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〜 IT温暖化解決へのアプローチ〜
今、データセンターで消費される電力が大きな問題となっています。もはやIT
（情報技術）
は
企業競争力向上に不可欠となり、IT機器の数は増える一方です。それに伴い、IT機器で消費さ

の

れる電力量もうなぎ上りで、今や国内の全消費電力量の約5％を占めるといわれています。今後
もこの傾向は続き、経済産業省によれば2025年には現在の5倍になると予想されています。

視

IT機器で消費された電力は、最後は熱に変わります。データセンターの空調能力に限界を感
じ、熱によるサーバー・ダウンの不安を抱いているデータセンター管理者は少なくありません。
また、一部では、データセンターの電力容量を超えてしまったため、これ以上はサーバーを追加

点

できないといった課題を抱えているところもあります。空調機や配電設備の増強には数千万円単
位の費用が掛かりますし、データセンターの新設となると億単位のコストが掛かってしまいます。
さらに最近は地球温暖化対策という観点から消費電力の削減が求められています。CSR
（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）
の一環として環境問題に積極的に取
り組んでいる企業でも、ITが消費する電力量の削減にまで踏み込んでいる企業はまだ少数派か
もしれません。しかし、今後は国際的な公約である京都議定書の削減目標必達のため、聖域のな
い消費電力削減の努力がIT部門にも求められるでしょう。
IBMの「Project Big Green」は、これらデータセンターにおける「IT温暖化問題」に対する
ソリューションです。30年以上にわたる仮想化テクノロジーへの取り組みや、低電力プロセッサー
の開発、そして世界最大級のデータセンター運営で培ったノウハウやベスト・プラクティスなどを
ご提供し、お客様のデータセンターにおけるエネルギー効率化を実現します。
本特集では先進的な企業や団体、そしてIBM自身がどのようにデータセンターの消費電力量
削減に取り組んでいるのかを、事例を交えつつご紹介いたします。
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The Perspectives of this Special Issue

Project Big Green
The amount of energy consumed in data centers is currently a big problem.
Companies can no longer increase their competitiveness without Information
Technology (IT), and so the number of pieces of IT equipment only grows larger. This
means the amount of electricity used also skyrockets, and it is now being said that IT
equipment accounts for approx. 5% of the total domestic electric power consumption. If
this trend continues as it is, the Ministry of Economy, Trade and Industry estimates that
it will grow to 5 times the current level by 2025.
The electricity consumed by IT equipment is transformed into heat in the end. Not a
few system administrators concerned about servers going down because of the heat,
because the air conditioning systems of data centers is approaching their limits. Some
data centers have already gone over their power consumption limits and are unable to
add new servers. To enhance or add air conditioning and power distribution equipment
costs tens of millions of yen, and building new data centers costs hundreds of millions of
yen.
On top of that, recently there is also a demand for the reduction of power consumption
from the viewpoint of reducing global warming. For now companies that have begun to
reduce the amount of electricity consumed by IT equipment may still be the minority even among companies actively attacking the environmental problem as part of CSR
(Corporate Social Responsibility), But, to achieve the Kyoto Protocol commitment, the
pressure is eventually growing on the IT organization to reduce the power consumption
without sanctuary.
Project Big Green is IBM’s solution to the “IT warming problem” occurring in data
centers. IBM will make energy efficient data centers for customers a reality by over 30
years virtualization technology, low power processors innovations. IBM also has
decades of building and managing data center experience in the world, with best
practices in design, optimization, and operations.
In this special article, we will introduce case examples of what the most advanced
companies and organizations, including IBM, are doing to reduce data center electrical
energy consumption.
PROVISION No.56 “Project Big Green”
Sincerely, Itsufumi Murayama, contents leader
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