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「米国 IT 業界におけるエネルギー問題への取り組み」 

 

渡辺弘美＠JETRO/IPA NY 

 

1. はじめに 

 

 米調査会社 Gartner 社は、本年 4 月 22 日からサンフランシスコにおいて、

Gartner シンポジウム ITxpo2007 を開催し、IT 業界にまつわる今後のトレンドを分

析、紹介した。同シンポジウムにおいて、同社リサーチ部門 VP である Simon 

Mingay氏は、「Green IT」と題する講演を行い、エネルギー消費問題、地球環境

問題が IT 業界を襲う新たな衝撃の波になるとして取り上げた。 

 同氏の分析によれば、IT 業界の CO2 排出量は地球全体の CO2 排出量の約 2%を

も占め、航空業界による排出量に匹敵するという。この CO2 排出量の中には、PC、

サーバー、冷却器、無停電電源装置（UPS）、固定及び無線電話、LAN/WAN、プ

リンター及び記憶装置を利用することによる排出量に加え、PC や携帯電話などの

設計・製造・流通に伴う排出量を含んでいる。 

 各カテゴリー別では、PC 及びモニターによる CO2 排出量が最も多くて全体の

39%（設計・製造・流通段階を除く）、次に、サーバーによる CO2 排出量が全体

の 23%（冷却器を含む）を占める。中でも、サーバーについては、そのうちの 4

分の 3 程度は利用に伴う CO2 排出であるという。 

 同氏は、データセンターのエネルギー消費状況については、現在世間から注目

されており、コスト低減にもつながる話なので、2011 年までには 25％の新規デー

タセンターは、エネルギー消費効率が最大になるように設計された「Green データ

センター」になる可能性があると分析している。ちなみに、同氏は、より深刻に

とらえるべきは、ユーザーの行動様式に直結するデスクトップ側のエネルギー消

費問題であるとしている。 

  

 本レポートでは、はじめにデータセンターのエネルギー問題に関する米国議会

や連邦政府での動きに触れた後、IT 業界の非営利団体やコンソーシアムによる取

り組みをまとめ、これらの団体に参加している IT ベンダが提供している省エネ製

品およびソリューションなどを紹介していく。最後に、インターネット・サービ

スの需要に応えるため、大量なエネルギーを消費するデータセンターを所有して

いるインターネット企業 Google 社によるデータセンターにおけるエネルギー・コ

スト削減および省エネへの取り組みについて報告する。 
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2. データセンターにおける電力消費量の現状と米国連邦政府による IT 省エネ

政策 

  

 現在、米国では、データセンターのエネルギー問題が注目されている。ローレ

ンス・バークレー国立研究所の研究員である Jonathan Koomey博士が 2007 年 2 月

に発表した研究論文「Estimating Total Power Consumption by Servers in the U.S. and 

the World」によると、米国におけるサーバとサーバ関連機器の総電力消費量は、

2005 年には 450 億キロワット（米国全体の電力消費量の 1.2％）を達し、電気料金

は総額 27 億ドルであったという。 

 また、サーバとサーバ関連機器の総電力消費量を世界レベルで見た場合、世界

全体の電力消費量の約 0.8％を占める 1,200 億キロワットを超える電力が消費され

ており、電気料金は 72 億ドルに達したという。 

米国と世界におけるサーバとサーバ関連機器の総電力消費量 

 

 
 

 

 

 Koomey博士は、音楽や映像のダウンロードや IP 電話（VoIP）などのインター

ネット・サービスの需要が高まったことにより、インターネット・データセンタ

ーにおけるサーバおよびサーバ関連機器の電力消費量が重要な問題となっている

と述べている。同博士は、サーバの電力消費量は IT 業界の流行に大きく左右され
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るため、今後の電力消費量の予測を立てることは難しいとしているが、サーバお

よびサーバ関連機器の電力消費量が 2000 年～2005 年と同じ割合で増加するとした

場合、2010 年の電力消費量は、2005 年の電力消費量よりも 75％増加すると予測し

ている。 

 

 データセンターの電力消費量が今後も継続的に増加していくと予想されている

中、2006 年 12 月、エネルギー問題を懸念している米国連邦議会は、データセンタ

ーの省エネルギー化を促進するための法案（H.R.5646）「To study and promote the 

use of energy efficient computer servers in the United States」を成立させた。同法律で

は、環境保護庁（Environmental Protection Agency: EPA）に対し、同庁のエネルギ

ー・スター・プログラムの一環として、官民両分野のデータセンターが使用して

いるサーバ電力消費の状況・予測調査を実施するよう指示しており、EPA は調査

結果を法案が成立されてから 180 日以内に議会へ報告することになっている。ま

た、同庁は、データセンターの省エネルギー化を促進するための方策についての

提言も求められている。 

 

 エネルギー・スター・プログラムとは、コンピュータを含む家庭用電化製品な

どの省エネルギー化を推進するため、1992 年から EPA によって実施されており、

消費電力の効率性に優れた製品を認定している国際的なプログラムである。EPA

では現在、エネルギー・スター規格を企業用サーバにも適用していく計画であり、

エネルギー効率を高めたサーバの仕様を開発中である。 

  

3. IT 業界団体によるエネルギー問題への取り組み 

(1) SPEC 

 

 SPEC（Standard Performance Evaluation Corporation）とは、コンピュータ・シス

テムが使われている実環境でシステムの実行速度を測定・公表することを目的と

し、1988 年に設立された非営利団体である。同団体は、UNIX などのオープンソ

ース OS 環境下で作動しているコンピュータ、ワークステーションおよびサーバの

性能を評価するための OSG（Open Systems Group）、高性能コンピューティング・

システムの性能評価を行う HPG（High Performance Group）、グラフィック・サブ

システムの性能評価などを行っている GPC （Graphic Performance Characterization 

Group）の 3 つの部門に分かれて活動を行っている。システムの整数演算性能を評

価する SPECint や浮動小数点数演算性能の評価のための SPECfp などをはじめ、同

団体の開発した様々なベンチマークは、コンピュータ・システムの性能を表す指

標として幅広く利用されている。 
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 2006 年 5 月、SPEC は電力性能委員会（Power and Performance Committee）を発

足させ、大量のエネルギーを消費するデータセンターなどにおけるエネルギー効

率の向上を目的として、民間企業と政府が協力して取り組んでいる。例えば、

Advance Micro Devices （AMD）社、Dell 社、Fujitsu Siemens 社、Hewlett-Packerd

（HP）社、Intel 社、IBM 社、Sun Microsystems 社などの IT ベンダが中心となって

コンピュータ・サーバのエネルギーの効率性を比較するための基準となるベンチ

マーク「SPECpower」の開発を行っている。また、ローレンス・バークレー国立

研究所（Lawrence Berkeley National Laboratory: LBL）エネルギー分析部門の Bruce 

Nordman 氏が賛助会員として参加しており、EPA のエネルギー・スター・プログ

ラムとのリエゾン役を務めている。 

 

 SPEC 電力性能委員会の委員長を務める Larry Gray氏は、「コンピュータ・シス

テムによる電力消費とコンピュータ性能のバランスを保つことは、データセンタ

ーの管理者、コンピュータ・ベンダ、政府をはじめ、産業全体の課題となってい

る」と述べている。EPA のエネルギー・スター･プログラムのチーム・リーダーで

ある Andrew Fanara 氏によると、同委員会が開発するコンピュータ・サーバのエネ

ルギー効率性を測定するためのベンチマークを利用することによって、コンピュ

ータ・ベンダは、電力消費を配慮したコンピュータ・システムを提供していくほ

か、IT 管理者はエネルギー効率性の高いデータセンターの設計を行うことが可能

になるとしている。 

 

 電力性能委員会は、以下 3 つの目標を立て、様々な使用レベルにおけるコンピ

ュータ・サーバのエネルギー消費量を測定するために、正確で、一貫性のある標

準的手法を開発している。 

 

① 多くの使用量（usage loads）やエネルギー測定点を提供するために、異な

るシステム利用率を採用する 

② 被試験システムの AC インプット地点でエネルギーの測定を行う 

③ 同ベンチマークによって、サーバ仕事量に関する問題の一部に対処する 

 

 また、同ベンチマークは、コンピュータ・システムの性能測定基準と併用する

ことができるとしている。 

 

 以下に、同委員会が発表したコンピュータ・サーバのエネルギー消費量を測定

するためのパワーメータに関する最低条件をまとめた。電力性能委員会によると、

同パワーメータは、インターフェイスを使って自動的に測定結果をダウンロード

できるようにすることが強く勧められているとのこと。 
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コンピュータ・サーバのエネルギー消費量を測定する 

パワーメータに関する最低条件（ドラフト） 

項目 条件 

キャリブレーション

（Calibration） 

米国標準技術局（National Institute of Standard 

andTechnology: NIST）や他国の国家計測研究所などの標

準を使って測定しなくてはならない。パワーメータは、

過去 1 年間に測定したもののみとする。 

波高因子（Crest Factor） パワーメータには、ベンチマークの試験を行ったときの

最大アンペア数の 3 倍の測定能力があること。 

力率測定（Measurements） True Power （W）、ボルト、アンペアなどの力率がメー

タによって測定できること。 

ロギング（Logging） インターフェイスを使って測定できるメータであるこ

と。メータの測定速度は最低でも毎秒 1 サンプルとす

る。 

消費電力の正確性 

（Power Accuracy） 

メータの測定するデータの平均間隔は、測定間隔の 1 か

ら 2 倍とする。 

パワー・レゾリューション 

（Power Resolution） 

3 桁の数値を使うこと。 

 

 

(2) Green Grid 

 

 Green Grid とは、データセンターのエネルギー効率の改善を目的として、2007

年 2 月 26 日に設立された非営利のコンソーシアムである。同団体には、AMD 社、

APC 社、Dell 社、HP 社、IBM 社、Intel 社、Microsoft 社、Rackable Systems 社、

SprayCool 社、Sun Microsystems 社、VMware 社などの IT ベンダが創設メンバーと

して参加しており、各社の利害を超えて、データセンターのエネルギー効率を図

るための協調した取り組みを行っている。創設メンバーの 1 社である Sun 

Microsystems 社の研究所で環境責任（Eco-Responsibility）グループの持続性コンピ

ューティング（Sustainable Computing）担当ディレクターを務め Mark Monroe 氏は、

「エネルギー消費量そのものを削減できるとは期待していないが、コンピュータ

処理の需要がますます増加している中で、電力をより有効に活用することを目指

している」と述べている。 

 

 創設メンバーをはじめ、同団体に参加している IT 企業 40 社は、プロセッサ、

コンピュータ・サーバ、ソフトウェア、ネットワークなど、データセンターにお

けるエネルギー効率を高めるための技術開発、技術の標準化、プロセスおよびエ

ネルギー効率性を測定するための指標の開発を推進しているほか、データセンタ

ー運用のベストプラクティスの普及活動を行っている。以下は、Green Grid が発表
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したホワイトペーパ「Guidelines for Energy-Efficient Datacenters」を基に、データセ

ンターにおけるエネルギーの効率化を図るためのベストプラクティスをまとめた

ものである。 

データセンターにおけるエネルギー効率化を図るためのベストプラクティス 

ベストプラクティス 概要 

システム設計（System Design） システム設計は、個々の機器によるエネルギーの効率化

よりもエネルギーの消費量に大きく影響を与えている。

そのため、データセンターにおけるエネルギーの効率化

を考慮したシステムの設計が必要である。 

設備配置（Floor Layout） 冷たい空気と暖かい空気を隔離した設備装置にすること

で、エアコンのエネルギー効率化を図ることができる。 

サーバ・ソフトウェアの設定

（Proper Configuration of Server 

Software） 

サーバ・ソフトウェアの設定を行う際、エネルギー節約

機能を活用すること。 

通気口付き床タイルの配置

（Location of Vented Floor 

Tiles） 

計算流体力学（Computational Fluid Dynamics）をデータ

センタ環境に活用することで、データセンターの設計者

は、冷空の通気を最適化をするために、通気口付き床タ

イルを配置することができる。 

物理的なインフラ・コンポーネ

ントの適正化（Rightsized 

Physical Infrastructure 

Component） 

物理的なインフラ・システムを適正化することで、電気

代を 50 パーセント以上も下げることができる。 

よりエネルギー効率性の高い機

器の導入（Installation of More 

Efficient Power Equipment） 

エネルギー損失の低い無停電電源装置（UPS）を導入す

ることで、エネルギーの効率化を実現。 

密接合した冷却方式（Closely 

Coupled Cooling） 

密接合した冷却方式を導入することで、冷却ファンのエ

ネルギー消費量を削減することができる。 

仮想化技術の活用

（Virtualization） 

仮想化技術を採用することで、データセンターに設置す

るサーバ数を減らすことが可能となり、エネルギー消費

およびコストの削減につながる。 

エネルギー効率の良い照明の設

置（Installation of Energy-

Efficient Lighting） 

タイマーや人感センサー機能を照明に設置することで、

エネルギー消費の削減につながる。 

サーバ・ラックにブランキン

グ・パネルを設置（Installation 

of Blanking Panels in Racks） 

サーバ・ラックにブランキング・パネルを設置すること

で、空気の循環が改善され、エネルギーの消費量を削減

することが可能である。 

密接合の冷却方式を実現するた

めの配管工事（Plumbing for 

Closely Coupled Cooling） 

サーバ・ラックまで直接冷水を供給し、密接号の冷却方

式を導入した冷却装置を設置する。 
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ベストプラクティス 概要 

新しいサーバ交換方針の設定

（Development of New Server 

Replacement Policies） 

古くなったサーバを低電圧のプロセッサを搭載したブレ

ード・サーバに交換するなど、サーバ整備を行うことで

データセンターにおけるエネルギーの効率化を図ること

ができる。 

エアコンのエネルギー節約機能

を活用（Utilization of Air 

Conditioning Economizer 

Modes） 

データセンターの多くは、エネルギー節約機能の付いた

エアコンを利用しているにも関わらず、エネルギー節約

機能を無効にしている。エアコンのエネルギー節約機能

を使うことで、相当なエネルギーの節約ができるとのこ

と。 

エアコンの調整（Coordination 

of Air Conditioning） 

多くのデータセンターでは、いくつものエアコンを利用

しているが、エアコン間の調整を行っていないため、多

大なエネルギーの無駄使いをしている。エアコンを適切

に調整するには、専門的な診断が必要である。 

データセンター職員の適切な配

属（Proper Alignment of 

Datacenter Staff） 

IT システムおよび物理的インフラ・システム両方に関す

る専門的知識を所有する人員を統合することで、データ

センターのエネルギー効率を高めるために必要な IT シス

テムおよび物理的インフラ・システムのアップグレード

を行うことができる。 

 

 

 Green Grid の活動は、データ収集・分析（Data Collection and Analysis）、データ

センターの技術・戦略（Data Center Technology and Strategy）、データセンターの

運用（Data Center Operation）、データセンターの指標・測定（Data Center Metrics 

and Measurement）の 4 つの技術的なワーキング・グループに分かれて行われてい

る。これらのワーキング・グループは、エンド･ユーザとの双方向の対話機会を設

けるほか、他の団体、政府機関、非営利団体などと協力していくことで、包括的

で、全体論的視野の提供に努めている。Green Grid は特にエンドユーザの参加を促

しており、Intel 社の技術イニシアチブ（Technology Initiative）担当ディレクターで

あるジム・パパス氏は、「エンドユーザに参加してもらい、彼らから意見を募る

必要がある」と強調している。 

 

  Green Grid は 2007 年の第 2 四半期を目標に、一定のベンチマークや相互運用の標

準などを使った 1 ワットごとの性能を測定するための指標の開発を行っていく予

定である。特に、EPA やその他の関連政府機関と協力し、エネルギー効率を測る

ために適切な指標を開発し、プラットフォーム・ニュートラルな標準や指標を作

成していくとしている。 

 

4. IT ベンダが提供する省エネ製品およびソリューション 
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 これまでに見てきたように、非営利団体やコンソーシアムを通し、IT ベンダは

お互いの利害関係を超えて、ベンチマーク作成やベストプラクティスの共有など

を行い、エネルギー問題に取り組んでいる。それと併行して、各社はデータセン

ターのエネルギー効率を向上させる製品を開発し、市場に投入している。 

 

(1) 省エネチップ 

① AMD 社 

 

 2007 年 2 月、AMD 社は消費電力を抑えた新モデルを含んむ 5 種類のサーバやワ

ークステーション用プロセッサ「Opteron」の新製品を発表した。今回発表された

新製品は、エネルギー効率の高いモデル「Opteron 1218 HE」、「Opteron 2218 

HE」、「Opteron 8218 HE」の 3 つと、メインストリーム・モデル「Opteron 

2220」「Opteron 8220」の 2 つである。メインストリーム・モデルのプロセッサに

おける消費電力が最大 95 ワットであるのに対し、エネルギー効率の高いモデルの

消費電力は 68 ワットで、メインストリーム・モデルのプロセッサと比べて約 72％

も消費電力が削減されている。これらの新しい Opteron プロセッサには、「AMD 

PowerNow!」と呼ばれるエネルギー管理機能を最適化するための技術が導入されて

おり、アイドル状態のコンピュータの消費電力を 75％も削減することができると

している。特に、消費電力当たりのパフォーマンスが高く、最大消費電力 68 ワッ

トの 3 つのモデルは、サーバ密度が高く、電力コスト削減に取り組んでいるデー

タセンターなどを対象に提供されている。 

 

 2007 年 3 月に開催された Federal Office Systems Expo （FOSE）会議において、

AMD 社営利事業・先進ソリューション、クロス・グループ・マーケティング部門

のシニア副部長を務める Marty Seyer 氏は、同社では、消費電力当たりのパフォー

マンスを高めるための研究開発を積極的に行っており、現在はクアッドコア（4 コ

ア）・プロセッサ「Barcelona（開発コード名）」での開発を行っていると述べた。

同社が現在開発中のプロセッサには、様々なエネルギー管理機能が搭載されてお

り、電力消費を最適化するように設計されている。同プロセッサには、前述の

AMD PowerNow!技術が導入されているほか、ディレクト・コネクト・アーキテク

チャを採用し、メモリ・コントローラを統合することで、メモリコントローラが

フルスピードで処理作業を行っているときでも、電圧レベルを減少することが可

能となっている。同社によると、2007 年中旬には低消費電力の 4 コア・プロセッ

サ Barcelona の出荷を予定しているという。 
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AMD 社の提供する 4 コアプロセッサの省エネ機能 

 
 

 

 また、サーバやワークステーション用プロセッサの Opteron で省エネルギーを図

っている同社は、2007 年 2 月に、消費電力 45 ワットのデスクトップ用のシング

ル・プロセッサ「Athlon」を 2 種類（「3500＋」と「3800＋」）も発表しており、

低消費電力のプロセッサの開発に積極的な姿勢を見せている。 

 

② Intel 社 

 

 AMD 社がサーバ用 4 コア・プロセッサ「Barcelona（開発コード名）」の完成を

待ちわびている中、Intel 社は 2007 年 3 月、TDP（熱設計電力）50 ワットの 4 コア

Xeon プロセッサの「L5320」と「L5310」の出荷を開始したと発表した。同社によ

ると、両 Xeon プロセッサでは、従来の TDP80 ワットおよび 120 ワットのプロセ

ッサに比べて、35～60％近くの消費電力の削減が可能になるという。コアひとつ

当たりの消費電力が 12.5 ワットである同製品は、低消費電力のサーバ用に提供さ

れている。また、同製品を搭載したサーバは、規模が大きく、サーバ密度の高い

インターネット・データセンターや金融機関などをはじめ、電力コスト削減に努

めている機関を対象に設計されている。 
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 同社が昨年 11 月に発表した調査報告書「Server Consolidation Using Quad-Core 

Processors」によると、仮想化技術を利用し、Pentium IIIプロセッサを搭載した 8

台のサーバを 4 コア・プロセッサ Xeon 5300 シリーズを搭載したデュアル・ソケッ

ト・サーバ 1 台に置き換えることで、サーバあたり年間 6,000 ドル以上のコスト削

減が可能となると報告している。また、消費電力の低い 4 コア・プロセッサ Xeon 

5300 シリーズは性能も高く、Pentium IIIプロセッサと比べて 66％も早く作業を終

了することができるという。 

4 コア・プロセッサ Xeon 5300 シリーズと Pentium IIIプロセッサおよびデュアルコ

ア・プロセッサ Xeon 5148 における性能および消費電力の比較 

 
 

 

 Intel 社のエンタープライズ・アーキテクチャ担当ディレクタの Dileep 

Bhandarkar 氏によると、チップ製品の性能の向上に伴い、チップの消費電力も上

がっている中、同社では、チップの性能向上を図りながら、消費電力を低減させ

ることを可能にするアーキテクチャの開発を行っているとしている。同社では、

「インテル・コア・マイクロアーキテクチャ（Intel Core Microarchitecture）」を採

用することによって、プロセッサの性能向上と消費電力削減を実現させている。

また、同社が 2007 年 2 月に発表した 80 コアの並列プロセッサ「Teraflops Research 

Chip」のプロトタイプは、消費電力 62 ワットでテラフロップ演算速度を実現し、

1 秒間に 800 億バイツのデータ・トランスファーを可能とするとしている。 
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インテル・コア・マイクロアーキテクチャを採用したプロセッサ 

 
 

(2) 省エネサーバ 

① Sun Microsystems 社 

 

 より性能が高く、エネルギー効率の良い製品開発を目標としている Sun 

Microsystems （以下 Sun）社は、UltraSPARC T1 プロセッサ（開発コード名

「Niagara」）を搭載したサーバ「Sun Fire T2000」および「Sun Fire T1000」を提供

している。消費電力当たりのパフォーマンスを極限まで重視している UltraSPARC 

T1 プロセッサは、4 スレッド同時実行可能な CoolThread と呼ばれる同時マルチス

レッディング（SMT）技術を採用し、このような 4 スレッドコアを 8 個搭載する

ことで、最大 32 スレッドの同時処理を可能としており、パフォーマンスの向上は

もちろんのこと、72 ワットの低消費電力を実現している。Sun 社によれば、

UltraSparc T1 を搭載した Sun Fire T2000 サーバは、IBM 社の Xeon プロセッサ搭載

した IBM x346 サーバに比べて 3.2 倍のパフォーマンスを達成しつつ、その 4 分の

3 の消費電力を実現したという。 
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Sun Fire T1000・T2000 と Dell 社や IBM 社のサーバとの比較 

 

 
 

 

 

 同社は現在、次世代チップ「Niagara 2（開発コード名）」を開発中であり、初

代 Niagara チップと同じ 8 個のコアを搭載しているが、1 つのコアで実行可能なス

レッド数を 4 つから 8 つに増やしたため、初代 Niagara チップの 2 倍となる 64 個

の命令シーケンスを同時に処理することが可能となっている。同社によると、

Niagara 2 は、初代 Niagara チップよりも消費電力あたりのパフォーマンスを 80～

100％も向上させることが可能であるとしており、2007 年後半にサーバ市場への投

入が予定されている。 

 

 このほか、Sun 社は 2006 年 8 月、カリフォルニア州居住者対象に様々な省エネ

推奨プログラムを実施している Pacific Gas and Electric （PG&E）社と提携し、

PG&E 社の非住宅改善（Non-Residntial Retrofit）プログラムの一環として、カリフ

ォルニア州在住のユーザがエネルギー効率の悪い既存サーバを Sun 社の省エネサ

ーバである Sun Fire T2000 および T1000 に買い換えた場合、サーバ 1 台につき 700

～1,000 ドルのキャッシュバックを行うことを決定した（他社の既存サーバを Sun

社のサーバとトレードインした場合、更に 10％の割引。Sun 社の古くなったサー

バを新しいサーバにアップグレードすると、更に 15％の割引）。ユーザは、既存

の Dell 社の PowerEdge 2850s サーバ 2 台を Sun 社の Sun Fire T1000 サーバ 1 台に取

り替えた場合、PG&E 社の非住宅改善プログラムの一環として 700~1,000 ドルの節

約となるほか、年間の電力コストを 1,050 ドル削減することが可能となる。 
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PG&E 非住宅改善プログラムによる節約例 

 ケース 1 ケース 2 

取り替える既存サーバ 
Dell 社の PowerEdge 2850s 2

台 

Sun 社 の Enterprise E3500

（8x400MHz UltraSPARC I プ

ロセッサ搭載） 3 台 

新規購入省エネサーバ 

Sun 社の Sun Fire T1000（8 コ

ア、16GB、1ｘ80GB ディス

ク） 1 台 

Sun 社の Sun Fire T2000（8 コ

ア、32GB メモリ） 1 台 

省エネサーバの価格 1 万 1,995 ドル 2 万 9,445 ドル 

PG&E キャッシュバック 700～1,000 ドル 700～1,000 ドル 

年間電力コスト節約料

金 
1,050 ドル 約 2,246 ドル 

総節約額 3,250 ドル 約 7,662 ドル 

 

② Hewlett-Packard 社 

 

 2007 年 3 月に世界全体における同社のエネルギー消費量を 2010 年までに 20％

削減するという目標を発表した Hewlett-Packard（HP）社は、その目標を達成する

ため、エネルギー効率のよい製品やサービスを顧客に提供し、省エネに対する取

り組みを強化していくとしている。昨年 11 月に販売開始となった HP ProLiant サ

ーバ製品には、Intel 社の 4 コア・プロセッサ Xeon 5300 シリーズが搭載されてお

り、消費電力を削減しながら、アプリケーションの性能を 48％も向上することが

できるという。Intel 社の 4 コア・プロセッサ Xeon では、エネルギー効率を大幅に

向上しており、デュアルコア・プロセッサと比べて消費電力当たりのパフォーマ

ンスが約 1.5 倍になったとのことである。同社の業界標準サーバおよびブレード・

システム部門の副部長を務める Paul Miller 氏は、「これらのプラットフォームは、

次世代データセンターを構築するために、より良い性能とエネルギー効率を求め

ている顧客の要求に応えることができるだろう」と述べた。 

 

 また、2006 年 6 月に発表された第 3 世代ブレード型サーバの HP BladeSystem c-

Class は、サーバだけでなくストレージやネットワークなどシステム全部を統合さ

せたプラットフォームとなっており、電源管理技術、モニタリング技術、および、

革新的な冷却方法を導入しているため、従来のラックマウント型サーバに比べて 3

分の 2 の運用電力で済むほか、冷却にかかる電力が 70％も削減できるという。 
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HP 社の省エネサーバ HP ProLiant の製品ラインアップ 

 
 

 

 

 HP BladeSystem c-Class では、HP サーマルロジックというコンセプトを用いて、

様々なエネルギー効率技術を採用することで、サーバの消費電力および熱問題に

取り組んでいる。Dynamic Power Saver 技術によって、各ブレード型サーバの利用

電力を監視し、サーバの必要容量に合わせて、稼動させる消費電力を調整してい

る。また、PARSEC（並列冷却）アーキテクチャを採用し、冷却範囲をゾーンごと

に区切り、10 個の冷却ファンを設置することで冷却ムラを抑止し、より効率的な

冷却を実現しているほか、Active Cool Fan によって、空気流を 30％削減し、従来

のファンよりも 50％も消費電力を抑えることが可能となった。 

 

HP BladeSystem c-Class が採用しているエネルギー効率技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• HP Thermal Logic：サーバの必要に応

じて、ユーザが消費電力の監視・調整

を行うことができる。 

• HP Dynamic Power Saver：稼動状況を

チェックし必要容量に応じて電源を自

動制御。 

• PARSEC（並列冷却）アーキテクチ

ャ：ゾーンごと個別に冷却管理ができ

るため、効率的に冷却を行う。 

• Active Cool Fans：100 ワットの消費電

力で 16 個のブレード型サーバを冷却す

ることが可能。 
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(3) ソフトウェアによる省エネ 

 

 IT ベンダは、チップやサーバなどといったハードウェア関連製品だけでなく、

ソフトウェアにも省エネ機能を搭載することでコンピュータのエネルギーの効率

化を進めようとしている。以下、Microsoft 社および Verdiem 社が提供している省

エネソリューションについてまとめた。 

 

① Microsoft 社：Windows Vista の省エネ機能 

 

 2006 年下旬から販売開始となった Microsoft 社の新しい OS「Windows Vista」で

は、電力消費設定および電源管理設定のオプションを分かりやすくし、ユーザの

混乱を防ぐことで、PC のエネルギー効率の向上を図っている。例えば、Windows 

XP では、「常にオン（Always On）」や「バッテリーの最大化（Max Battery）」

のほかに、「ホーム・オフィスデスク（Home/Office Desk）」、「ポータブル・ラ

ップトップ（Portable/Laptop）」などといった 6 つの電力消費設定オプションが用

意されており、ユーザはこれらオプションの違いを必ずしも理解していなかった

が、Windows Vista では、「バランス化（Balanced）」、「省電力化（Power 

Saver）」、「高性能化（High Performance）」の 3 つのオプションに絞り、電力消

費設定オプションを簡潔にすることでユーザにも非常に分かりやすくなっている。 

Windows Vista のエネルギー節約オプション
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 また、電力消費設定と同じく、電源設定オプションについても、これまでのバ

ージョンではユーザの多くが通常の「オン」「オフ」以外の電源設定オプション

を理解しておらず、エネルギー消費の面において効果的な PC の電源管理を行えて

いなかったため、同社は、スリープ機能を強化させることによって、デフォルト

設定でアイドル状態となっているコンピュータを自動的にスリープへと移行させ、

消費電力の節約を図る工夫も凝らした。更に、Windows Vista ではグループ・ポリ

シー管理ツールを導入しており、企業の IT 管理者が社内における全てのコンピュ

ータの電源管理設定を強制的に適用させることが可能となっている。 

Windows Vista の主な省エネ機能 

省エネ機能 概要 

集中的管理機能 グループポリシー管理ツールを利用することで、IT 管理

者はコマンドラインの構成ツール「powercfg.exe」を通

して、社内にある全てのコンピュータの電源管理設定を

一括して管理することができる。例えば、コンピュータ

が 1 時間以上使用されていない場合には、自動的にスリ

ープ状態になるように設定できる。 

省エネやユーザ・エクスペリエ

ンスを最適化したデフォルト設

定 

アイドル状態のコンピュータのモニター表示を自動的に

消す機能をデフォルトとして設定しているほか、アイド

ル・タイマーを設定することで、アイドル状態のコンピ

ュータを自動的にスリープ状態になるようにしている。

また、動的電力管理機能も搭載。 

パフォーマンス機能の強化 スリープやレジュームの指令に素早く対応するほか、メ

モリ管理機能の「Microsoft Superfetch」を活用すること

によって、スリープ状態から作業を再開するまでの時間

が短縮され、一貫したパフォーマンスを保つことができ

る。 

信頼性の強化 Windows Vista では、コンピュータをスリープ状態にする

ときにアプリケーションが拒否することができないた

め、アイドル状態のコンピュータはスリープ状態へと自

動的に移行される。組み込みの診断ツールによって、

Microsoft 社がスリープ機能の信頼性に関する問題に対し

て積極的に取り組むことができる。 

デスクトップ PC におけるハイ

ブリッド・スリープ機能 

Windows Vista のデスクトップ版に導入されているハイブ

リッド・スリープ機能では、メモリとハードディスの両

方にデータを保存するため、通常のスリープで保存され

ないデータが消失することがない。 
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② Verdiem 社：電源管理ソフト「Surveyor」 

 

 Verdiem 社が販売している電源管理ソフトウェアの「Surveyor」は、Windows XP

などの省エネ機能が搭載されていない Windows 系 OS のアドオン・ソフトウェア

として提供されている。同ソフトウェアを利用することによって、ユーザは、コ

ンピュータ・ネットワークの電力消費量を測ることができるほか、PC の電力消費

オプションを自動的に管理することが可能となり、エネルギーやコスト削減を実

現することができる。同製品は、EPA のエネルギー・スター・プログラムによっ

て承認されており、電力消費の低減性に優れていることが確認されている。

Verdiem 社によると、Surveyor を使うことで、ユーザは年間 100 から 300 キロワッ

ト時（kwh）の電力消費を削減することができるとしている。下図が示すように、

Surveyor を導入した PC では、同製品を導入していない PC と比べて、20kwh 以上

もの電力消費の低減が可能となる。 

Surveyor 導入 PC と Surveyor を導入していない PC との電力消費の比較 

 
 

 

 同社の製品は、学校、政府機関、企業などの間で幅広く利用されており、ニュ

ーヨーク市立大学、メリーランド州プリンス・ジョージ群の公立学校システム、

エネルギー省のエネルギー効率及び再生可能エネルギー局（Department of Energy

－Energy Efficiency and Renewable Energy）、マサチューセッツの州都ボストンの市

役所などをはじめ、学校や政府機関を中心に 90 以上の企業・団体がコンピュータ

の省エネ対策のために同社の製品を導入しているという。同ソフトウェアを導入

後 4 年間で、ニューヨーク市立大学では 140 万ドル（2,200 万 khw）、プリンス・
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ジョージ群の公立学校システムでは 200 万ドル（150 万 khw）のエネルギー・コス

ト削減につながると予想されている。 

 

5. データセンターによる省エネへの取り組み：Google 社 

 

 検索エンジン大手の Google 社や Yahoo 社、そして、これらに追随して Web2.0

時代の波に乗ろうとしている Microsoft 社などの企業は、大量に電力を消費する大

規模なデータセンターを所有しており、データセンターにかかる電力コストは経

営上、無視できない額に上っているとみられる。その解決策のひとつとして、電

力料金の安い地域に新しくデータセンターを建設する傾向が強まっている。例え

ば、水力発電所の近辺は電力料金が安いことに着目し、Microsoft 社は 2007 年 4 月、

ワシントン州のクインシーにデータセンター開設したばかりであり、Yahoo 社も

ワシントン州クインシー近辺のワナチーにデータセンターを構築する予定である。

また、Google 社は、オレゴン州とワシントン州の州境にあるダレスにデータセン

ターを構築している。 

Google 社が建設中のオレゴン州ダレスにあるデータセンター 

 
 

 しかし、それだけにとどまらず、自ら技術開発を行い、電力消費量を減らす取

り組みを進め、他者との競争に更に優位性を強めようとしているのが Google 社で

ある。大手インターネット検索エンジン・サービスの Google 社は、世界中 25 ヵ

所におよそ 45 万台のサーバを所有していると言われている。 

 次々と新しいデータセンターを建設し、世界最大規模のデータセンターを運営

している同社にとって、電力コスト削減のため、電力が安い地域にデータセンタ

ーを建設していくとともに、データセンターにあるコンピュータやサーバの消費

電力を改善することは大きな課題となっている。同社のエンジニアである Luiz 

Barroso 氏は、2005 年 9 月に出版された Association for Computing Machineryのコン

ピュータ流行雑誌「Queue」の中で、コンピュータ消費電力当たりのパフォーマン

スが今後改善されなければ、コンピュータの電気代がハードウェア自体のコスト
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を大きく上回る可能性があると述べ、コンピュータ運用にかかる電力コスト増加

による深刻さを訴えている。同氏によると、ローエンド・サーバを利用している

Google 社であるが、サーバの消費電力が年間 20％増加していく場合、1 台のサー

バにかかる電気代が 4 年間で通常のローエンド・サーバ本体価格の 3,000 ドルを上

回ることになると説明している。 

 

 このようなエネルギー問題を解決するために自ら積極的な取り組みを行ってい

る Google 社は、2006 年 9 月に開催された「Intel Developer Forum（IDF）」におい

て、同社がデータセンターなどのコンピュータやサーバに取り入れている電力効

率技術を公表した。同社エンジニアの Luiz Barroso 氏によると、通常のコンピュー

タやサーバに付いている電源装置は、AC（交流）から DC（直流）への電圧変換

の過程で入力された電力の 30～45％を浪費しているが、電源装置を少し改造する

だけで、サーバの浪費電力を 10％にまで抑えることができるとしている。 

 

 2006 年 9 月に発表された Google 社の白書「High-efficiency power supplies for 

home computers and servers」によると、通常サーバの効率性が 60～70％なのに対し、

同社のデータセンターで稼動してるサーバは、同社が開発したエネルギー効率性

を高めた電源装置によって 90％の効率性を達成している。 

 

通常の電源装置と Google 社の電力効率を高めた電源装置の比較 

     通常の電源装置       Google 社開発の電力効率を高めた電源装置 

  
 

 

 

 通常のコンピュータやサーバにおける電源装置は、12 ボルト、5 ボルト、3.3 ボ

ルトと複数の異なる出力電圧を提供するように設計されている。同社は、出力電

圧を 12 ボルトに統一した電源装置を使い、12 ボルト以外の電圧変換をマザーボー

ド上で行うことによって、コンピュータ全体のエネルギー効率を高められるとし
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ている。同社が提案する電源装置の改造には 20 ドルの費用が余計にかかることに

なるが、コンピュータの効率性を 90％まで高めることができ、長期的に見ると電

気代の削減につながる。白書によれば、電力効率を高める新しい電源装置の規格

をコンピュータ 1 億台に導入した場合、コンピュータが 1 日平均 8 時間稼働する

と 3 年間で 400 億キロワット時のエネルギー節約となり、カリフォルニア州の電

気料金に換算すると 50 億ドル以上の電気代の節約になるとしている。 

 同社は、エネルギー効率の高いコンピュータを自ら製造していくつもりはない

が、Intel 社などの産業パートナーと協力し、同社が開発した電力効率を高める新

しい電源装置の規格を標準化にするように働きかけているという。 

 

 また、同社のエンジニアである Luiz Barroso 氏によると、Google 社では現在、

電力プロビジョニングの研究を行っており、その一環として、6 ヶ月間にかけて同

社のサーバ（マシン）の電力消費量を調査したという。今回調査の対象となった

のは、同社が使用しているサーバのうちの 800 台のみであったが、サーバにおけ

る稼働時間の 60％はピーク以下の稼動率となっており、サーバ全ての稼働率が同

時にピーク状態に達することは決してないということが判明した。Barroso 氏は、

「（この事実は）データセンター全体の稼働率がその能力の 70％を超えることは

なく、同社が 40％も余計にサーバを設備投資している可能性があることを示して

いる」と述べている。同氏は、サーバは一般的にピーク時以外においてエネルギ

ーの効率が非常に悪いとし、利用可能な電力を最大限に有効利用することが重要

であると強調した。Barroso 氏は、「（大量に電力を消費するデータセンターを運

営していくために）技術者たちはあらゆる手段から少しでも多くの電力を確保し

ようとしている」と述べている。 
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