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2019年グリーン・グリッド日本支部メンバー総会 

時間 プログラム/スピーカー (敬称略) 

13:30 オープニング 

13:30 – 14:15 グリーン・グリッド(The Green Grid) 新体制のご紹介（逐次通訳） 

グリーン・グリッド アドバイザリー・カウンシル代表 ロジャー・ティプレイ (via Web) 

14:15 – 14:25 グリーン・グリッド日本支部 2019年活動報告 

グリーン･グリッド日本マーケティング委員会  代表 高木 正貴 

14:25 – 15:15 クラウド・バイ・デフォルト時代のデータセンター& 

インターコネクションサービス 

エクイニクス・ジャパン株式会社 テクノロジー・サービス事業本部長  有本 一 

15:15 – 15:30 休  憩 

15:30 – 16:20 メガクラウドの観点からみたテクノロジー進化とサステナビリティ 

-Microsoft Azure- 

マイクロソフト コーポレーション 

Country Engineering Lead /C+AI, Azure Global  佐々木 明夫 

16:20 – 16:25 休  憩 

16:25 – 17:30 パネルディスカッション：ハイパースケールデータセンターの時代 

パネリスト：  

・ エクイニクス・ジャパン株式会社 テクノロジー・サービス事業本部長  有本 一 

・ マイクロソフト コーポレーション 

Country Engineering Lead /C+AI, Azure Global 佐々木 明夫 

・ NTT 国際通信株式会社 ICT インフラサービス部 

データセンターサービス部門 担当部長 本橋  寿哉  

進行役： グリーン・グリッド日本技術委員会 代表 佐志田 伸夫 

17:30 クロージング 

18:00 – 20:00 懇親会 （希望者:会費 2,000 円) 

※上記プログラムは予告なく変更する場合がございます。 
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講 演 者 紹 介

有本 一 Arimoto, Hajime 

エクイニクス・ジャパン株式会社 テクノロジー・サービス事業本部長 

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・デベロップメント他を担当。 2017 年より、エクイニクス

において、マネージド・テクノロジー・サービス全般を統括。 

講演：「クラウド・バイ・デフォルト時代のデータセンター&インターコネクションサービス」 

ハイパースケーラー自身がデータセンターに求める要件が従来とは違うというだけでなく、そのサービスを活

用するエンタープライズユーザがデータセンターに求める要件も大きく変容している。各種のクラウドサービ

スをフルに活用することで、データセンターは、低遅延で、柔軟性をもち、セキュアで、且つコスト最適化を

提供できるデジタルインフラストラクチャに変貌することを期待されている。この要請への対応をする上での

課題に関して考察する。 

佐々木 明夫 Sasaki, Akio 

マイクロソフト コーポレーション Country Engineering Lead/C+AI, Azure Global 

マイクロソフトコーポレーション（米国本社）の Azure 研究開発部所属。次世代の

Azure 及び、Azure データセンターの仕様選定、戦略を担当。日系商社、シスコシス

テムズを経て 2012年入社後、デジタル変革コンサルティング、提携企業との共同クラ

ウド技術開発を得て、2019年 4月より現職。グロービス経営大学院修士課程（MBA）

修了。 

講演：「メガクラウドの観点からみたテクノロジー進化とサステナビリティ-Microsoft Azure-」 

データの爆発的な生成と AI による即時処理がビジネス環境の変化に大きく影響を与える世の中になりつつあ

ります。その中核にあるクラウドから生み出されるテクノロジーは先進的なイノベーションから、社会的な責

任を帯びつつあります。このセッションではAzureが掲げるビジョン、その実現にむけての取り組み、そして

成果として生まれた近年のデータセンター関連テクノロジーについてご紹介します。 

本橋 寿哉 Motohashi, Toshiya 

NTT 国際通信株式会社 ICT インフラサービス部 データセンターサービス部門 担当部長 

NTT国際通信（NTT-WT)で、データセンタ関連、特に構築を担当。1998年のNTTコミ

ュニケーションズでの DC サービスの立ち上げ期から DC 関連業務に従事し、国内外の

DC 戦略策定から構築＆オペレーション／標準化と、ほぼすべての Value Chain をリー

ド。昨今では、各種の講演などで、NTT の DC サービスだけでなく、DC サービス全般

の講演などにも対応し、DC サービスの認知に努めている。 

パネリスト：「ハイパースケールデータセンターの時代」 
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佐志田 伸夫 Sashida, Nobuo 

グリーン･グリッド日本技術委員会 代表 

シュナイダーエレクトリック株式会社  取締役 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 

パネル進行：「ハイパースケールデータセンターの時代」 

クラウド事業者（Google, MS, AWS などなど）が、従来の数倍の規模の大きなデータ

センターを開設しています。この流れが日本にも押し寄せ、数十 MW 級のハイパースケールデータセンター

が開設され、数年以内に更に複数のセンターの開業が計画されています。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」に照らし合わせると、このような

データセンターの設置・運営が環境に与える影響に対して十分な配慮が必要になると考えられます。 

このような背景から、世界中でクラウドデータセンターを展開され、日本国内でも大規模データセンターを建

設、運用、計画されている皆さんにお集まりいただき、ハイパースケールデータセンターが増える時代がどの

ようになってゆくのかご見識を伺います。 

高木 正貴 Takagi, Masataka 

グリーン・グリッド日本支部 マーケティング委員会 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・デべロップメント･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、2018 年 8 月より同委員会代表。 

講演：「グリーン・グリッド日本支部 2019年活動報告」 

今年度、グリーン･グリッド日本支部では、会員企業の人材育成への貢献に注力し、データセンターイロハ塾

および次なるステップのニホヘト塾の第１回を実施しました。また、DC 見学会も本総会後に予定されていま

す。本セッションでは、これら日本支部の今年の活動を振り返ります。 

裏面に続く→ 
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ロジャー・ティプレイ Tipley, Roger 

グリーン・グリッド アドバイザリー・カウンシル代表 

シュナイダーエレクトリック 業界・政府アライアンス バイスプレジデント 

2014年よりグリーン・グリッドのプレジデントを務め、2019年よりグリーン・グリッ

ド アドバイザリー・カウンシル代表。シュナイダーエレクトリック社では、IT ビジネ

スにおける業界・政府アライアンスのバイスプレジデントを務め、業界のグローバル標

準化活動と政府規制の改善に取り組む。グリーン・グリッドの創設理事の 1 人で、理事

を長年務め、グリーン・グリッドの活動に貢献。また、ITI(Information Technology Industry Council：米

国情報技術工業協議会)や DigitalEurope などの業界で影響力のある団体に参加し、ENERGY STAR（国際エ

ネルギースター） と EPEAT(Electronic Products Environmental Assessment Tool: 電子製品環境アセスメ

ントツール)の規格開発に貢献。PCI-SIG(各種 PCI 規格を保有する Special Interest Group）のプレジデント

と理事長を務めた経歴を持ち、これまで、米国特許商標庁から 22 個の特許を授与。 

講演：「グリーン・グリッド(The Green Grid) 新体制のご紹介」（Web; 逐次通訳） 

グリーン・グリッドは、今年設立 12 年目を迎え、4 月より情報技術関連の公共政策の推進をリードする業界

団体である、米国情報技術工業協議会（ITI: Information Technology Industry Council）のアフィリエイト

として再始動しました。このセッションでは、ITI の紹介およびグリーン・グリッドの新体制について紹介し

ます。 


