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日本支部・第8回グリーン・グリッド フォーラム 

グリーンが繋ぐデータセンターの新たな世界へ 

～垣根を乗り越え価値観の共有に向けて～ 

2016年 7月27日(水) 

本日は、お忙しい中「日本支部・第 8 回グリーン・グリッド フォーラム」にお越しいただきまして、 

ありがとうございます。 

世界では、イギリスの EU 離脱決議、各国で頻発するテロ、中国経済の減速などの不確実性がより高ま

る中、日本においても、日銀のマイナス金利、熊本・大分の地震、など未曾有の時代に電力の小売自由

化という流れも進行しています。一方、IT 業界では、既にクラウドコンピューティングはバズワードとしてで

はなく、情報システム部門の確固とした選択肢として定着し、ビッグデータという言葉は、人工知能、機械

学習という新しい武器を得て、市場の期待をあおっています。 さらに、IoT という言葉を見ない日が無い

というほどの頻出ぶり。少し前まではまだ 10 年以上先と思われていた自動運転も一躍ブームとなってい

ます。コンシューマーの世界では、2007年に初代の iPhoneが発表されてから、10年弱でスマートフォンは

全くありふれたプラットフォームとなり、Virtual Reality がゲーム機の感覚で使われる時代が到来しました。

これらほぼすべてのトレンドには、情報通信インフラの指数級数的拡大が前提とされ、それを支えるデータ

センターにも大きな変革が必要とされる時代を迎えました。 

このような状況を踏まえ、今回のフォーラムでは、もう一度グリーングリッド発足の原点に立ち戻り、

「グリーン(エネルギー効率)」というテーマを中心に編成しました。まずは、運営委員の１人であるヒューレット・

パッカード エンタープライズのタヒア・カダー氏を迎え、注目されている液冷技術の最新状況、そして ISO

の省エネ標準の最新動向、グリーンストレージ、そして DCIM による効率化 という様々なセッションをご用

意しました。更に、パネルディスカッションにおいては、郊外型データセンターを運用されている各社様に

登壇いただき、その魅力とそれぞれの特徴、さらには今後の課題について、意見交換をしていただきます。 

上記セッションの終了後、隣接の「AIR（エール）」にてレセプションをご用意しております。会場において

アット東京様による DCIM のデモンストレーションをご用意しておりますので、ご登壇された方々や、 

グリーン・グリッド関係者、業界の方々とのネットワーキングをお楽しみいただきながら、是非、有意義な

お時間をお過ごしください。 
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Timetable 
時間 プログラム / スピーカー (敬称略) 

13:00 – 13:15 
開会挨拶   
グリーン・グリッド日本マーケティング委員会 代表 有本 一 

13:15 – 14:15 

液冷式 ITの導入と廃熱再利用の最大化  
※英日逐次通訳 

グリーン・グリッド運営委員 

ヒューレット・パッカード エンタープライズ 特別上級技術者/パワー&クーリング戦略責任者  

タヒア・カダー (Tahir Cader) 

14:15 – 14:45 

データセンターの省エネ指標 REF, PUEの国際標準化完了  

ISO/IEC JTC1/SC39 国内委員会 委員長、株式会社キューブシステム 社外取締役  

椎野 孝雄 

14:45 – 15:05                      休  憩 

15:05 – 15:45 

『グリーン・ストレージ』への SNIAの取り組み  

SNIA日本支部 会長  菊地 宏臣  
(Q&Aセッション) グリーン・グリッド日本技術委員会 副代表 中井 康博 

15:45 – 16:25 

DCIM を利用した省エネ対策について～DCIMの独自開発とその利用法～ 

株式会社アット東京 理事 伊藤 久   
(Q&Aセッション) グリーン・グリッド日本技術委員会 佐志田 伸夫 

16:25 – 16:45                      休  憩 

16:45 – 17:45 

パネルディスカッション：「都市型を超える郊外型データセンターとは？」 

進行役： グリーン・グリッド日本技術委員会 代表 星島 惠三  

パネリスト： 

株式会社インターネットイニシアティブ 

     サービス基盤本部 データセンター技術部 副部長 川島 英明  

株式会社キューデンインフォコム 

     営業本部データセンター営業部営業グループ課長 木藤 修 

株式会社ミライコミュニケーションネットワーク  

     営業部マネージャー 山口 龍太郎 

17:45 – 17:50 
閉会挨拶 

グリーン・グリッド日本マーケティング委員会 副代表 高木 正貴 

18:00 – 20:00 レセプション (アット東京様による DCIMデモをご用意しています) 
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Session & Speakers 
13:00 - 13:15 開会挨拶  

有本 一 Hajime Arimoto 

グリーン・グリッド日本マーケティング委員会 代表 

シュナイダーエレクトリック株式会社   

取締役  IT事業部 ソリューション営業本部 本部長 

1993年、外資系コンピューターメーカにおいてマーケティング他を担当。 2003年からシス

テムインテグレータに移り、データセンター向け仮想化ビジネスを立ち上げる。 2008 年、

シュナイダーエレクトリック（株）入社。UPS から空調機器、DCIM ソフトウェアなどの製品ビ

ジネス・デベロップメントをカバーした後、フィールドサービスを担当し、現在は、IT事業部にてソリューション営業本部

を担当。グリーン・グリッドの日本支部には、2008 年の創設時から参画し、2014 年 1 月よりグリーン・グリッド日本支部

マーケティング委員会代表を務める。 

13:15 - 14:15 液冷式 ITの導入と廃熱再利用の最大化    ※英日逐次通訳 

タヒア・カダー Dr. Tahir Cader  

グリーン・グリッド運営委員 

ヒューレット・パッカード エンタープライズ 

特別上級技術者/パワー&クーリング戦略責任者 

タヒア博士は、ヒューレット・パッカード エンタープライズ (HPE)のサーバ組織における特別

上級技術者であり、HPE のハイパースケール、HPC、およびエンタープライズ市場セグメ

ントを対象としたデータセンター向け製品の電力および冷却戦略とアーキテクチャの定義

に貢献している。彼が特に重視しているのは、熱管理（空冷および液冷）、エンドツーエンド管理、エネルギー効率、

データセンターTCOの最小化に関連する問題である。タヒア博士は、外部の標準化団体や公共政策機関とも積極的

に関わっている。また、グリーン・グリッド運営委員メンバーで、グリーン・グリッド技術委員会、グリーン・グリッド

ASHRAE TC9.9 連絡部、および ASHRAE 技術委員会 9.9 のメンバーである。熱管理およびデータセンター業界で

20年以上の経験を持つタヒア博士は、20件以上の取得特許および 10件以上の出願特許の単独発案者または共同

発案者であり、専門家による査読付きの学術誌、会議、業界誌に発表した技術論文は 45 本以上である。同博士は、

ASHRAE/TGGが共同で制作した書籍『Real-Time Energy Consumption Measurements In Data Centers (データセンター

におけるリアルタイムのエネルギー消費量測定)』の主席編集者/執筆者であり、ASHRAE 発行のデータ通信シリーズ

の書籍にも重要な記事を寄稿している。近年は、グリーン・グリッドの Liquid Cooling WG で活発に活動している。 

講演概要：  

スマートフォンが幅広く普及し、自動車、住宅、ウェアラブルデバイスなどのスマートシステムの接続が急増する

につれ、演算キャパシティとネットワーク帯域幅への需要が拡大を続けている。この 10 年間、ハイパースケール

データセンターをはじめとするデータセンターは、ラックの電力レベルを抑えながら、水平方向のデータセンター

フットプリントの成長を追求してきた。こうした方向性に、一部、変化の兆しが現れつつある。たとえば、ソーシャル

メディア企業が採用している仮想現実アプリケーションは、高電力 GPU への依存度を高めているが、シャーシや

ラックに高密度で搭載された場合、ラック電力が高騰し、効率よく空冷するのが難しい。この問題は、ハイパフォー

マンスコンピューティング (HPC) の分野では、もう少し明白である。HPC アプリケーションでは、低レイテンシー

が要求される。そのため、1 つのクラスタに含まれるすべてのサーバ/ラックが互いに近寄っていなければなら

な い 。 サ ー バ / シ ャ ー シ / ラ ッ ク 密 度 は 、 主 に レ イ テ ン シ ー の制 約に よ っ て 決 ま る 。 ペ タ ス 

ケールからエクサスケールコンピューティングに移行していくと、データセンターのスペースと電力に限界があ 

る以上、ラック電力密度の急上昇が続くものと予測される。さらに、CPU、GPU、メモリ DIMM など、演算デバイスの

電力ロードマップでは、いずれも電力レベルの急騰が見込まれている。これに対処するため、データセンターでは
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液冷など、よりアグレッシブな冷却ソリューションが採用されつつある。本講演では、まず業界の現状を見直し、液冷

の採用を促進している主な要因について考察する。次に、今日稼働中の大規模な一流データセンターにおける液

冷の実施例をいくつか紹介する。また、液冷式データセンターにおける廃熱の採取と再利用を最大化する方向への

動きについても説明する。 

14:15 - 14:45 データセンターの省エネ指標 REF、PUEの国際標準化完了  

椎野 孝雄 Takao Shiino, Ph.D. 

ISO/IEC JTC1/SC39 国内委員会 委員長 

株式会社キューブシステム 社外取締役 

東京都出身。1979 年、東京大学大学院理学系研究科植物学修士課程終了（植物生態学）。

1984 年、米ペンシルバニア大学 Energy Management and Policy 学科博士課程(Ph.D.)。 

1979 年、株式会社野村総合研究所入社。2000 年、取締役リサーチ・コンサルティング事業

本部長を経て、2002 年、取締役兼常務執行役員 流通・社会ソリューション部門長に就任。

2007 年理事。グリーン・グリッドでは、2011 年から 2015 年までグリーン・グリッド日本リエゾン委員会代表を務める。

2015年より現職。専門は経営戦略および IT戦略。主な論文に「地球温暖化問題解決への情報サービス業界の貢献」

「国際競争に備えたデータセンタの省エネ性能指標標準化」など。主な著書に「国際競争力を創るグリーン IT」。

ISO/IEC SC39国内委員会委員長も務める。 

講演概要：  

本年 4 月に、データセンタの省エネ指標である、REF(再生可能エネルギー係数)、PUE(ファシリティ電力利用効率)

の国際標準化が完了し、国際標準文書が発行された。完了までには、各国の思惑が入り交じり、押し引きがあった。

日本の SC39 国内委員会は、2013年の SC39 設立からこの 2 つの指標の国際標準化に取り組み、文書の作成も行

ってきた。今後、世界中で国際標準として使われるこの２つの指標について、その特徴と使い方を、そのような計算

方法になった背景と共に解説する。また、来年に向けての国際標準化が進められている、ITEEと ITEUについても、

特徴を解説する。 

15:05 - 15:45 『グリーン・ストレージ』への SNIAの取り組み  

菊地 宏臣 Hiroomi Kikuchi 

SNIA日本支部  会長 

株式会社東芝  

インダストリアル ICT ソリューション社  商品統括部 

SNIA 日本支部設立の 2002 年より、マーケティング委員会委員長および教育委員会委

員長を歴任し、2014 年より運営理事を務め、2016 年 6 月に会長に就任。日本における

ストレージおよび情報管理関連技術の啓発を担当し、重複排除技術、クラウド・ストレージ、

フラッシュ・ストレージ、グリーン・ストレージ等に関するプロモーション、講演、寄稿、出版を行ってきた。現在は、

株式会社東芝 インダストリアル ICT ソリューション社 商品統括部に勤務。 

講演概要：  

SAN/NAS の黎明期から、ストレージおよび情報管理関連技術の標準化と啓発を行ってきた標準化団体である

SNIA では、2009 年にグリーン・ストレージ分科会（GSI：Green Storage Initiative）を発足した。この分科会では、DC

（データセンター）の代表的構成要素の一つであるストレージ関連の省電力化技術の啓発に取り組むと共に、EPA

（米国環境保護庁）と協調して Energy Star へのストレージ関連装置の適応に貢献している。本講演では、SNIA の

『グリーン・ストレージ』への取り組みについて紹介する。 
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(Q&Aセッション)  

中井 康博 Yasuhiro Nakai 

グリーン・グリッド日本技術委員会 副代表  

日本電気株式会社 ITプラットフォーム事業部  

シニアエキスパート 

1983 年、日本電気株式会社に入社。スーパーコンピュータ SX シリーズ、メインフレーム

ACOS-6 シリーズ、UNIX サーバ NX7000 シリーズのプロセッサ、装置、システム開発に従

事。2008 年よりデータセンターを中心にエネルギー高効率化のソリューション企画・開発に

従事、IT 機器だけでなくデータセンター全体のエネルギー高効率化、顧客課題の解決に

取り組む。2016年 4月よりグリーン・グリッド日本技術委員会副代表を務める。 

15:45 - 16:25 DCIMを利用した省エネ対策について～DCIMの独自開発とその利用法～ 

伊藤 久 Hisashi Ito 

株式会社アット東京 理事 

1982 年 4 月、東京電力株式会社に入社。2000 年 6 月、株式会社アット東京発足に伴

い出向。データセンターの設計・構築運用の技術責任者となり、現在に至る。現在は、

アット東京が運営している全てのセンターにおいて、データセンター本体の建設だけで

なく、顧客のコンピュータ室利用の提案から設計・構築・最終動作確認・運用までの技

術方の責任者を務める。顧客がデータセンター利用段階になった後も、省エネを含め

た運用の提案を多々行っている。 

講演概要：  

アット東京は、データセンター専用事業者として 2000年より事業を開始し、ノーダウンオペレーションと省エネを軸に

センター運営を行ってきた。 その実績を生かし、2011 年の新センター着工に合わせて、データセンター事業者とし

ての経験を活かし、設備管理システム（BMS）とコンピュータ室内の管理システム（DCIM）のデータの一元管理を可

能とし、お客様にデータ提供できる 「＠EYE®」を開発した。 これにより、運用改善や省エネ化を実現しつつある。 

今回は、その設計・開発コンセプトについて説明を行い、「＠EYE®」を利用した省エネ施策をご紹介する。 

( Q&Aセッション)  

佐志田 伸夫 Nobuo Sashida 

グリーン・グリッド 日本技術委員会 

シュナイダーエレクトリック株式会社 取締役 ＣＴＯ 

技術士（電気電子部門） 

データセンターなどの電源設備・空調設備の開発・設計・コンサルティングに 30 年以上

従事。現在、シュナイダーエレクトリック株式会社にてデータセンターの計画、設計、コン

サルティグなど技術全般を担当。 

16:45 - 17:45 パネルディスカッション：「都市型を超える郊外型データセンターとは？」 

パネル概要： 各社からデータセンターの特徴についてご紹介いただき、首都圏のデータセンターと地方のデータ

センターの違いや考え方についてお話を伺いながら、地方のデータセンターの在り方についてディスカッション

する。郊外型データセンターの技術的観点からの特徴と課題を議論し、今後の郊外型データセンターとユーザの

繋がりを考察する。 
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進行役：  星島 惠三 Keizo Hoshijima 

グリーン・グリッド日本技術委員会 代表     

株式会社 NTT ファシリティーズ  

データセンタービジネス本部 副本部長 

1992 年、日本電信電話株式会社に入社。直流給電システムの開発、燃料電池システム

の実証試験等に従事。2007 年から 2013 年 6 月まで NTT ファシリティーズの米国拠点

（サンノゼ）においてマネージャーとして、現地でデータセンター事業を展開しつつ、米国

の最新技術、マーケットに関して調査実施。現在は、NTT ファシリティーズデータセンター

ビジネス本部において、地球環境に配慮したデータセンターの構築や運営に努めている。

2016 年 1 月よりグリーン・グリッド日本支部技術委員会代表を務める。  

パネリスト：  

川島 英明 Hideaki Kawashima 

株式会社インターネットイニシアティブ 

サービス基盤本部 データセンター技術部 副部長 

兼 データセンターサービス課長、兼 インフラ運用統括室 

2002 年、株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)に入社。SEIL/SMF の販売促進、ネット

ワークインテグレーション部隊における案件対応等を経て、2009年度よりデータセンター関

連業務に従事。クラウドサービス「IIJ GIO」の立上げに関わり、クラウド向け DCの必要性を

痛感。外気冷却方式コンテナ型 DC の実証実験を実施、商用 DC である松江 DCP を構

築し、販売向けコンテナ型 DC の企画・製品化や拡販を担当。2016 年度より国内外 27 箇

所に設置されている IIJの DCを統括。 

木藤  修 Osamu Kidou 

株式会社キューデンインフォコム 

営業本部 データセンター営業部 営業グループ課長 

2000 年 9 月、株式会社キューデンインフォコムに入社。情報システムグループに所属し、

データセンター福岡姪浜の構築プロジェクトおよび建物基本設計やステム設計に従事。

2003 年 1 月、同社データセンター福岡姪浜にてデータセンターの運用担当を経て、

2005 年 7 月、データセンター営業部において、主に東名阪の顧客を担当し、現在に至る。 

山口 龍太郎 Ryutaro Yamaguchi 

株式会社ミライコミュニケーションネットワーク 

営業部マネージャー 

1996 年、未来精工株式会社（未来工業グループ）内ミライネット事業部にてプロバイダ事業

開始時に創業メンバーとして入社。2001 年に株式会社ミライコミュニケーションネットワーク

として分社後、デザイン部門担当を経て営業部門マネージャーに就任。新データセンター

構築では、コンセプト立案及び仕様書策定に携わり、現在もマネージャーとしてプロジェクト

を担当している。 

17:45 - 17:50 閉会挨拶  

高木 正貴 Masataka Takagi 

グリーン・グリッド日本マーケティング委員会 副代表 

インテル株式会社  セールス＆マーケティング・グループ 

データセンター・ソリューションズ ビジネス・デベロップメント・マネージャー 

2007 年、インテル株式会社に入社。コンサルティング部門でデータセンターのパワー・サー

マルアセスメント等を担当後、法人営業推進本部において、最新テクノロジーの導入・活用

に従事。現在は、データセンター向けソリューションの日本国内でのビジネス開拓を担当。

2015 年 7月よりグリーン・グリッド日本支部マーケティング委員会副代表を務める。 
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About Good Practice 
グリーン・グリッド グッドプラクティス概要 
データセンターのエネルギー効率の改善で顕著な取り組みや成果を

上げた企業・団体を表彰し、ベストプラクティスとして広く啓発すること

を目的としています。 

対象: 日本国内データセンター 

募集期間: 通年 

主催: グリーン・グリッド 

対象企業： 日本国内にデータセンターを設置し、自社で、

もしくは事業展開として、応募時点で 6 ヵ月以上

データセンターを実務運用している団体・企業 

評価内容： PUE によるエネルギー効率の絶対値の優劣で

はなく、エネルギー効率化に対する取り組み

や指標改善の継続性など、改善活動を主眼に

評価 

計測条件： 1）  エネルギー効率改善の期間 

エネルギー効率の改善活動を継続的に行い、応募時点で 6 ヵ月以上、その活動を実施し

ていること 

 2）  エネルギー効率改善の定量化 

グリーン・グリッドが推奨する評価基準（PUE）を活用し、改善前後で定量的な計測が行わ

れていること 

評価基準： 下記 5項目で評価 

1) 定量化：データセンター施設で、PUEを活用したエネルギー効率促進プログラムに基づい

て改善前・改善後の定量化が行われている 

2) 目標設定と計画性：分析した内容に基づいて改善の対象を特定し、その対象毎に目標を

設定している。さらに目標達成のために改善計画の作成をしている 

3) 継続性：改善活動を継続的に実施し、成果をあげていること。その際、改善効果を PUEを

用いて相対的に評価している 

4) 社会貢献性：エネルギー効率改善に向けて活動をグッドプラクティスとして業界に向けて

広く展開し、より多くのデータセンターでのエネルギー効率化の活動に協力する意向を保

持している 独創性：エネルギー効率を考慮した上で、独創的な特色をもった活動を行って

いる（例：エネルギー効率の高い事業継続計画を実施している、など） 

評価・表彰： 応募状況に応じて適時、審査を行い、「グッドプラクティス」に該当した場合、順次表彰・紹介。

グリーン・グリッドが予定する各種イベント（例：四半期開催のメンバーワークショップや、年次

開催のメンバー総会ならびにグリーン・グリッド フォーラムなど）やホワイトペーパー等で積極的

に紹介 

詳細 & 応募方法： www.thegreengrid.org/japanGoodPractice 
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About The Green Grid 
グリーン・グリッドのミッション： 

ICTエコシステム全体にわたり、効率的かつ責任ある資源の活用を推進 

グリーン・グリッド概要 

2007年に設立されたグリーン・グリッドは、世界規模のコンソーシアムとし

て、データセンターおよびビジネス・コンピューティングでのエネルギーと

資源の効率化を推進しています。グリーン・グリッドは、特定企業の製品

あるいはソリューションを推奨するのではなく、データセンターにおける

エネルギー効率の改善に必要なベストプラクティス、指標および技術を

業界全体の視点から提供することを目指しています。 

グリーン・グリッドの取り組みについて 

情報通信技術における資源の効率化への取り組み 

設立以来、データセンター業界が大きく変化している中グリーン・グリッドは、仮想化、クラウドコンピューティング、

温室効果ガス排出、政府規制、水利用、グリーン IT、環境ライフサイクル要件などの課題への関心を高めてきました。

これらの課題への問題解決に積極的に取り組むことで将来の経済発展および環境に関する持続可能性の向上へと

つながります。グリーン・グリッドは、エンドユーザー、有権者、テクノロジー企業、設備設計者および公益事業者で

構成される世界規模のコンソーシアムとして情報通信技術（ICT）業界の資源効率に実質的な変化をもたらすべく、

データセンター業界において必要な施策に積極的に取り組んでいます。会員の皆様は、グリーン･グリッドの活動の

中で経済的価値を実現し、リスクを軽減し、実現不可能な効率化を達成することができます。 

一貫性のある指標の開発 

世界各地の ITや施設、持続可能性関連の組織が、グリーン・グリッドの会員として連携し、それぞれのデータセン

ターのエネルギーと資源効率を改善するための一連の指標を開発しました。この指標には、電力使用効率性

（Power Usage Effectiveness：PUE）、二酸化炭素使用効率性（Carbon Usage Effectiveness：CUE）、水使用効率

性（Water Usage Effectiveness：WUE）、電子機器廃棄（リサイクル）効率（EDE）などがありますが、この他にもさま

ざまな指標の開発作業が進められています。これらの指標の詳細については、以下 URL よりご覧いただけます。 

www.thegreengrid.org/library-and-tools 

グリーン・グリッド会員フォーラム 

グリーン・グリッドは年間を通じてテクニカルフォーラム、ウェブキャスト、その他の地域イベントを開催しております。

グリーン・グリッド会員や他のステークホルダーが参加し、最新のデータセンターのエネルギーと資源効率やビジネス・

コ ン ピ ュー テ ィ ン グ な ど についての活発な議論 を行っ てい ます 。 イ ベ ン ト に関す る 情報は 、

www.thegreengrid.org/events よりご覧いただけます。 

IT・ファシリティ向けのツールの提供 

グリーン・グリッドは、IT の設計者、管理者、運用担当者がそれぞれのデータセンターのエネルギー効率を測定および

評価するための次のようなツールを提供しています。 
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 データセンター成熟度モデル 

 フリー・クーリング・ツールとマップ 

 PUE算出ツール 

 給電系統効率推定ツール 

  PUEレポートフォーム 

URL：www.thegreengrid.org/library-and-tools 

グリーン・グリッド会員フォーラム 

グリーン・グリッドは年間を通じてフォーラム、ウェブキャスト、その他の地域イベントを開催しております。グリーン・

グリッド会員や他のステークホルダーが参加し、最新のデータセンターのエネルギーと資源効率やビジネス・コン

ピューティングなどについての活発な議論を行っています。イベントに関する情報は、www.thegreengrid.org/events

よりご覧いただけます。 

ホワイトペーパー 

グリーン・グリッドは、会員著作による 80本以上のホワイトペーパー、研究レポート事例を公表し、データセンターに

おけるベストプラクティスや詳細な技術分析を提供してきました。現在約 60 本（2016 年 7 月時点）のドキュメントを

日本語でお読みいただけます。 ホワイトペーパーの一覧は、ウェブサイトの「ライブラリ&ツール」（以下 URL）より

アクセスいただけます。 www.thegreengrid.org/library-and-tools 

政府・業界団体との活発な連携 

グリーン・グリッドは、グローバルな組織・各国政

府・エンドユーザーと緊密に連携し、エネルギー

と資源効率に関する指標についての調整、コミュ

ニケーション、提携、協調などを推進しています。

こうした組織には、EU のデータセンターに関する

行動規範、DOE（米国エネルギー省）、EPA（米国

環境保護庁）、ISO/IEC JTC 1/SC 39、GIPC（グリー

ン IT 推進協議会, 現 JEITA グリーン IT 委員会）、

SNIA（ストレージネットワーキング・インダストリ・アソ

シエーション）などが含まれます。 

意見交換への参加 

グリーン・グリッドは、情報技術の資源効率化に関連する主要分野において、会員の皆様がご自身の経験と将来を

見据えた意見の共有の場を提供しています。 

 データセンター・ライフサイクル 

 データセンター成熟度モデル 

 社会と環境への ICT有益性 

 ユーティリティーと資源 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

施設 

レベル 5 

レベル 4 

レベル 3 

レベル 2 

レベル 1 

レベル 0 

達成 組織目標 DCMM論理的最高値 DCMMのレベル外 

レベル 5 

レベル 4 

レベル 3 

レベル 2 

レベル 1 

レベル 0 

    電力                          冷却                         サーバー                  ストレージ 
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グリーン・グリッドの組織について 

組織構造 

グリーン・グリッドは、中立的かつ多角的なコンソーシアムであり、コンセンサスを重視しながらエネルギーと資源効率

について業界の統一的な見解を提供しています。グリーン・グリッドは、運営委員会、アドバイザー委員会、プログラム

委員会、グローバル技術委員会、グローバルリエゾン委員会、グローバルマーケティング委員会、政府関係委員会、

ファイナンス委員会と、これらの各委員会を支援する多くのワークグループや分科会で構成されています。組織構造

の全体図は、www.thegreengrid.org/about-the-green-grid/OrganizationalStructure よりご覧いただけます。 

会員について 

 約 200のメンバーが参加 

 会員の 33％をエンドユーザー企業が占める 

 35社以上の会員企業が Global 500 および 

 Fortune 500 のいずれかまたは両方にランクされる 

 EMEAを拠点とする企業が会員の 25％を占める 

 日本企業が会員の 12％を占める  

 参加組織は 23 カ国、23業界におよぶ 

運営会員：8社 

 

 

 
 

 

 

推進会員 (日本企業)：3社 

 

 

 

一般会員 (日本企業)：11社 

 

 

 

 

個人会員 (日本企業）：4名 

 
(アルファベット順、7月 5日時点) 
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日本支部について 

日本では、2008年5月末に日本マーケティング委員会（当時、

日本コミュニケーション委員会）と日本技術委員会（当時、

日本データ調査委員会）を発足し、活動を開始しました。

2010 年 5月には、日本リエゾン委員会を立ち上げ、3つの委

員会を中心として、国内におけるデータセンターおよびビジ

ネス・コンピューティングでのエネルギーと資源の効率化を推

進しています。国内を代表する主な展示会、セミナー、書籍

や広報活動を通じて団体の目標と活動を共有しつつ、技術

的にはデータセンターの現状の調査と課題の把握、より正確

な計測の手法や技術的な指針の作成を通じて活動を続けて

います。発足以来、グリーン IT 推進協議会（GIPC, 現 JEITA グリーン IT 委員会）との連携を通じ、エネルギーと資

源効率を測る共同調査および有効的な指標の定義・促進を目指し技術的な議論、業界の情報共有を進めています。

2009 年 11 月には、日本データセンター協会（JDCC）との連携、2010 年 11 月には、ASP・SaaS・クラウド コンソーシ

アム(ASPIC)との連携を発表し、データセンターの省エネルギー化を推進するための各種活動に共同で取り組み、

エネルギーと資源の効率に優れた国際競争力の高いデータセンターの構築を推進しています。また、2010年 6月

には、データセンターのエネルギーと資源の効率向上に取り組む団体・企業を表彰する「グリーン・グリッド データ

センター・アワード」を創設し、エネルギーと資源の効率化の普及・促進活動を展開。2013 年から「グリーン・グリッド 

グッドプラクティス」をスタートし、運用を中心とした効率化の啓蒙に注力しています。 

グリーン・グリッドへの参加意義 

 ベストプラクティスおよび国際的な仕様の推進 

 新たなビジネス関係の構築 

 テクノロジー企業やエンドユーザー企業で構成される多様なコミュニティとの交流 

 ITおよび施設向けの新しいツールや指標を開発することによる業界への影響力 

 ITおよびデータセンターコミュニティーに影響を与える世界的な政策関連問題についての知見 

 効果的な政策および法制度を求めた積極的な政府機関への働き掛け 

  

 

「NTT コミュニケーションズは、日本国内だけでなく海外にも広くデータセンタサービスを展開する事業者の責務として、

地球環境保護に寄与してまいります。NTT コミュニケーションズ単独としては、今年６月からグリーン・グリッドに参画し、

グリーン・グリッドのこれまでの成果＆ノウハウを学びながら、今後もグリーン・グリッドを中心とした企業・団体の方々と

の協力を進めていきたいと思います。」 

NTTコミュニケーションズ 株式会社  グラウドサービス部 本橋 寿哉 

  

   

 

 

  

 

 

 

勉強会 

 

フォーラム 

 
総会 

データセンター 

見学会 

ワークショップ 
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Membership 

入会について 

グリーン・グリッドには、4 つの形態で参加する約 200 の会員がいます。グリーン・グリッドへの活動に積極的に参加

することにより、会員特典を最大限に活用することができます。 

企業会員の社員は、対象の会員特

典を享受することができます。 
推進会員 一般会員 個人会員 アソシエイト会員 

詳細 

グリーン・グリッド活動

において最大のメリッ

トを享受することがで

きます。 

グリーン・グリッドの活

動を支援し、以下のメ

リットが与えられます。 

コンサルタント、アナリ

ストや専門の方も個

人レベルで参加いた

だけます。*3 

政府・教育機関を対

象としています。 

年会費 $25,000*1 $5,000 $400 
$950（政府機関） 

$250 （教育機関）*2 

ワークグループプロジェクトへの 

参加 (日本のプロジェクト含む) 
○ ○ ○ ○ 

ワークグループへの参加 (日本のWG

含む) 
○ ○*4 ○*4 ○*4 

WG参加を通じ技術的な提案書や仕

様書の策定や開発 
○ ○*4 ○*4 ○*4 

導入前の使用やガイドラインの 

レビュー・コメント・投票 
○ ― ― ― 

委員会への参加  ○ ― ― ― 

委員会やその他のワークグループで

の投票権 
○ ― ― ― 

各地域による委員会での 

リーダーシップの機会 
○ ― ― ― 

グローバルハーモナイゼーションへ

の取り組みと影響  
○ ― ― ― 

Web 上の会員名簿への掲載 ○ ○ ― ○ 

Web 上の貴社ロゴの掲載 ○ ― ― ― 

リーダーシップの表彰 ○ ― ― ― 

イベントにおける講演の機会 ○ ― ― ― 

メンバー専用 TGG ロゴの使用 ○ ○ ○ ○ 

大手ブランドとの協力・ 

ネットワーキング 
○ ○ ○ ○ 

貴社のブランディングの認知向上 ○ ○ ○ ○ 

事例や関連記事における 

共同プロモーションの機会 
○ ○ ○ ○ 

事例の開発とプロモーション ○ ○ ○ ○ 

*1年間総収入が$100M以下の企業様は、年会費$10,000 で参加できます。 
*2政府関連機関から認可を受けている中等教育以降の教育機関は、年会費$250で参加できます。 
*3企業会員の社員は、そのすべての社員が会員特典を享受できるため、個人会員として入会できません。 
*4 一般会員、個人会員、アソシエイト会員の方は、承認制でワークグループ、タスクフォース、サブワークグループへの参加が可能です。 
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Reference  

グリーン・グリッド会員の皆様に、ぜひ読んでいただきたいホワイトペーパー・事例 

タイトル終わりに「※」印が付いているドキュメントは、会員専用のコンテンツです。 

WP#45 データセンターのライフサイクルアセスメントガイドライン※                                                 2014年11月18日発行 

本ペーパーは、製品や企業活動における環境への影響（環境フットプリント）を評価することへの関心が、国や企業

の間で強まっています。本ペーパーでは、データセンターに関連する環境への影響をすべて考慮に入れ、完全な

ライフサイクルを評価するために必要な要素を特定して、均一に記述する方法について論述します。 

WP#47 データセンターに関する日本の地域特性 （日本発）※                                                         2012年9月24日発行 

本ペーパーは、近年データセンターの消費電力増加への対策が早急に求められていることを受け、省エネデータ

センターの実現を促進することを目的に発行されました。グリーン・グリッド日本技術委員会データセンター・デザイ

ンガイド日本分科会に所属する企業が、日本のデータセンターに関する地域特性を考察し、データセンターの効率

的な運営に必要な設置環境、空調設備、電源設備、求められる制約、優遇措置、およびエネルギー運用管理につ

いて解説しています。   

WP#49  PUE指標に関する総括                                                                                                     2013年5月28日発行 

本ペーパーは、過去に発行したホワイトペーパーをはじめ、グリーン・グリッドが PUE に関連して作成および発行し

た「すべての情報」が統合されています。 これから PUE を導入、使用、および報告する当事者に対して、グリーン・

グリッドでは、本ペーパーを使用することを推奨します。本書に埋め込まれているリ ンクから、さまざまなレベルの情

報に素早くアクセスできます。本ペーパーは、エグゼクティブの方が PUE に係わる概念を高レベルで理解できるよう

にすると 同時に、データセンターの指標導入および報告に携わる当事者の方々に深い知識とリソースを提供します。 

WP#50 稼働温湿度条件範囲拡大に伴うデータセンター効率とIT機器の信頼性※                        2013年11月18日発行   

本ペーパーは、データセンターの稼働環境条件範囲を拡大した場合の信頼性と消費電力を調査し、温度や湿度

といった環境要因が IT 機器にどのような影響を与えるかを考察します。ASHRAE のデータを使用して、より高い稼

働温度の適用に関する誤解を解いていきます。さらに、より広い稼働環境条件範囲を適用することにより、信頼性

やサービスの可用性に大きな影響を与えることなく、データセンター効率をさらに改善できるという仮説についても

検証します。 

WP#52 運用の効率化と信頼性を実現する総合的なアプローチ※                                                     2014年7月1日発行 

本ペーパーは、データセンターのファシリティライフサイクルの最初のフェースである「計画」、および「設計」段階に

おいて、プロジェクトチームが、データセンターの運用管理ツールについて検討し、ドキュメント化を進めていく上で、

取り組むべきことについて説明しています。データセンターの運用ツールやドキュメントは、最適なエネルギー効率、

信頼性、管理、および保守性を実現するために、ファシリティ内のシステムとサブシステムを明確にすることができ

ます。 

WP#56 データセンター成熟度モデル解説書 （日本発）                                                                 2013年10月31日発行 

本ペーパーは、グリーン・グリッドが開発したデータセンターの様々な局面でエネルギー効率と持続可能性を改善す

るための、明確な目標と方向を提示する 「データセンター成熟度モデル」の解説書となります。データセンター成熟

度モデルを活用する上で必要となる、設備から IT 領域までの多岐にわたる評価項目について解説を行い、適切な

達成基準で、 評価を行うことを支援します。 
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WP#61 スペース使用効率（SPUE™）                                                                                                 2015年7月16日発行 

本ペーパーは、データセンターの所有者が直面している最重要課題の 1つ、データセンターにおけるスペース活用

に対応するものとして、新しい指標を提案します。スペース使用効率（SpUE™）指標を利用することにより、データセ

ンターにおけるスペース、二酸化炭素、水、およびエネルギーの使用に関連するさまざまな側面の最適化を迅速に

評価、判断することができます。 

WP#62 データセンターが環境に与える影響 ※                                                                                   2015年6月14日発行 

本ペーパーは、データセンターの環境に対するさまざまな影響を収集し、それを 5 つの主要カテゴリにまとめ、目的、

測定方法、パフォーマンス指標について定義しました。データセンター成熟度モデル（DCMM）で用いられているも

のと同様、0 から 5 のレベルで表します。この情報を利用することにより、データセンターの運営者は、重要な環境へ

の影響を的確に把握した上で評価し、緩和策を講じることができるようになります。 

WP#63 フリーパワークォリティ※                                                                                                         2015年12月12日発行 

フリーパワークォリティとは、空調のフリークーリングの考え方を給電に適用したものであり、電力網の給電安定性・信

頼性を評価、判断することでデータセンターの給電設備の効率を高める可能性があります。本ペーパーでは、フリー

パワークォリティについて、電源網・電源構成・情報技術・ビジネスモデルの 4本の柱を軸にして解説を行います。 

WP#65 データセンターのエアフロー管理計算ツール※                                                                     2016年1月15日発行 

データセンターの空調効率向上は重要な課題であり、AFM(エアフロー管理)の実践が鍵となります。AFM 対策によ

る省エネ効果の定量化はまだ開発されていませんが、計算ツールは種々のバリエーションのものが出回って来てい

ます。本ペーパーでは、主要なツールについて分析を行い、またデータセンター業界のニーズを満たすツールの要

件も定義します。 

WP#66 サーバ効率評価ツールの分析※                                                                                             2016年7月27日発行 

本ペーパーは、Standard Performance Evaluation Corporation（SPEC®）が制定したサーバ製品のエネルギー効率

を評価するツールである Server Efficiency Rating Tool（SERT™）メトリックの有効性を評価するとともにサーバの構成

タイプ、コンポーネントの選択によるスコアへの影響をワーキング・グループが分析した結果を示します。 

CS#3 新境地を開いた効率的なデータセンター※                                                                           2013年1月7日発行 

本ペーパーは、eBay の「Project Mercury」と名付けられた取組みで、 より高効率なデータセンターを実現した事例

について解説しています。この取組みでは、IT 部門と設備部門を連携させ、PUE および TCO 指標を PRF プロセ

スに組み込むことでプラットフォームのコスト削減と、効率的で、将来的な技術への柔軟な対応が可能なデータセ

ンターを構築しました。各種指標とグリーングリッドのデータセンター成熟モデル(DCMM)の実践による成果事例と

して参考にすることができます。 

CS#4 日本のデータセンターにおけるエネルギー効率化の取り組み事例 （日本発）※                     2011年7月19日発行 

本ペーパーは、配電システムの構成や、データセンターの「稼働率向上」を実現する電力機器の運転など、効率化

を実現するために関連するさまざまなトピックについて解説しています。具体的に、データセンターを構成する各電

力機器について説明した上で、各機器の計測点および制御点を示した系統図を掲載し、評価や基準を選定する際

のガイドとなります。 

 

 
 

60本近くの WP/事例/レポートを日本語で発行しています。 

Download Now at: www.thegreengrid.org/ja-jp/library-and-tools 
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無線 LAN アクセスポイント： 

ARBRE1  or   ARBRE2 

パスワード： TGGJ7 

 

講演資料ダウンロード先： 

www.thegreengrid.org/ja-jp/library-and-tools 

※投射用とは異なる資料もございますので、予めご了承ください。 

 

喫煙場所：  

煙草をお吸いになる方は、講演会場を出て、左側の喫煙場所をご利用ください。 

 

トイレ： 

講演会場を出て、右前方の通路をお進みください。 
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日本地域報道関連 

 

ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド株式会社 

Phone: 03-5427-7396 （大崎） 

Email: japanpr@thegreengrid.org 

 

 

中国地域報道関連 

 

The Green Grid Administration 

3855 SW 153rd Drive 

Beaverton, Oregon 97003 USA 

Phone: +86 010-51658186-211 

Email: chinaadmin@thegreengrid.org 

 

US報道関連 

 

Jay Staunton 

LEWIS  

Phone: +1 781-418-2474 

Email: comms@thegreengrid.org 

 

 

EMEA地域報道関連 

 

Robin Campbell-Burt 

Spreckly Partners 

Phone:  +44 20-7388-9988 

Email: emeapr@thegreengrid.org 

 

 

 

 
 

 

 

 

Thank you for attending The Green Grid Japan Forum 2016 ! 

 

 

本日は、「日本支部・第8回グリーン・グリッドフォーラム」ご参加いただき 

誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーン・グリッド事務局 

 

3855 SW 153rd Drive 

Beaverton, Oregon 97003 USA 

Phone: +1 503-619-0653  |  Fax: +1 503-644-6708  |  Email: admin@thegreengrid.org 

090-3237-7189（日本窓口：重村）|   Email: japanadmin@thegreengrid.org 




