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NTTファシリティーズ研究開発本部の挑戦

は じ め に

近年，サーバや情報通信装置などの
ICT装置は，私たちの生活に広く普及
し，社会や経済活動を支えています．
情報通信用建物やデータセンタは，
ICT装置を集中的に管理しており，
ICT装置の社会への浸透に伴い，社会
インフラとしての重要性は増していま
す．それとともに，消費される電力量
も増加しており，消費電力量の低減が
課題となっています．

情報通信用建物には，ICT装置のほ
かに，ICT装置に電力を供給する電源
装置やICT装置の冷却を行う空調装置
が設置されています．NTTファシリ
ティーズは，これまで30年以上にわた
り，給電技術および空調技術について
研究 ・ 開発を行い，実用化することで，
情報通信分野の消費電力低減に貢献し
てきました．当社での給電技術および
空調技術の取り組みは，高効率電源装
置，高効率空調装置などの装置レベ
ルの技術開発から始まり，高電圧直
流（HVDC: High-Voltage Direct 
Current）給電システム，タスクアン
ビエント空調システムなどのシステム
レベルの技術開発まで段階的に行って
きました．

しかし，情報通信用建物全体の消費
電力量を今後さらに低減していくため
には，給電技術や空調技術のみでは
限界があります．そこで当社では，
ICT装置も含めて，ICT ・ 給電 ・ 空調
連係制御技術の開発に取り組んでい
ます（図 1 ）．

本取り組みは，国内外の学会をは
じめ，NTTグループ以外の機関から
も高く評価され，各種賞を受賞して
います．

本稿では，当社の給電技術および空
調技術を紹介するとともに，さらなる
消費電力低減に向けたICT ・ 給電 ・ 空
調連係制御技術について紹介します．

給電技術の取り組み

ICT装置は，24時間365日運転を続
け，その消費電力も増大しています．
そのため，ICT装置への給電を行うシ
ステムには，高効率（ICT装置に給電
するまでの損失が小さいこと）かつ高
信頼（ICT装置への給電を停止させな
いこと）であることが求められます．
当社は，電電公社時代から培ってきた，
装置開発 ・ システム設計 ・ 設備保守技
術を，ネットワークサービスの進化に
合わせて発展させてきました．

そして，これまで情報通信分野の消

費電力低減に取り組んできましたが，
従来の交換装置や伝送装置の消費電力
が 1 ラック当り1.8 kW未満であったの
に対し，最近の大容量のルータやサー
バなどは 1 ラック当り15 kWに達する
ものもあり，より高信頼かつ高効率に
給電することが求められています．

HVDC給電システム

従来のデータセンタでは，ICT装置
に 対 し て 無 停 電 電 源 装 置（UPS: 
Uninterruptible Power Supply）を介
して交流（AC）電力を供給していま
す．UPSには商用電力の停電をバッ
クアップするためのエネルギー蓄積要
素として蓄電池が接続されています．
蓄電池の充放電は直流（DC）電力で
す．交流給電システムは，交流電力を
直流電力にいったん変換してから，も
う一度交流電力に変換して給電しま
す．さらに，ICT装置内部では直流電
力に戻す必要があるため，再度，交流
電力から直流電力に変換します．交流
給電システムはトータルで 4 回の電
力変換を行っており，その都度損失が
発生します．

これに対して当社が推奨する直流給
電システムは，交流電力をいったん直
流電力に変換し，そのままICT装置に

空調技術 給電技術 消費電力低減

情報通信分野における給電技術 ・ 空調技術

情報通信分野の消費電力低減という課題に対し，NTTファシリティーズ
では，給電・空調分野において，高効率電源装置，高効率空調装置などの
装置レベルから，高電圧直流（HVDC: High-Voltage Direct Current）給電
システム，タスクアンビエント空調システムなどのシステムレベルまで，
戦略的に技術開発を行ってきました．本稿では，当社の給電技術および空
調技術を紹介するとともに，さらなる消費電力低減に向けた今後の取り組
みとして，ICT・給電・空調連係制御技術を紹介します．
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給電することで，電力変換の段数を 2
回に削減することができます．また，
さらなる高効率化を図るため，従来48 

V程度であった直流の給電電圧を380 
Vに高電圧化する高電圧直流（HVDC）
給電システムへの取り組みを行ってい

ます（図 ₂ ）．これにより，同じ電力
を送る場合の電流を約 8 分の 1 にす
ることで，高効率電源装置からICT装
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図 1 　給電技術・空調技術の取り組み
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図 2 　給電システムの比較
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置間の配線部の損失を少なくする取り
組みも行っています．それに合わせて，
ICT装置の運用作業に必須となる安全
性と簡易性を確保した直流コンセン
ト ・ 電源プラグの開発，および標準化
も行っています．

また，高信頼給電の要となる蓄電池
については，当社は鉛蓄電池と比べて
最大で約60％の省スペース化，軽量化
が可能な「難燃性リチウムイオン電池」
を開発しました（図 ₃ ）．これは，電
解液を難燃化することで異常時にも発
火 ・ 破裂しないよう安全性に配慮され
ています．この電池を採用することで，
電力室等の省スペース化を実現すると
ともに，軽量化による基礎架台などの
省資源化を図ることが可能です．

空調技術の取り組み

情報通信用建物やデータセンタ内に
設置されるICT装置は，運用時に大量

の発熱を伴います．そのため，室内の
温湿度を所定の値にするため，専用の
年間冷房型の空調システムが必要とな
ります．一般的には，壁際に空調装置
を配置し，二重床下を気流スペースと
して利用する，二重床吹出し空調方式
によりICT装置の冷却を行っています．

当社は，これまで冷却対象である通
信装置がアナログからデジタル化，
IP化へと発展したことに伴う室内の
発熱密度上昇に対応するため，ICT装
置向けの空調技術を開発してきまし
た．本稿では，開発した空調技術のう
ち，特に省エネルギー性能に優れた間
接外気冷房型ICT装置用空調装置
FMACS-Ⅴ hybridとタスクアンビエ
ント空調システムを紹介します．

また，ICT装置用空調装置FMACS-
Ⅴをはじめとする，従来の空調システ
ムは，冷却対象であるICT装置逐次増
設への対応が容易で，空調装置の故障

時も，ほかの空調装置でバックアップ
ができるため，信頼性が高い空冷パッ
ケージ方式（図 ₄（a））が主流でした．
しかし，近年，顧客ニーズが多様化し，
大規模データセンタであれば初期コス
トを抑えられる冷水利用方式（図 4

（b））の空調システムへのニーズも増
えてきました．そこで，当社は，幅広
い顧客ニーズに対応するため，冷水利
用方式の空調システムの高効率化の実
現を目指し，システム全体を統合制御
する「Unifi ed Cooling（ユニファイ
ド クーリング」を開発し，実用化し
ました．

間接外気冷房型ICT装置用空調装置
FMACS-Ⅴ hybrid 

運用時に常時大量の発熱を伴うICT
装置を冷却するため，従来の空調装置
は，年間を通じて圧縮機により冷房を
行っていました（図 ₅（a））．一方，開発

図 3 　難燃性リチウムイオン電池
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したFMACS-Ⅴ hybridは，圧縮機の
ほかに冷媒ポンプを併設しており，冬
期などの外気温度が低い時期に，低温
外気を活用（間接外気冷房）して，冷
媒ポンプにより冷房を行う空調装置

（図 5（b））です．冷媒ポンプは，圧縮
機に比べ 8 分の 1 程度の消費電力で

運転できるため，年間での冷媒ポンプ
の運転時間が長いほど，大幅な省エネ
ルギー化を実現できます．そのため，
年間を通じて外気温度が低い地域ほど
消費電力低減の効果は大きくなりま
す．FMACS-Ⅴ hybridの年間消費電
力量は，一般電算機用空調装置と比較

すると札幌では最大54％の消費電力
低減，東京では，42％の低減になり，
空調システムの消費電力低減に大きく
貢献できます．

タスクアンビエント空調システム

タスクアンビエント空調システムと
は，壁側に配置された空調装置から部
屋全体の冷房を行うアンビエント空調
システムと局所的な冷房を行うタスク
空調システムを組み合わせた空調シス
テムです．

ICT装置向けの空調システムは，オ
フィス用の空調システムと比較し，空
調装置からの冷気の送風量が20倍程
度大きいという特徴があります．その
ため，空調システムの消費電力を抑え
るには，空調装置の送風動力を低減さ
せることが効果的です．アンビエント
空調システムは，床からの冷気吹出し
口となる開口パネルの配置変更で，
ICT装置の配置換えや逐次増設に容易
に対応できるという特徴があります

図 5 　空調機の構成
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が，送風動力を低減させるうえで，以
下のような問題があります（図 6 ）．

（1）　空調装置配置の問題
局所的に高い発熱がある場合，アン

ビエント空調システムでは，壁側に設
置された空調装置から，局所的な発熱
を処理するため，二重床を経由して大
風量を遠方のICT装置まで送る必要が
あります．そのため，送風動力が大き
くなってしまうという問題があります．

（2）　空調気流の問題
アンビエント空調システムでは，空

調装置からの冷気は二重床下を経由
し，開口パネルを経てICT装置前面に
供給され，ICT装置内部を通過して高
温となった空気は空調装置に戻りま
す．しかし，コールドアイル（冷気が
供給される通路）において開口パネル
からの冷気供給風量が不足すると，高
温排気がホットアイル（ICT装置が排
気する通路）からコールドアイルに回
り込み，ICT装置の吸込み温度を目標
の温度に維持できなくなります．アン
ビエント空調装置は，ICT装置の吸込
み温度を維持するために，室内全体の

空調設定温度を下げる，風量を過剰に
するといった対応をせざるを得ない場
合が多く，非効率な運用になる問題が
あります．また，空調装置からの冷気
の一部は，ICT装置を冷却せずに直接
空調装置に戻ってしまい，送風動力を
過剰に消費していることも問題となり
ます．

タスクアンビエント空調システム
は，アンビエント空調システムの 2 つ
の問題（図 6 ）を解決できるシステム

（図 7 ）であり，アンビエント空調シ
ステムと比較し，消費電力を30％低減
できます．具体的な解決手法は以下に
なります．

空調装置配置の問題に対しては，
ICT装置搭載ラックと同様な室内ユ
ニット形状の空調装置で，高発熱の
ICT装置近傍への設置が可能なタスク
空調装置「FTASCL-RS/C」で解決
できます．壁側に設置される空調装置
は，高い発熱を処理するため，二重床
を介して大風量を遠方のICT装置まで
送る必要がありましたが，FTASCL-
RS/Cは，空調装置の背面から吸って

前面に吹き出す気流方式のため，送風
距離も短くすることができ，送風動力
を削減することができます．

空調気流の問題に対しては，コール
ドアイルにアイルキャッピングを行う
ことで，高温排気のコールドアイルへ
の回り込みを物理的に防ぐことができ
ます．また，空調装置に直接冷気が戻
ることも防ぐことができます．空調気
流の問題をアイルキャッピングで解決
することで，空調装置の送風動力の低
減が図れ，空調設定温度も適正化する
ことで消費電力を低減できます．

Unified Cooling

データセンタの空調システムは，こ
れまで， 1 台の室内ユニットと 1 台
の室外ユニットから構成される空冷
パッケージ方式（図 4（a））が主流で
した．しかし，近年顧客ニーズの多様
化から，冷水利用空調システムのニー
ズも増えてきました．冷水利用空調シ
ステムは，冷水を製造する「熱源系」，
冷水を搬送する「送水系」，送られて
きた冷水で室内を冷却する「空調系」

開口パネル ラック（ICT装置）

＜問題 2＞
空調装置からの
冷気不足

＜問題 3＞
空調装置に直接
冷気が戻る

空調気流の問題

＜問題 1＞
局所的な発熱に
対応が困難

空調装置配置の問題

ホット
アイル
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アイル

ホット
アイル

コールド
アイル

ホット
アイル

コールド
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図 6 　アンビエント空調システムの問題

アンビエント空調装置

二重床
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に分けられ，それぞれ複数の機器から
構成されます（図 4（b））．従来の冷水
利用空調システムは，熱源系，送水系，
空調系が独立して制御されており，
システム全体での省エネルギーな運
用は行われていませんでした．そこ
で当社は，システム全体での省エネ
ルギー化を実現するため，熱源系，
送水系，空調系を統合して制御する
Unified Cooling（図 ₈ ）を開発しま
した．このシステムにより，所定の室
内環境を維持したうえで，熱源系の吐
出温度や送水系の圧力の設定値を調節
し，空調系の風量を制御する「Smart 
DASH」と制御を統合することで，消
費電力を最大30％低減することがで
きます．

ICT ・ 給電 ・ 空調連係制御技術の
取り組み

近年のデータセンタで運用されてい
るICT装置のデータ処理量は，時間帯
で大きく異なることがよくみられま
す．ICT装置は，一般的には高負荷状
態で使用したほうがエネルギー使用効
率は高いですが，低負荷状態での運用

も日常的に発生してしまいます．また，
ICT装置の消費電力とデータ処理量の
相関は比例関係ではなく，データ処理
を行っていない待機状態であっても一
定量の電力を消費しています．そのた
め，データ処理を行っていない時間帯

には，電力を無駄に消費していること
になります．

そこで，データ処理量が少ない時間
帯に特定のICT装置にデータ処理を片
寄せすることで，高効率の運用状態を
維持します．このとき，待機状態の
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図 7 　タスクアンビエント空調システムによる問題解決
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ICT装置がある場合，そこへの給電を
OFFにすることで待機電力を削減し
ます．また，ICT装置の消費電力すな
わち発熱源が減ることから一部の空調
装置を停止させることができます．こ
のような一連の制御（図 9 ）により
ICT装置，電源装置，空調装置トータ
ルとして一般的なデータセンタにおけ
るシステムと比較し，50％以上の消費
電力量の低減が期待できます．なお，
本取り組みはNTT環境エネルギー研
究所と共同で実施しています．

今後の給電技術 ・ 空調技術

本稿では，当社が培ってきた給電技
術および空調技術を紹介しました．ま
た，情報通信分野でのさらなる消費電
力低減に向けた取り組みとして，
ICT ・ 給電 ・ 空調連係制御技術を紹介

しました．今後も情報通信分野の消費
電力低減に貢献するため，技術開発を
進めていきたいと考えています．

※ FMACS-V hybrid，およびFTASCL-
RS/Cは，日立アプライアンス株式
会社の協力により開発しています．

（左から） 宇田川  陽介/ 松尾  英徳

今後も情報通信分野の消費電力低減とい
う課題に対し，これまで培ってきた給電技
術 ・空調技術をさらに発展させるとともに，
ICT装置との連係技術など，新たな技術の確
立にも積極的に取り組んでいきたいと考え
ています．

◆問い合わせ先
NTTファシリティーズ
	 研究開発本部
	 環境 ・エネルギー部門
TEL　03-5907-6526　
FAX　03-5961-6640
E-mail　udagaw25 ntt-f.co.jp

図 9 　ICT装置・給電装置・空調装置連係制御技術
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