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地球に優しいICT基盤の普及と
質の高いインフラ輸出の実現にむけて

プロジェクト実施者：

豊田通商株式会社

株式会社インターネットイニシアティブ

プロジェクト実施期間：
2015年12月23日～2018年10月31日

セミナー開催日：

2020年1月30日(木)
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本日の内容

１．豊田通商株式会社 情報産業部

紹介と海外の取り組み

２．インターネットイニシアティブ

紹介と取り組んでいるサービスについて

３．NEDO実証事業を通じた今後の展開

インターネットイニシアティブ

豊田通商
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豊田通商の会社概要

会社 ： 豊田通商株式会社

本社所在地： 本社(本店) 、東京本社

設立 :   1948年7月1日

代表者 ： 代表取締役 貸谷 伊知郎

資本金 ： 649億3千6百万円

主要株主 ： トヨタ自動車(21.6％)、豊田自動織機(11.1％)
三菱東京UFJ銀行(2.3％)等

従業員数 ： (単体) 3,485名
(連結) 58,565名（2019年3月末）

事業概要 ： 国内卸売、輸出入・三国間貿易取引、事業投資、
保険代理業務等

業績 ：売上高 6兆7,627億円 純利益 1,326億円
※201９年3月期(IFRS国際会計基準)

金属本部

自動車本部

７つの営業本部

グロｰバル部品・
ロジスティクス本部

機械・エネルギｰ・
ﾌﾟﾗﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部

食料・生活産業本部

アフリカ本部

化学品・エレクトロニクス本部
情報産業部
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1. 新興国向ITインフラ基盤の輸出

ウズベキスタン

ラオス

NEDO/JCM実証事業（2015-18年）

政府向けコンテナ型データセンターを納入
運用教育を実施

JBIC/NEXI融資事業（2019年開始）

政府系通信会社向け日系メーカーの
基幹インフラ機器の輸出/教育を実施

2. アフリカへの取り組み

当社関連会社のCFAOテクノロジー＆エナジー社の
営業ネットワーク活用（アフリカ 21か国）

西アフリカの半分以上を占める仏語圏で展開

情報産業部 海外の取り組み
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IIJ会社概要

日本のインターネットと言えば IIJ

• 初の本格的な商用ISPとして1992年に設立

• “トータル・ネットワーク・ソリューション・
プロバイダー”としての豊富な経験と実績

• 独立系ISPとして27年以上

• クラウドサービス事業者として19年以上

• MVNO/MVNE事業者として11年以上

• 国内22箇所、海外5箇所の計27箇所でDCを運用

• 東証一部上場
(TYO: 3774)

設立 1992年12月3日

本社・事業所
東京本社(飯田橋)+国内11拠点
アメリカ、イギリス、ドイツ、シンガポール、
中国、香港、タイ、インドネシア、ベトナム

社名 株式会社インターネットイニシアティブ

売上高 1,920億円 (2018年度)

従業員 3,537名 (連結ベース)

代表
鈴木 幸一 (Chairman & CEO)
勝 栄二郎 (President & COO)

株式上場 東証一部 (2006年〜)

主要事業

• インターネット接続サービス
• アウトソーシングサービス
• システムインテグレーション
• システム運用保守
• ネットワーク/セキュリティサービス
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最新のサービス取り組み

IIJ Omnibusサービス
企業ネットワークに必要な機能を仮想化し、

クラウド上で提供するSDN/NFVサービス

IIJモバイルサービス/タイプI
日本初+IIJだけが提供できるフルMVNOサービス

ビットコインやリップル、
ライトコイン等のデジタル
通貨の取引を担う暗号通貨
取引サービス
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世界に広がるIIJ GIO(クラウド)ファミリー

London

Shanghai

L.A

N.Y

Jakarta

Ho Chi Minh

IIJ GIO CHINAサービス

IIJ GIO USサービス
IIJ GIO EUサービス

Leap GIO Cloud (タイ)

ローカルパートナーと共同開発

Singapore

IIJ GIO Singaporeサービス

Bangkok

Hanoi

Biznet GIO Cloud (インドネシア)

FPT HI GIO (ベトナム)

IIJ GIO サービス
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IIJ DCエンジニアリングサービス

様々なITインフラ構築・運用・保守の経験を惜しみなく
投入し、お客様のDCとIT/クラウド基盤の構築を支援

基本設計

ベンダ選定

詳細設計

建設

運用設計

運用

5G, IoT, AIといった

新技術実装自社サービス基盤の
構築運用

日本初のコンテナを

ベースとした商用DC
構築、コンテナDCの
国内外での提供

クラウド

概念設計

セキュリティ

ネットワーク
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グローバルでのDC市場の変化

マイクロDC

ハイパー
スケールDC

出典: IDC

デジタルトランスフォー
メーションの加速

GAFAなどのグローバル
プレーヤーが世界各国で
DCを新たに構築中

5G, IoT, AIといった
新しいテクノロジーの
普及

自動運転等の新たな
ニーズ

従来型DCからマイクロ
DC、ハイパースケール
DCを軸とした市場構造

にシフト

環境の変化
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環境への配慮が求められる世の中

より地球に優しいDC・IT基盤の構築が社会的要請としてあり、
無視できない
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co-IZmo/Iの誕生

実証実験を経て2013年に間接外気導入方式を採用した
モジュラーDCを商用化

co-IZmo/I (Compact-IZmo Indirect)

• ISO規格コンテナ(20ft)

• IT/空調一体型モジュール

• 付帯設備(UPS等)もモジュール化

• コンテナ連結構造

• 間接外気冷却方式

• 高負荷IT機器対応(10kW/ラック)

モジュール単位での連結

輸送・設置容易性の更なる向上

「省エネ性」と
「外部環境への非依存」を両立

小～大規模まで柔軟に対応
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co-IZmo/Iのアドバンテージ

間接外気冷却方式 熱交換器を利用し間接的に外気を導入し冷却。外気を直接内部に入れないため

ファシリティ/IT機器のメンテナンスが容易

[モジュール型DCの優位点]
高効率、オンデマンド&短納期構築
新技術への高い適応性

輸送・設置容易性の更なる向上
小～大規模まで柔軟に対応
「省エネ性」と「外部環境への非依存」を両
立

① 更なる短納期構築、施工レベルへの依存を低減した高品質提供の実現
② 多彩なデータセンター仕様要求への対応
③ 設置環境範囲の拡大
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LEEDプロジェクトで実施したこと

・IIJにとってのブレークスルー

・プロジェクトのマイルストーン

・プロジェクトで作ったもの/行ったこと
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IIJにとってのブレークスルー = LEEDプロジェクト

NEDOの「地球温暖化対策技術普及等推進事業」で採択されたプロジェクト
プロジェクトの事業名

ラオス 省エネデータセンタープロジェクト (通称LEED) JCM実証事業

LEED = Lao PDR Energy Efficient Datacenter

JCM = Joint Crediting Mechanism (二国間クレジット制度)

・日本政府とラオス政府は2013年8月7日に、「日本とラオスとの間の低炭素成長パートナーシップの
ための二国間クレジット制度に関する二国間協力を定める」二国間文書に署名をしています。
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IIJにとってのブレークスルー = LEEDプロジェクト

IIJが持つ
我が国が世界に誇る低炭素技術の一つ

LEEDプロジェクト

温室効果ガス排出削減の枠組み

• ラオス「初」の環境配慮型国営データセンタを構築し、温室効果ガス排出削減の

有効性を検証することを目的とするNEDO実証事業
• ラオスにおけるIT基盤の整備、行政アプリケーションの確立に寄与するだけでなく、

将来を担うIT人材、産業育成などに幅広く活用、また、ラオス政府は本データセン
ターの運用を通じてITガバナンスの強化を目指す

モジュール型データセンター

ITインフラ基盤やITサービスの提供と
その構築・運用スキルの移転

ITスキル
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LEEDプロジェクトマイルストーン

[開始]2016年01月: LEEDプロジェクトに
関する日本・ラオス間の基本協定書締結

2016年11月: ラオス初の環境配慮型国営
データセンター構築完了 (2016年5月から
約7ヶ月という短納期)

2017年07月: 本事業がJCMプロジェクト
として登録承認。ラオス初の登録案件
(一般的なデータセンターとの比較で約
40%の省エネ性、それに伴うCO2削減
効果)

[完了]2018年10月: IT/DC運用指導等の
人材育成等を経て、ラオス側に運用保守を
移管



17

LEEDプロジェクトで作ったもの/行ったこと

データセンター

ITインフラ基盤

ITサービス

Server 
Resource

Pool

Storage 
Resource

Pool

Mail Web Hosting File Sharing

人材育成

ITサービス
ITインフラ基盤
の運用やデリバ
リーを行う人材

データセンター
運用を行う人材

単なるDC構築のみならず、基盤・サービス構築から人材育成にまで
携わったことが本プロジェクトにおける大きな財産
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NEDO実証事業を通じた今後の展開

・IIJの今後の展開

・豊田通商の今後の展開
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情報通信分野

今後のインフラ輸出に関する展望

出典: 首相官邸「第41回経協インフラ戦略会議(2019年2月18日)」資料より

期せずしてLEEDプロジェクトは上位レイヤーのデータセンター、クラウド、
ソフトウェアを、環境に配慮したかたちでカバー。このユニークな知見を
他のプロジェクトでも活かしたい…
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アジア地域を中心とした提案活動

ミャンマー: 某省庁向けデータ解析システムに
かかるDC/IT(クラウド)基盤構築プロジェクト

ベトナム: 某大学向けDC/IT(クラウド)基盤
構築プロジェクト

モンゴル: 某医療機関向け画像解析システムと
IT(クラウド)基盤構築プロジェクト

クラウド

データセンター

ネットワーク

端末

ソフトウェア

上
位

下
位(参考)ミャンマーでの提

案
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より地球に優しいICTの普及を目指して

IIJ白井データセンターキャンパスにテスラ社製蓄電池「Powerpack」を導入
ピークカットとピークシフトにより、空調電力の約15%の削減を目指す (2019年10月21日発表)

太陽光発電と蓄電池システムを組み合わせたソリューションを準備中

データセンターの電力需要とピークカット・ピークシフ
ト

白井DCCに設置したPowerpack
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豊田通商 情報産業部の今後の展開

途上国向けの質の高いインフラ輸出者

中央アジア（ウズベキスタン中心）・アフリカ対象地域/国

当社の役割

当社の機能 輸出金融（バイヤーズクレジット）を使って案件の実現に貢献

国際協力銀行
（JBIC）

日本貿易保険
（NEXI）

外国の
金融機関

外国の
輸入者

日本の
輸出企業
（当社）

融資

融資
融資

返済

設備・技術の輸出

支払い

分割返済

民間金融機関
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ご清聴ありがとうございました


