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データセンタのグリーン化に

向けて

ハウジングサービスやホスティング

サービスの拡大，クラウドコンピュー

ティングの登場などに伴い，データセ

ンタの需要は年々拡大しています．そ

の一方で，データセンタにおけるICT

装置数の増加や，ラックの高密度実装

化が進んでおり，消費電力は増加の

一途をたどっています．この傾向は国

内だけでなく，国際的にも共通であり，

持続可能な低炭素社会を実現するう

えで，データセンタの省電力化やグ

リーン化への取り組みは国際的にも喫

緊の課題であるといえます．

こうした背景のもと，NTTでは通信

ビル・データセンタにおけるスマートエ

ネルギーマネジメントシステム「DEMS

（Data center Energy Management

System）」に関する研究開発を進め

ています．DEMSでは，ICT装置タス

クの配置制御や，タスク配置と連携さ

せた空調制御や電力供給制御により，

通信ビル・データセンタの省電力化を

図ることをねらいとしています．

DEMSの技術の詳細については，本特

集記事『通信ビル・データセンタのス

マートエネルギーマネジメント』にて紹

介していますので，そちらをご参照く

ださい．

また，DEMSの関連技術が普及す

る将来のことを見据え， I T U - T

（International Telecommunication

Union-Telecommunication Stan-

dard iza t ion  Sector）での活動を

ベースに，国際標準化活動にも力を入

れています．本稿ではITU-Tにおける

データセンタ関連の標準化の動向を紹

介するとともに，DEMSの普及に向け

て標準化を進めているトピックスにつ

いて解説します．

ITU-Tにおける標準化の取り組み

図１のように，環境と気候変動を

テーマとするITU -TのSG（Study

Group）5のうち，「ICTと気候変動」

作 業 部 会 （ WP: Working Party

3/5）では，ICTの利活用による環境

影響，およびそれに関する勧告化につ

いて検討が進められています（1）．2011

年８月現在，WP3/5は７つの課題

（Q: Question）で構成されています

（うちQ20/5はQ17/5と統合予定）．

このうち，Q17/5では，表１のような

作業項目が設けられており，勧告やハ
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ンドブックの策定が検討されています．

中でも現在検討が進められているの

は，通信装置および通信インフラのエ

ネルギー効率に関する指標・測定方法

の勧告化です．通信装置はネットワー

ク側・ユーザ側双方のブロードバンド

機器を，通信インフラはデータセンタ

内のICT装置およびファシリティ機器

（冷却機器，電源機器など）をそれぞ

れ主な対象としており，これらの省電

力化，グリーン化を実践するうえで，

環境負荷を定量化し，環境負荷低減

の計画を立案する必要があることから，

エネルギー効率に関する指標およびそ

の測定方法の確立が不可欠であるとい

えます．検討の手順としては，まず指

標およびその測定方法の勧告化が進め

られ，その後，勧告化された指標の目

標値が議論される予定です．

また，データセンタのグリーン化の

ための優良事例，ベストプラクティス

を収集したドキュメント（L.DC）の

作成も並行して進められています．こ

れは，欧州委員会のJoint Research

Centreがまとめた「 EU Code of

Conduct  for  Data Centres（2）」を

ベースに，データセンタ利用・管理・

計画，ICT装置・サービス，冷却，電

源機器，建物，モニタリングなどの項

目に分類して，データセンタの消費電

力削減に寄与する事例を取りまとめた

ものであり，データセンタのエネルギー

効率向上のための施策を特定・導入で

きるようデータセンタ事業者を支援す

る目的でつくられています．

標準化トピックス

NTTでは，ITU-T SG5 WP3/5に

おいて，DEMSの関連技術の普及に

向けて，３つのトピックスについて標

準化活動に取り組んでいます．

■ラックマウント型装置の気流方向

適性化のための導風板・ダクト

ICT装置と空調機の統合制御によ

るDEMSの省電力化効果を十分に得

るためには，空調機から供給される冷

気と，ICT装置からの高温排気の混合

や循環を抑制するように，データセン

タ内の気流設計を検討し，データセン

タ環境を整備する必要があります．例

えばサーバの場合，前面吸気・背面排

気が主流であることから，吸気面であ

るサーバ前面どうしを向かい合わせに

配置し，そこに冷気を供給する「コー

ルドアイル」を形成し，排気面である

背面どうしを向かい合わせに配置した

「ホットアイル」を形成することが一般

的なラックレイアウトとなります．

しかしながら，ネットワーク装置の

中には下面吸気・上面排気，あるい

は側面吸気・側面排気のものもありま

す．気流方向が合っていないICT装置

が混在してラック内に搭載された場合，

ICT装置からの高温排気を隣接装置が

吸気することにより，局所的な熱だま

りの発生，およびそれに伴う空調機動

力の増大を招くことになります．

NTTでは，データセンタ内の空調効

率を高めるため，各種ICT装置が効率

良く吸排気できるよう，図２に示すよ

うな導風板やダクトにより気流を制御

する研究を進めています．この成果を

L.DCのベストプラクティスとして提案

するとともに，気流方向の適正化を要

するラックマウント型装置について，導

風板やダクトを標準的に装備させるこ

とを，要求仕様として提案しています．

■データセンタ内機器の内部情報の

ミニマムセット

DEMSにおいてもっとも重要といえ

るのが電力の見える化や，データセン

タ内機器の状態を知ることです．その

情報を基にデータセンタ内の各種機器

を統合的に制御することで，複数台の

空調機の負荷バランスの制御が可能と

なり，エネルギー効率の向上が期待で

きます．

しかし，データセンタ内の各種機器

のマルチベンダ化が進んだ結果，取得

表１　Q17/5の作業（2011年８月現在）

作業項目

L.DC

L.metrics

L.metric_infra 

L.measure 

L.measr_infra 

L.ref 

Handbook network best practices

Handbook equip best practices

Handbook architecture best practices

Handbook on climate change

Handbook on Key mitigation technique

標　題

データセンタのベストプラクティス

通信機器のエネルギー効率性の指標

通信インフラのエネルギー効率性の指標

通信機器のエネルギー効率性の測定方法

通信インフラのエネルギー効率性の測定方法

通信機器とインフラのエネルギー効率性の参照値

通信機器のベストプラクティス

ネットワークアーキテクチャのベストプラクティス

ICTと気候変動関連勧告の概要

主要な緩和技術の概要およびGHG排出量への影響

インフラ（電力変換，代替エネルギー，冷却など）
のベストプラクティス
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できる各種機器の内部情報が統一され

ておらず，統合的な制御は困難である

のが現状です．ICT装置の消費電力や

温度などの内部情報は，ベンダ各社の

プライベートMIB（Management

Information Base）により定義され

ており，データセットが統一されてい

ません．また機器によっては測定され

ていない項目がある場合もあります．

そこでNTTでは，データセンタ内機器

の省電力化にかかわる見える化，およ

び統合制御に最低限必要な内部情報

のデータセット，すなわちミニマムセッ

トの検討を促進するための提案を行っ

ています．ベンダに依存することなく

各種機器の必要な内部情報を取得・

制御できるよう項目を統一化していく

ことがねらいです．

関連する他団体の動向として，表２

に示すように，欧州の通信関係標準化

機関であるE T S I （ E u r o p e a n

Telecommunications Standards

Institute）が空調や電源の監視・制

御に関するデータセットを（3），Ecma

Internationalがスマートデータセンタ

の統合管理・運用のためのデータセッ

トを（ 4）， IETF Eman（ Internet

Engineering Task Force-Energy

Management）が通信ネットワーク

内の装置および通信ネットワークに接

続された装置のエネルギー管理用の

MIBを検討しています（5）．これらの団

体との協調を図りながら，勧告化を進

めています．

■データセンタ評価法

データセンタの省エネ性を表す指標

として，PUE（Power Usage Effec-

tiveness）やDCiE（ Data Center

infrastructure Efficiency）がよく

用いられています（6）．PUEは，ICT装

置とファシリティ機器を含めたデータ

センタ全体の消費電力を，ICT装置の

消費電力で除した指標です．データセ

ンタ全体の消費電力がICT装置の消費

電力に等しくなる場合がもっとも効率

の良いデータセンタであるといえ，その

場合PUEは1.0となります．一方，

DCiEはPUEの逆数をとり，パーセン

ト表示した指標です．いずれもデータ

センタの省電力化を推進する業界団体

The Green Gridが推奨する指標です．

PUEやDCiEは，ファシリティ機器

のエネルギー効率を評価するうえで

有効である一方，例えばICT装置の

消費電力が増加しただけで値が改善

するようなケースが考えられるため，

データセンタの省エネ性を総合的に評

価するうえで，PUEやDCiEのみでは

十分ではありません．PUEやDCiEの

表２　データセットの検討団体

検討団体および関連文書

Ecma International
“Smart Data Centre Resource Monitoring and
Control”

ETSI
“ES 202 336: Monitoring and Control Interface for
Infrastructure Equipment (Power, Cooling and
Building Environment Systems used in
Telecommunication Networks)”

IETF Eman
“Energy Management Requirements”
“Battery MIB”
“Energy Management Framework”
“Energy-aware Networks and Devices MIB”
“Power and Energy Monitoring MIB”
“Energy Management Applicability”

ITU-T SG

検討が先行している分野

サーバと空調機の監視・制御用データセット

SNMP（Simple Network Management Protocol）
をベースとした，空調機や給電機器の監視・制
御用データセットとプロトコル

SNMPを用いた，バッテリの監視MIB

上記機器を含めた，省電力化にかかわる見える
化，および統合制御に最低限必要な内部情報の
データセット（ミニマムセット）

上から見た設置イメージ （a）導風板設置前 （b）導風板設置後 

導風板の 
イメージ 

気流方向を適正化し， 
温度環境を改善 

図２　導風板設置によるラックマウント型機器の気流方向適正化 
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向上だけでなく，全体の消費電力の削

減も併せて図る必要があります．

また，DEMSによってICT装置タス

クを適切に配置し，ICT装置を省エネ

運用することで，サービス当りの消費

電力が小さくなった場合でも，空調機

の消費電力が十分に削減されなければ，

PUEやDCiEの値が悪化することにな

ります．こうしたDEMSの効果を定

量的に評価するうえでは，ICT装置

の処理能力，つまりデータセンタが生

み出す生産性を加味する必要があり

ます．

さらにデータセンタでは，図３のよ

うにサービスレベルの要求に応じたシ

ステムの信頼性を確保するため冗長構

成やバックアップ・リストア機能など

を有しており，PUEやDCiEはこうし

た違いを反映していません．機器構成

を冗長化すればシステムの信頼性は向

上しますが，冗長機器の稼動率低下

によりエネルギー効率が低くなるケー

スが考えられます．

このため，NTTでは，生産性（サー

バ，ネットワーク装置やストレージの

能力など）や信頼性（可用性，機器

構成の冗長性など）を表すパラメータ

を併せて考慮し，バランス良くデータ

センタの評価を行う手法について提案

を行っています．

データセンタの生産性については，

The Green Gridでも指標を検討して

おり，データセンタが生み出す有効作

業量をどう定義するかが課題となって

います．The Green Gridの取り組み

との整合性を図りながら，勧告化を進

めていきます．

今後の展開

DEMSによるデータセンタの見える

化や統合制御をするうえで，気流方

向適正化やデータセットの統一，評価

法の確立が必要となります．今後は

ITU-Tでの活動をベースに，ETSI，

Ecma International，IETF Eman，

The Green Gridなど関係する各団体

と協調しながら国際標準化活動を推進

していきます．
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（左から）富永 哲欣/ 林　 俊宏

データセンタの省電力化・グリーン化を
推進することは，データセンタ環境を提供
する事業者として果たすべき社会的責務で
す．その一助となるDEMSを普及するうえ
で，国際標準化活動が担う役割は今後ます
ます大きくなると考えます．
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図３　データセンタのサービスレベルと機器構成の冗長化 
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