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Carbon Neutral への 2つの方向性

1.RE-100
➢ Renewal Energy 100%
➢ 再生可能 発電源 との連携

2.EP-100 
➢ Energy Productivity 100%
➢ 『生産性向上』という 日本のお家芸です。
➢ こちらは、200%でも 1,000%でも !!!

➔ EP-x00 へ !!

By Digital Twin
with Data Center



～ 新しい 三方良し ～

① 脱炭素
② 価値創造(DX)
③ 災害対策(BCP)
④ {時間と資源の}無駄削減(dx)
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ばらばらに
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投資。。。
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ひと粒で
4度美味しい
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～ 新しい 三方良し ～

① 脱炭素
② 価値創造(DX)
③ 災害対策(BCP)
④ {時間と資源の}無駄削減(dx)



2011年東日本大震災の頃; “Computer-Go-To-DataCenter” 
データセンターに関する東京都 環境局 との関係
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1. 2008年：大量の電力を消費するので、悪魔のような邪悪な存在だ。
(*) 東京都から出て行け優良産業を失ってしまうこと気づいていなかった

2. 2010年：トータルには電力消費量の削減に寄与する良い奴なんだぁ。
(*) {おまけ}：オンライン会計で、脱税も減らして税収の増加に寄与するのかな。

3. 2012年頃
① DCが 3.11での日本経済の崩壊を防いだ！

(*) 日本品質の建築・設備の耐震性も証明

②地球温暖化ガス(CO2 ) 環境条例で、

データセンターに例外規定を適用。

③事業所の電力使用量の削減に、

データセンター(15%削減)と

クラウドサービス(40％削減)

を使うことを推奨。



Google
• 企業や自治体がオンプレミスからGoogle Appsに移行することで最大85％の省
エネ効果を達成できると、グーグルが試算している。

• グーグルは2021年6月27日、企業や自治体がオンプレミスからGoogle Apps
に移行することで最大85％の省エネ効果を達成できるとする試算結果をブログ
で紹介した。「クラウドサービスの利用で作業効率の向上に加え、エネルギー
消費量や二酸化炭素の排出量の減少とコスト削減につながる」としている。

• 試算によれば、企業や自治体がメールシステムをオンプレミスからGmailに移
行することで、最大80倍のエネルギー効率が得られるという。さらにオフィス
アプリケーションを含めてオンプレミスからGoogle Appsに移行すれば、省エ
ネ効果は65～85％に達するとした。

• 同社によると、1万7000人の「Google Apps for Government」ユーザーが
いる米国一般調達局（GSA）ではオンプレミスからの移行で二酸化炭素排出量
が85％削減され、年間想定では28万5000ドルのコスト削減効果につながっ
たとしている。

デジタル化による炭素排出量大幅削減



Google
• 米グーグルは同社における「脱炭素」の進捗状況を20214月20日（米国時間）に発表した。
2030年までにデータセンター（DC）やオフィスなどを二酸化炭素（CO2）を排出しない
カーボン・フリー・エネルギーで24時間365日運営する目標を掲げており、既に5カ所のDC
でその目標をほぼ達成したとする。

• 進捗状況はスンダー・ピチャイ最高経営責任者（CEO）名義のブログで発表した。グーグ
ルは脱炭素の取り組みを3つのステップに分類している。

① 第1ステップは自社が排出するCO2に相当するカーボンオフセット(CO2排出権)を購入
する「カーボンニュートラル」で、グーグルは07年になし遂げた。

② 第2ステップは同社の年間電力使用量に相当する再生可能エネルギーを購入する
「100%リニューアブル（再生可能エネルギー）」で17年に達成した。

【クラウド型データセンターが都会から疎開可能になった!!】
➔ DataCenter-Go-to-RenewalEnergyPowerPlant(REPP)

③ そして第3ステップとしてDCやオフィスが消費する電力を常時クリーンエネルギーで
まかなう「24/7 カーボンフリー(24時間365日脱炭素)」を30年までに達成する。

2021年4月23日



つまり、、、

Internet of Things (IoT)

Physical First with Digital Twin

⇩
Internet of Functions (IoF)

Cyber First with Digital Twin 
11

ガラ携

スマホ



2010年、中国企業は閉鎖工場の再建など米国製造業へ投資を増加させた。

中国の企業がアメリカの廃工場を復活させ、歓喜が戻ったアメリカ中西部。

本作はその代表的な例として挙げられる中国の巨大企業福耀(フーヤオ)のアメリ
カ進出の裏側を追ったドキュメンタリー。

①デジタル化された工場は、地面からの拘束から解放される。

②既存の{独自技術を用いた}設備の Up Grade は、とても大変。

③ Clean Slateなオープン技術を用いたSmart Factoryは、Up Grade と

引っ越しの障壁が小さい。



Carbon Neutral への 2つの方向性

1.RE-100
➢ Renewal Energy 100%
➢ 再生可能 発電源 との連携

2.EP-100 
➢ Energy Productivity 100%
➢ 『生産性向上』という 日本のお家芸です。
➢ こちらは、200%でも 1,000%でも !!!

Go-to-RE-site
similar to  DC !!!



再生可能エネルギー x デジタルインフラ
1. 大量導入と主力電力化

i. 洋上風力➔加速化を確認(11月30日エネ庁委員会)
ii. 太陽光発電

iii. 水力発電 ・・・経産省・エネ庁では議論されていませんが、、、

2. ノンファーム接続の全国展開 ➔電源確保・提供の迅速化(11月30日委員会)

3. 自家消費・地産地消・自営線の推進 ➔ルール変更(オフサイトPPA)

4. アグリゲータの育成 ➔ Super/Smart City との連携
➔上げDR/下げDR による系統連携の可能性

5. FIT から FIP へ

6. 強靭化対策(災害対策) ➔ Super/Smart City との連携

7. グリーンイノベーション戦略推進会議(with 内閣府、環境省)
i. 水素利用 (①長距離輸送、②農業用アンモニアパイプライン@米国)
ii. 地域循環共生圏(環境省) ➔ カーボン： Positive＝都会、Negative＝地方
iii. 国交省はあまり入っていない。。。

8. クラウド・バイ・デフォルト・・・・➔ デジタル庁でさらに加速







Topology of DC hubs and network (now)



Topology of DC hubs and network (future)

Japan(Hokkaido) is the 
entry point for Europe 

& North America to 
emerging/amazing 

Asia and India 







～ 地球という環境～

実は、光は遅い。。。。
欧米は 200-300 ミリ秒
国内は 30- 50 ミリ秒
ビル内は、 2- 3 ミリ秒



ドイツの会社（BMW)

Non-Criticalな仕事は、
遠いけども、
安い(Cheep)

Green＆Cleanな DC

大事で速い
仕事は

近い場所の
{dark-sideの}DC



アイスランドのデータセンター利用

✓100％再生可能電力(水力＆地熱)の国

✓リアルタイムでの反応は要らない仕事が実はたくさんある

1. 地球に優しい企業

2. 経費削減

3. デジタル化(DX)
a. 効率化

b. 働き方改革

c. 高機能な設計



～ 新しい 三方良し ～

① 脱炭素
② 価値創造(DX)
③ 災害対策(BCP)
④ {時間と資源/産廃の}無駄削減(DX)

デジタルｘネット
が

強力な手段 & 前提
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事例 ① マイクロソフト
品川本社



【引っ越しを契機に】(*)発災直前に引っ越し完了!! 

①サーバはすべてデータセンターへ
②ネットを使った業務

【発災直後】
①業務継続(オフィスには人はいない)
②出社無用＝社員の安全確保

【発災後】
① 全マイクロソフト社のオフィスの推奨モ
デルに

② 女性・障害者支援 by 在宅勤務

日本マイクロソフト社
品川本社ビル

2011年3月11日 東日本大震災 が 発生



【さらに!!!!】

①ライフタイムコスト削減と快適性の共生
by 面倒な大きなコンピュータがいない!!
1.初期入居経費の削減
2.入居中のコスト削減・快適性
3.退去時の現状復帰コストの削減

②危機管理機能の向上 (=BCP) 
1. 知的財産の保護
2. 情報漏洩機会の減少

③エネルギー使用量の削減 (=CSR)
1. スマート・ビル by IoT+クラウド
2. 発熱体のコンピュータ Go-to-DC

日本マイクロソフト社
品川本社ビル

2011年3月11日 東日本大震災 が 発生



～ 新しい 三方良し ～

① 脱炭素
② 価値創造(DX)
③ 災害対策(BCP)
④ {時間と資源/産廃の}無駄削減(DX)

☛ さらに、EP-x00
(*) EP: Energy Productivity



事例 ② 倉庫の受注



資料:Plantec Associates大江社長 31

在庫圧縮で建設コストダウン

クライアントのオーダー 在庫５０億の倉庫を作ってほしい

自社工場近辺に倉庫を建設
在庫を30億に減らして建設コストを40%削減

ITの活用による物流の改善で
欠品率を上げない小さな倉庫はできる

在庫30億の倉庫で建設コストダウン＋効率的 Supply-Chainの構築



資料:Plantec Associates大江社長 32

在庫圧縮で建設コストダウン

クライアントのオーダー 在庫５０億の倉庫を作ってほしい

自社工場近辺に倉庫を建設
在庫を30億に減らして建設コストを40%削減

ITの活用による物流の改善で
欠品率を上げない小さな倉庫はできる

在庫30億の倉庫で建設コストダウン＋効率的 Supply-Chainの構築

【おまけ】
①物流量削減(➔省エネ)
②産廃物削減(➔環境対策)
③上流と下流業者の作業
負担の削減(➔効率)



事例 ③ コンテナ(物流)
インターネット
3Dプリンター



“物流” 3つの大革命

19世紀以前 = 排他的個別網

20世紀後半
(1) 物理的Sharing Economy

コンテナ
パレット
(1956年)

ディジタル小包
(=IP Packet)

20世紀終盤
(2) Cyber空間での

Sharing Economy

2020s =Cyber-First Sharing Economy

生産の大革命

シェアリングエコノミー
1. 物理領域
2. サイバー領域

👇

「モノ」の移動を激減



Summary

1. 新しい 三方良し ＝ 至宝(4方)良し へ
➢デジタルは、 Innovation(新機能)への 機会/ツール
➢一粒で、4回楽しむ !! 

2. デジタルをツールにして、EP-x00 を 狙う べき。
➢ 要は、5S (整理/整頓/清掃/清潔/躾) と 同じ!!

3. Internet of Things ➔ Internet of Functions

(*) デジタル化 ＝ ハードウェアからの自由を獲得
必要なモノ(HW/SW)を自由に結合＆移動可能にすること。
【注意】サイバーセキュリティー対策が必須に

Sharing 
Economy



ご清聴 どうもありがとうございました。

道徳なき経済は罪。 経済なき道徳は寝言。
(二宮 尊徳 氏)

「発明は必要の母」
(Melvin Kranzberg 第2法則)


