のテーマ
に取り組んでいる。
仮想エネルギー需給制御技術は、
電力消費と発電・蓄電の情報を仮想
空間に写像し、仮想空間における統
合的な自律制御による需給調和の確
立をめざしている。2050年のカー
ボンゼロに向け太陽光発電など再生
可能エネルギーの大量導入に対する
期待が高まる一方で、再生可能エネ
ルギーは天候の影響により発電量が

流給電システムを採用しており、直
流駆動の通信装置にダイレクトに電
力を供給するため、変換段数が少な
いことから高効率であり、また蓄電
池と直流バスが直結していることか
ら極めて高信頼なシステムである。
この NTTの通信ビルを起点とし、
周辺地域の需要家と直流で結び、直
流マイクログリッドを構築すること
で、効率の良い電力融通と停電しな
い供給システムが可能となる。通常
時においては、周辺地域での再生可
能エネルギーで発電した電力が余剰
となった場合には、NTTビルの蓄
電池に効率良く貯め、災害時等にお
いては電力会社からの電力供給が途
絶えても蓄電池や EVの蓄電池と、
再生可能エネルギーを組み合わせ電
力融通する。災害は台風や地震、雷
等に加え、電磁パルスや太陽フレア
増大による宇宙線によるリスクに対
応可能な供給システムを確立する
（図 3下段）。
これら二つの技術により、集中管
理型のエネルギーネットワークか

大きく変動するため、消費電力量を
柔軟に調整して変動を吸収すること
が求められる。特に NTTの通信ビ
ルやデータセンタは全国に点在して
おり、トータルのボリュームも大き
いため、効果的な需給調和が可能と
なる。例えば、再生可能エネルギー
の電力が不足する地域の通信ビルか
ら余剰となる地域の通信ビルへ、通
信トラヒックやデータの情報処理を
移行させることで、不足する地域の
通信ビルの消費電力を抑制し、余剰
となる地域の通信ビルで電力を吸収
することができる。これら複数の地
域に跨る通信ビル等に対して情報処
理を空間的・時間的に適切に配置し、
再生可能エネルギーを余さず効率的
に活用することで、クリーンな社会
の実現に貢献していく（図 3上段）。
次に、次世代エネルギー供給技術
では、電磁パルスや太陽フレア等の
影響に対しても電力供給が途絶えな
い直流システムを活用したレジリエ
ントな供給システムの確立をめざし
ている。NTTの通信ビルでは、直
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期を早め（早期成長）、長く維持さ
せる（長寿命化）ことを目的として、
ゲノム編集技術や育種・育成環境の
制御技術の有効性を探っている。健
全な植物や藻類を短期間かつ低コス
トで成長し、健全な植生で構成され
る森林や湿地・海草藻場の面積を増
加させることができれば、大気中の
CO2量を自然の力で削減できる。
さらに、植物や藻類の 1個体あた
りの光合成効率も、前述のゲノム編
集や育種・育成によって向上できれ
ば、地球規模での CO2削減効率も
大幅に向上すると考えている。
しかし、炭素を長期固定し、光合
成能力の高い樹木の植物等は、ゲノ
ム編集等の効果的な手法の選定に時
間がかかり、その効果の検証にも時
間がかかる。そこで、IOWNを構
成する技術の１つであるデジタルツ
インコンピューティングをフルに活
用して、仮想空間上に植生モデルと
育成環境モデルを構築し、仮想的な
育成シミュレーションを実現するこ
とで、短期間で検証できる仕組みを
取り入れていく予定である。これが
実現できれば、種や苗の段階で病害
リスクの少ない育種を選別にも応用
できると期待している。

化還元機能にいかに効率的に活用で
きるかである。2つ目の課題は、実
験室環境（用意された制御可能な環
境）で実現できた性能を、制約条件
が加わる実環境において性能劣化さ
せずにシステム実装できるかであ
る。3つ目の課題は、電気化学反応
に用いる材料や原料となるガスを、
社会実装に耐えうるレベルで、安全
且つ簡単に取り扱えるようにする安
全設計手法である。単に、効率だけ
を追い求めるのではなく、これら 3
つの課題を同時に解決する最適解を
探索することで、早期実証・実用化
を実現したいと考えている。
取り組みの 2つ目は、ゲノム編

集や育種・育成環境の最適制御によ
り、植物及び藻類の持つ光合成機能
を最大化させる生物学的 CO2変換
技術の研究である。この 30年で、
地球上の森林面積は増加傾向にある
が、温暖化や人為的な伐採により、
その多様性や健全性は低下している
という報告がある。これは、その森
林を形成する植生とそこに住む生物
の共生や、共存に必要な光合成や分
解等の役割分担が円滑でないことを
示唆していると解釈できる。そのた
め、生物学的 CO2固定技術では、
植物や藻類が健全に光合成を行う時

ら、自律分散協調型のエネルギー
ネットワークへ移行し、クリーンか
つ超レジリエントな社会の実現に貢
献する。

持続可能な社会の実現に向け、環
境負荷の１つである二酸化炭素
（CO2）の大気中濃度を削減すること
が求められている。そのため、省エ
ネによる CO2排出量の削減に加え
て、大気や排気中に含まれる CO2を
分離・回収する物理化学的方法や、
植物・藻類を活用した生物学的な固
定法及び海中や地中に隔離・蓄積す
る固定法の研究が行われている。
NTTは、CO2を含む環境負荷をゼロ
からマイナスにすることで、地球環
境の再生に貢献するサステナブルな
システムの実現と社会実装をめざし
ており、ここでは、CO2固定を目的
とする 2つの取り組みを紹介する。
取り組みの１つは、通信用デバイ
スに用いる半導体技術や燃料電池等
に用いる触媒技術を応用し、電気化
学的手法を用いて CO2を炭素化合
物に変換する CO2変換技術（いわ
ゆる人工光合成）である。電気化学
的手法の利点は、植物の光合成のよ
うに、太陽光等の自然由来のエネル
ギーを活用して C1化合物を生成す
ることで、様々な場所で人工的な
CO2固定が可能となる点であり、例
えば、宇宙ステーションで生命維持
や CO2循環の仕組みとして活用す
ることもできる。
電気化学的手法の主な課題は 3
つあり、１つは、CO2固定能力を
向上させるため、自然由来の光・電
磁エネルギーを、半導体や触媒の酸
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