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カーボンニュートラルへの取り組
みは多くの企業にとって喫緊の課題
だ。国・地域や業界によっては、企
業に対し環境関連情報の開示も求め
られている。まず現状を把握するた
め CO2排出量などの環境データを
「見える化」することが重要だ。
NECは 10年ほど前から国内外拠
点の環境データを効率的に収集し可
視化するソリューションを提供して
おり、このニーズに応えている。

NECのカーボンニュートラルに向
けた取り組みは多岐に渡る。たとえ
ば 2022年度は本社ビルやデータセ
ンター（以下、DC）で再生可能エネ
ルギー活用を 100％にする予定だ。
また、余剰電力を集めて供給可能に
する、いわゆる仮想発電所の実現に
欠かせないリソースアグリゲーショ
ン（以下、RA）クラウドサービスを
提供しており、2021年にスタート
した電力の需給調整市場に自らも
RA事業者として参入している。
しかし既存の取り組みだけでは十
分ではないとして、池谷氏は次のよ
うに語る。

「企業による CO2排出のう
ち、自社での直接排出とエネル
ギー利用に伴う間接排出の比
率は非常に小さく、サプライ
チェーンにおける他社や顧客
企業、消費者による間接排出が
およそ 80%～ 90％と、大半を
占めるという実体があります。
そのため我々のお客さまであ
る先進的な企業の多くが、『企
業単体ではなくサプライチェーン全
体で取り組む必要がある』という課
題感をお持ちです。」

この課題の解決に向け NECが注
力しているのが AI/ICTを活用した
エネルギー利用や CO2排出の最適化
だ。同社はこれを“Green by ICT”や”
AI/ICT 技 術 に よ る Green Trans- 

formation”と表現している。
主な取り組みの 1つとして現実

世界にあるモノをデジタル空間上に
再現する「デジタルツイン（以下、
DT）」の活用が挙げられる。膨大な
センサーで世の中の環境情報を収集
し、DTを構築してさまざまなシミュ
レーションを実行する。そうして得

た知見を再び現実世界にフィード
バックする形で最適化を行うという
ものだ。
「現段階では産業や地域、目的に
応じて DTを構築・活用する取り組
みが進んでいます。配送や配車を効
率的に行うといった問題の最適解を
見つけ出すことは、NECの得意分
野です。技術開発に注力している量
子コンピューティングも、組み合わ
せ問題の最適解を見つけるのに適し
ています。最終的な目標は、サプラ
イチェーン全体でエネルギー利用や
CO2排出の最適化を実現すること
です。個々の DTをつなぎ合わせ、
社会／個人／環境のすべての世界を
可視化し、AIでシミュレートする
ことによって、リアルタイムな最適
化を行っていく方針です。これを

近年、サステナブルな社会の実現に取り組むことが企業にも強く求められている。特にカーボンニュートラルは重要なテ
ーマであり、NEC も 2050 年までの達成に向けたコミットを宣言している。その同社の取り組みは AI/ICT によるカーボ
ンニュートラルと、ICT そのもののグリーン化という 2 本柱から成り、いずれも IOWN が重要な要素となっている。

6 Green by ICT/Green of ICTによるカーボンニュートラルを目指して

カーボンニュートラルの実現に向けた
NECの取り組みとIOWNの密接な関係

NEC グローバルイノベーションユニット 

（左）執行役員 山田 昭雄氏

（右）事業インキュベーション本部長　池谷 彰彦氏

カーボンニュートラルに向けた
CO2 排出の現実と課題

Green by ICT：AI ／ ICT に
よるカーボンニュートラル



23ビジネスコミュニケーション　2022  Vol.59  No.3

特集    IOWN社会実装に向けたNECの取り組み特集    IOWN社会実装に向けたNECの取り組み

“オーバーレイDT”と呼んでいます。
ここで NTTの IOWN構想における
APN（All Photonics Network）が重
要な役割を果たします。オーバーレ
イ DTの実現にはリアルタイムに大
容量の通信を行えることが欠かせな
いためです。APNがそれを可能に
すると考えています。」（山田氏）
社会全体での最適化に向けた取り
組みは、政府や自治体のデジタル化
が進む欧州で先行して進むことが予
想される。NECはその欧州で拡大
するデジタルガバメント事業に注力
しており、企業買収も行っている。
例を挙げると、2019年に買収した
デンマーク最大手の IT企業 KMD

社は、環境情報の見える化に関する
ソリューションを提供している。こ
うした取り組みを足がかりにしてい
く方針だ。

カーボンニュートラルの実現に
ICTが役立つ一方で、ICTインフラ
そのものの CO2排出量が大きいと
いう問題もある。「2030年には全
世界の電力需要の 21%を ICTイン
フラが占有する」という予測※ 1も
あるほどだ。このうちの大半はネッ

は電気と光で構
成されている NW

を、オール光の
APNに置き換え
ることができれ
ば、ICTインフラ
の消費電力を半
減できると見込
まれている。
このほか、超
低消費電力であ

りながら大容量・超高速な通信を可
能にする次世代の無線通信 NW、い
わゆる“Beyond 5G”に関する技術
開発、またリサイクルしやすい素材
のような革新的な素材の開発（マテ
リアルズ インフォマティクス）、と
いったように、さまざまな取り組み
が進められている。

「AI／ ICTによるカーボンニュー
トラル」、「ICTそのもののグリーン
化」のいずれも IOWNとの関係が
深い。
「カーボンニュートラルの実現に
向けた取り組みは、IOWNの重要
性や我々にとってのメリットを象徴
するものでもあります。まず、我々
は IOWN構想における APNの実現
に向け、デバイス開発などに取り組
んでいます。一方でオーバーレイ
DTの実現には APNが不可欠です。
このように IOWN構想の実現に貢
献する一方で、IOWNのメリット
を活かして新たな価値を創造してい
く考えです。」（山田氏）

トワークと DCにおける電力消費に
起因する。NECはこの課題解決に
も取り組んでいる。これが図 1の
下半分に相当する“Green of ICT”
だ。Green of ICTに関する取り組み
は、大きく 2に分けることができる。
1つは「O-RAN（オープンな無線ア
クセス NW）／ ICTインフラの省
電力化」だ。
「今後の NWアクセスは無線が主
流になっていくと考えられます。そ
の消費電力を削減するため、End to 

Endで ICTインフラの最適制御に取
り組みます。どこでも無線通信が利
用できるようになった世界では、現
在のようにエキスパートが調整して
効率的に ICTインフラを運用するこ
とは困難でしょう。ICTインフラの
運用が自律的に行われる必要があり
ます。そのため基地局リソースを自
律的に最適化する技術の開発にも取
り組んでいます。また、DCでは
ICT機器の冷却に大量の電力を必要
とするため、冷却システムや新たな
冷媒の開発にも取り組んでおり、DC

における空調電力を半減させること
を目指しています。」（山田氏）
もう 1つは「革新的な ICTイン

フラ・デバイス」の開発だ。ここで
も IOWNが重要な鍵となる。現在
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図 1　Green by ICT と Green of ICT で社会全体を牽引
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