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背景と概要

東日本大震災後の原子力発電所の運
転停止に伴い，夏季や冬季の電力不足
が社会問題化しています．また同時に，
電力各社による電気料金値上げも進ん
でいます．NTTグループでは，通信サー
ビスを提供するために年間約80億kWh
（日本の総消費電力の約１％）の電力を
消費しており，その削減は社会的観点
から，また事業継続性の観点から最優
先の課題といえます．そのため，グルー
プ全体でこれまで以上に電力削減の取り
組みを推進しています．
その取り組みの１つが，通信機械室

の空調電力削減です．通信機械室は日
本各地にあるNTTビル内にあり，通信
サービスを担うさまざまなICT装置（ネ
ットワーク機器やサーバ機器等），それ
らに電力を供給する給電設備，そしてそ
れらを冷却するための空調機が設置され
ています．一般的な通信機械室は二重
床構造となっており，空調機からの冷気

は床下を経由してICT装置付近に供給
され，装置内を冷却し，その排気は天
井に沿って空調機に戻ります．しかしな
がら実運用中の通信機械室においては，
ICT装置の冷却を妨げるさまざまな事象
があり，局所的に温度の高い個所（ホ
ットスポット）が発生しているケースが
多くみられます．そこで現状では空調機
の出力を高めることでICT装置の熱故障
を予防していますが，これが空調電力
増大の一因ともなっています．そのため，
ホットスポットの原因事象に対して適切
な対策を施し，これを解消すれば，空調
機の出力を緩和し，空調電力を削減す
ることができます．
NTT環境エネルギー研究所では，通

信機械室内の熱問題に対するさまざま
な対策手法を検討してきました(1)～(3)．
ここでは，空調電力削減効果を実運用
中の通信機械室で検証した結果を紹介
します．

NTT西日本高知中ビル通信機
械室の可視化

今回実験を行ったNTT西日本高知中
ビルの通信機械室は面積約430 m2であ
り，ICT装置用のラックが約100ラック，
空調機が７台設置されています．
通信機械室の熱対策を実施するため

には，まず室内のどこにホットスポット
があるかを把握する必要があります．ま
た空調電力削減効果を評価するために
は，空調機やICT装置の消費電力を把
握する必要があります．そこでまず，私
たちはNTT環境エネルギー研究所が開
発した可視化システムを導入しました．
本システムは，温度センサや電力センサ
の計測データを取り込み，必要に応じて
演算を加えることで室内の二次元的な
温度分布や電力消費量分布，またそれ
らの時系列値をグラフィック表示できま
す．今回は各ラックと各空調機に温度
センサ，電力センサを設置しました．
図１は可視化システムによる室内各点
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の温度分布図です．図中における丸印
の色が，各点の温度を表しています．
図１より，室内の中央左寄りにホットス
ポット（ホットスポット１）があること
が分かります．このエリアの最高温度は
31.4 ℃でした．一方，室内の中央右寄
りにもホットスポット（ホットスポット
２）があることが分かります．このエリ
アの最高温度は29.6 ℃でした．そこで
本共同実験では，上記２つのホットス
ポットの解消に向けて，NTT西日本高
知支店をはじめNTT西日本－四国，
NTTネオメイト四国支店，NTTファシ
リティーズ関西高知支店と協力して原因
調査および対策方法検討と施工を行い，
その効果を検証しました．

通信機械室のホットスポット
対策

（1） 気流制御板の設置
ホットスポット１に関しては，２つの

原因がありました．まず１つはRear to
Front配置と呼ばれる機器配置状態で，
あるICT装置（加害装置）の排気面が
他の装置（被害装置）の吸気面と向か
い合うように設置されている機器レイア
ウトのことです．加害装置の高温排気が
被害装置の吸気面へ直撃し，温度を上
昇させます（図２（a））．近年，設備導入
時にはできる限り吸気口どうし・排気口
どうしが向かい合うよう，ICT装置の吸
排気方向を意識した機器配置がなされ
てきています（一般的に，吸気面どうし
が向かい合う通路をコールドアイル，排
気面どうしが向かい合う通路をホットア
イルと呼びます）．しかしながらさまざまな
理由により実運用中の通信機械室では，
Rear to Front配置が散見されます．
そこで，ICT装置自体の配置を変え

ずに，その排気方向を変化させる部材と
してNTT環境エネルギー研究所で検討
してきた気流制御板を，加害装置の排
気口に設置しました（図２（b））．この気
流制御板によって，加害装置の高温排
気は上方に誘導され，被害装置への直
撃が解消されます．なお気流制御板の形
状は，それを設置した際にほかの装置へ

悪影響を及ぼさないように，熱気流シ
ミュレーションを用いて最適化されてい
ます．
（2） ブランクパネルの設置
ホットスポット１の原因のもう１つは，
上方排気装置にありました．ICT装置の
排気方向が上下方向や左右方向の場合，
その高温排気がホットアイルだけでな
くコールドアイルにも流入しやすく，そ
のためコールドアイルにホットスポットが
発生しやすいという問題があります（図
３）．今回のケースでは下段装置が上方
排気装置であり，その高温排気がコー
ルドアイル（図４（a））に流入したため，
上段装置の吸気温度が高温になってい
ました．
そこで，下段装置の高温排気がホッ

トアイル側にだけ流れるよう，コールド
アイル側を塞ぐ板（ブランクパネル）を
設置しました（図４（b））．
（3） 強制空冷型ラック内の風量適
正化

ホットスポット２の改善に向けて調査
した際，このエリアにはそもそも床下か
ら冷気が十分に供給されていないことが
判明しました．その原因の１つが，室内
に存在する強制空冷型ラックの吸引過
剰によるものと推定しました．強制空冷
型ラックとは，前後面が扉で閉塞され，
ラック上部に設置されたファンにより床
下の冷気を強制的に吸い上げてラック内
のICT装置へ供給するものです（図５）．
本通信機械室内には，およそ30ラック
の強制空冷型ラックが存在します．強制

図１　通信機械室の温度分布 
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図２　Rear to Front配置と気流制御板による対策 

（a）　対策前（Rear to Front配置） （b）　対策後（気流制御板の設置） 
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空冷型ラックは，ラック内に多くの冷気
を供給できることから，高発熱装置用に
用いられてきましたが，ほとんどの強制
空冷型ラックではラック内の発熱量に対
して冷気供給が過剰になっていました．
これにより，特に空調機から遠いエリア
が冷気不足になるという問題があります．
そこで，室内の強制空冷型ラックに対

し，ラック内が適温になるように冷気供
給量を削減しました．具体的には，ラッ
ク上面からの排気温度を測定し，これが
一定値を超えない範囲でラックファンの
運転台数を調整しました．

ホットスポット対策の効果

まず，ホットスポット１に対して気流

制御板とブランクパネルによる対策を実
施した結果を図６（a）に示します．この
図と，対策前の温度分布である図１を
比較すると，ホットスポット１の温度が
大幅に低下していることが分かります．
最高温度は31.4 ℃から28.9 ℃まで低下
しました．一方，上記の対策は局所的
に効果を発揮するため，ホットスポット
２の温度に大きな変化はありません．
上記の対策に加え強制空冷型ラック

内の風量抑制を実施した結果を図６（b）
に示します．図６（a）と図６（b）を比較す
ると，強制空冷型ラック以外のラックの
温度が全体的に低下していることが分
かります．ホットスポット２の最高温度
は29.6 ℃から27.9 ℃に改善しました．
またホットスポット１の温度もさらに低
下し，室内最高温度は28.5 ℃となりま
した．

空調機の出力緩和による電力
削減効果

３つの熱対策を実施したことにより，
室内の最高温度が2.9 ℃低下し，28.5
℃になりました．このことは，空調出力
を緩和する余地が生まれたことを意味し
ます．そこで実際に室内の全空調機の設
定温度を変更し，空調消費電力の変化
を分析しました．今回は，一般的な通
信機械室の温度管理の目安である30 ℃
を目標に，空調設定温度を1.5 ℃高く
しました．
図７は，室内にある空調機７台の合

計電力の１時間ごとの計測値を，計測
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図３　上下・左右吸排気装置によるホットスポット発生イメージ 
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図４　上方排気装置による排気漏れとブランクパネルによる対策 

（a）　対策前 （b）　対策後（ブランクパネル） 
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図５　強制空冷型ラック 
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時の外気温に対してプロットしたもので
す．青が通常設定時の電力値で，赤が
空調設定を1.5 ℃緩和したときの電力値
です．外気温20 ℃においては，空調機
の設定を1.5 ℃緩和することによって3.2
kW（11％）の空調電力削減効果が得
られました．これにより，年間30～40万
円程度の電気料金削減効果が期待でき
ます．

今後の展開

NTT西日本高知支店との共同実験の
結果，さまざまな熱対策によりホットス
ポットを解消でき，室内の空調設定温
度を緩和することができました．今回は

1.5 ℃緩和することにより，11％の空調
電力削減が実現できました（外気温20
℃時）．今後は，ここで得られたホット
スポット対策とそれによる空調電力削減
施策を展開すべく，各事業会社と連携
していきます．
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小さな電力削減の積み重ねが大きな電力
削減へ，ひいては循環型社会の実現につな
がります．今後も事業会社と緊密に連携し，
通信サービスを支える現場で役立つ省エ
ネ技術の研究開発を進めていきます．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
第一推進プロジェクト
電力システム開発プロジェクト
TEL 0422-59-3009
FAX 0422-59-5682
E-mail takahashi.akiko lab.ntt.co.jp

図６　熱対策に伴う室温分布の推移 
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図７　空調出力緩和による空調電力削減効果 
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