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米国 IT 業界の省エネルギーに関する取組み
和田恭＠JETRO/IPA New York

１．はじめに
地球環境問題への関心が引き続き高い中、商業・産業施設や運輸分野において、機器・
設備そのものの省エネルギー化に加え、IT を利用して効率的な運用をおこなうことによ
る省エネルギー活動が積極的におこなわれるようになってきている。米国では、これらの
活動は 2009 年ごろから Green IT 2.0 と呼ばれて盛んになってきており1、オバマ政権で
も、環境産業育成と雇用創出を両立させようとする「Green New Deal」政策における産
業分野への IT 導入による省エネが含まれており、2009 年の景気刺激策にもスマートグ
リッドを初めとした大規模な施策が盛り込まれたところである。IT により施設などのオペ
レーションをスマート化するというスマートシティ、スマートビル、スマートグリッドコンセプト
が登場する中、例えば商業用ビル運用についていえば、IT サービス事業者やビル/ファ
シリティ/インフラ管理ソフトウェア事業者などが省エネソリューションを強化する動きも見
られる。
一方で、スマートフォンやタブレット、PC など、家庭生活・産業分野への情報関連機器の
普及が進むにつれ、情報関連機器による消費エネルギーは拡大しつづけていることから、
情報関連機器そのものの省エネも合わせて考えていく必要がある。特に、クラウドコンピ
ューティングサービスの普及に伴い、大規模なデータセンターが国内外各地に展開され、
エネルギー消費施設としても注目されるようになってきていることから、データセンターを
運営する事業者はそのオペレーションにかかる電力消費の削減に動き出している。
本稿では、商業ビルの省エネに関する IT サービス事業者の動きと、データセンター事業
者による省エネ化に向けた動きを中心に、米国 IT 業界における最近の省エネルギー活
動の動向について報告する。

1

もともとの Green IT は、IT 機器の導入から運用、廃棄にいたるライフサイクル全体で環境負担を低減しようとする考
えを指すとされている。
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２．米国のエネルギーを巡る動向
(1) 最近のエネルギー消費の特徴と動向
エネルギーは社会生活の基盤として極めて重要なリソースであり、社会経済発展に伴い、
エネルギー消費量は増加を続けてきた。その中で、米国は現在も世界最大のエネルギ
ー消費国となっている。
【図表 1:世界の一次エネルギー総供給量（2008 年）2】

エネルギーは、枯渇型エネルギー（石油、天然ガス、ウランなど）に加えて、再生可能エ
ネルギー（太陽光、風力、地熱など）が一次エネルギー源として供給（生産）され、これら
が加工され二次エネルギーとして電気、ガソリン、都市ガスといった形で流通し、最終的
なエネルギー消費部門（住宅、商業施設、産業施設、運輸機器）において消費される。
一次エネルギー供給源別でみると、米国は、国内の石炭と天然ガスが概ね 1/4 ずつ、原
油類 4 割弱（輸入含む）、原子力と再生可能エネルギーが 1 割弱ずつという構成になっ
ている3。これに対し、日本は、石油 4 割強、石炭と天然ガス 2 割、原子力 1 割、水力及
び地熱などの再生可能エネルギーが 1 割弱という構成となっている（2009 年）。
2
3

http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/pluthermal/02-01.html
DOE エ ネ ル ギ ー 情 報 局 発 行 「 Annual Energy Review2010 」 （ 2011 年 10 月 ） の エ ネ ル ギ ー フ ロ ー 参 照 。
http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/pdf/sec1_3.pdf
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エネルギー最終消費については、米国と日本の部門別割合は以下のとおりである。
【図表 2：日米の最終消費部門別エネルギー消費割合（2010 年）4】
米国
日本

家庭（住宅）
23%
14%

商業（ビル）
18%
19%

産業（工場）
31%
44%

運輸
28%
23%

米国では産業部門でのエネルギー消費が日本に比べて少ないのに対し、家庭や運輸部
門のエネルギー消費が大きいことが分かる。家庭部門のエネルギー消費が多いのは、
欧米諸国は押しなべて暖房に要するエネルギーが多いことによるものである5。運輸部門
については、航空分野をはじめ国土の広さに起因してエネルギー消費が全体的に多くな
っているものと考えられる。なお、米国は車社会と言われるが、運輸部門全体に占める
自動車のエネルギー消費の割合はむしろ日本より小さいことが興味深い6。2000 年時点
との比較では、産業部門におけるエネルギー消費の割合が 35%から減少し 31%となっ
ている一方、家庭部門（同時期 21%）及び商業部門（同 17%）は増加傾向にある7。
＜参考＞シェールガス革命による省エネルギーへの影響
米国では、2009 年以降、頁岩層から採取する天然ガスである「シェールガス」の採掘技
術が大きく進歩し、米国内の天然ガス供給の 20%を同ガスが占めるようになってきてい
る。これに伴い、天然ガス火力発電の増設が相次ぎ、安価な電力供給が可能となってき
たことから、オバマ政権の看板政策「グリーンニューディール」で取り上げられた太陽光
発電、原子力発電の推進などが軒並み減速しつつあると報道されている8。DOE 調査で
も、天然ガス価格（消費者価格）が 2010 年に急低下していることが分かる。

4

http://css.snre.umich.edu/css_doc/CSS03-11.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111118004/20111118004.pdf
5
2001 年度ではあるが欧米諸国の住宅の暖房消費は日本の住宅の全消費エネルギーに相当する。
http://www.aceee.org/files/proceedings/2008/data/papers/8_24.pdf 219 ページ。
なお、米国内でも東海岸と中西部は暖房（主に化石燃料）、南部と西海岸は冷房消費が多いという特徴がある。
http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/home-energy-use-keeps-shrinking--thanks-to-thesunbelt/2012/06/08/gJQA4VniNV_blog.html
6
運輸部門の用途別エネルギー消費割合は以下のとおり（いずれも 2009 年）。
米国：一般自動車 60%、大型トラック 22%、航空 8%、海運 5%、パイプライン 3%、鉄道 2%、バス 1%
日本：乗用車 65%、トラック 26%、海運 3%、航空 3%、バス 1%
http://cta.ornl.gov/data/chapter2.shtml
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/2-1-2.html
7
http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/showtext.cfm?t=ptb0201a
8
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD050K6_V00C12A7000000/
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【図表 3：米国におけるエネルギー消費者価格の推移（2009 年平価換算）9】

2000 年
2005 年
2008 年
2010 年

電力（cent/kWh）

天然ガス（cent/10 万
BTU）

10.20
10.37
11.31
11.46

94.60
135.50
136.20
111.44

精製原油
（$/gal）
1.51
1.91
2.53
2.27

LPG（$/gal）
1.70
2.36
3.43
2.87

2035 年には、シェールガスは米国の天然ガス生産の 45%を占めるようになると予想さ
れている。
【図表 4:米国におけるシェールガス生産の見通し10】

現時点では、いわゆるシェールガス革命による天然ガスの産出量増大・価格低下の影響
は、エネルギー供給サイドがどのエネルギー源を選択するかという問題に留まっている
が、化石由来のシェールガスが安価・大量に入手できる状況が続けば、このところの新
興国の急成長に伴うエネルギー需給の逼迫が緩和され、地球温暖化ガス排出を低減さ
せようとする国際的な取組みや、家庭や商業部門における省エネルギー活動が進みにく
くなる可能性がある。
(2) 米国の省エネに向けた取り組み
米国における家庭、商業、産業、運輸のエネルギー消費部門別の省エネに向けた取り組
みは概ね以下のとおりとなっている。
9

http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/docs/DataBooks/2010_BEDB.pdf 74 ページ。BTU は英国熱換算単位。
http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/publications/brochures/Shale_Gas_March_2011.pdf

10
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【図表 5：部門別の省エネルギー対策の方向11】

ア）家庭

イ）商業

ウ）産業

エ）運輸

Green by IT
冷暖房空調機器などの効率化・効率的使用
住宅設計の高度化（木材使用量削減、反射型屋根の採
用、受動的太陽光取り入れ調節など）
断熱の強化、照明器具、窓、ドアの交換、湯沸器の熱源
交換
冷暖房空調機器、照明機器などの効率化・効率的使用
商業ビルのエネルギーマネージメント
エネルギー消費アセスメント
テレワークやビデオ会議（物理的移動の省略による省エ
ネ）
製造装置、空調機器、照明機器などの効率化・効率的
使用
工場のエネルギーマネージメント
エネルギー消費アセスメント
自動車、車両などの効率化
高度交通システム（ITS）の導入
公共交通機関、道路などの整備

Green of IT
家電機器の効率化・効率
的使用

データセンター、IT システ
ムの効率化・効率的使用
（クラウドコンピューティン
グへの移行を含む）
データセンター、IT システ
ムの効率化・効率的使用
（クラウドコンピューティン
グへの移行を含む）
車載 IT 機器などの効率
化

上表では、分野別の取組みを、さらに １）IT オペレーション自体の省エネ（Green of IT）、２）IT を利
用した省エネ（Green by IT）の 2 つに分類している。これは、情報化の進展に伴い、IT 機器の導入量
自体は増えざるを得ないことから、その増加不可避分に対する省エネと、IT 導入による省エネ寄与分
を便宜的に分けて考えたものであり、両者は厳密に分けられるものではない。
＜Green of IT について＞
Green of IT とは、IT 機器・端末やデータセンターなど IT オペレーションそのものエネルギー消費を低
減させる取り組み12である。これは、省電力化が図られた製品の導入や、情報処理のアウトソース化
（クラウドコンピューティングへの移行）、データセンター事業者がオペレーションにかかるエネルギー
消費を低減すべく取り組むこと、などにより実現するものである。また、IT 機器の効率的使用も、
Green of IT に向けた取り組みの一環である。具体的には、リサイクル可能な部材の使用、離席時に
PC の電力を自動的にオフにしたり13、休業時などはサーバの電源をオフにしたりといった取組みなど。
＜Green by IT について＞
一方で、特に商業、産業分野では IT 機器そのものよりも、空調機器や製造機器が消費するエネルギ
ーのほうが大きいことから、IT を活用して電力を消費するオペレーションを管理し、省電力化を実現す
る「Green by IT」の取り組みが重要となる。最近ではスマートビル・スマートシティといったキーワード
が登場しており、建物管理や都市管理を IT ベースで省エネ化するといった動きが出てきている。

11

DOE energy saving ホームページを参考に筆者作成。同ホームページでは、農場のエタンガス回収、地熱やマイク
ロ水力発電の利用、電気・燃料電池自動車の開発なども含まれているが、上の表は省エネに関するものに限定した。
12
http://www.billingworld.com/blogs/insider/2012/03/cloud-computing-green-it-right.aspx
13
http://www.energyenforcer.com/2012/01/tips-to-reduce-your-carbon-footprint/
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省エネに向けた方向性は部門毎に様々であるが、このうち IT に関連するものとして、
Green of IT の中から、①IT 機器の省エネに向けた取り組み（家庭部門を中心）、②デー
タセンターの省エネに向けた取組み（商業、産業部門を中心）、Green by IT の中から、③商
業ビルにおける省エネに向けた取り組み（商業部門）、④運輸分野の省エネプロジェクト
（運輸部門）の４つを紹介する。
① IT 機器の省エネに向けた取り組み
米国の IT 機器の省エネに対する取り組みは、EU では省エネ基準への強制的な適合
義務が課せられているところ、わが国と同様、基準適合に対する任意のラベリング制
度「Energy Star」が中心となっている。強制法規としては、過去、California 州をはじ
めとした州レベルで家庭用製品全般に対する基準策定が行われてきており、近年、そ
のいくつかが連邦レベルで Energy Independence and Security Act of 2007（エネル
ギー独立性及び安全保障法）などに採り入れられてきているが、IT 機器の省エネに対
する代表的な取り組みは、米国環境保護庁（EPA）が推進する「Energy Star」プログラ
ムである14。「Energy Star」プログラムについては、2000 年以降でみて適合 IT 機器
が 2 億 8 千万種類、合計 40 億台にのぼり、75%の消費者は同プログラムに対応し
た製品を意欲的に購入する15といった調査結果が出ているなど、普及、認知度共非常
に高いことが特徴である。また、同制度は日本を始め諸外国にも制度を開放しており、
海外での「Energy Star」ラベルの使用も可能である（ただし、米国内でのラベリング添
付には現在第三者機関の認証が必要となっている。）。以下、IT 機器の省エネ化に向
けた取り組み例をまとめる。
取り組み

Energy Star

【図表 6： IT 機器の省エネに向けた取り組み例】
推進団体
取り組みの概要
最近の状況
 EPA が 1992 年に創設し  2011 年 1 月に Energy Star に
た任意の環境ラベリング
第三者認証制度を導入16。
システムであり、基準をク  第三者認証制度とは、これまで
リ ア し た 製 品 は Energy
の事業者自身による基準への
EPA（環境保
Star のロゴの使用が可能
適合宣言に代えて、EPA が承
護庁）
 1996 年以降、いくつかの
認した認定試験所（LAB）の試
製品に対し DOE と連携
験 を 受 け 、 240 の 認 証 機 関
 IT 機器だけでなく、住宅や
（CB）の認証をうける仕組み17。
建物なども認証の対象と  2011 年には Energy Star 認証
して設定。
製品による温室効果ガス放出

14

http://www.aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/e12a.pdf 46 ページ。
http://www.energystar.gov/ia/partners/publications/pubdocs/2011_4-Pager_508c_060812.pdf?73f9-d733
16
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=third_party_certification.tpc_index
本制度は、政府監査院（GAO）による虚偽申請を Energy Star 事務局が認めてしまった事案を契機に導入された。
http://www.gao.gov/new.items/d10470.pdf
17
http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=recognized_bodies_list.show_RCB_search_results
15
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Energy
Independence
and Security
Act（EISA）他に
基づく規制

DOE（エネル
ギー省）




コンピューティン
グシステムの性
能 ・ 省エ ネ度 の
評価

（参考）
Electronic
Product
Environmental
Assessment
Tool （ EPEAT ）
26

Standard
Performance
Evaluation
Corporation
（SPEC）23




Green
Electronics
Council27


Energy Policy Act of
1992（省エネ法）、Energy
Independence
and
Security Act of 2007（エ
ネルギー独立性及び安
全保障法） に基づき家庭
用製品各 16、13 分類に
対して省エネ基準を設定
20
。
Energy Policy Act of
1992 に基づく、業務用機
器の省エネ基準も存在21。
コンピュータの機器・機能
のパフォーマンスをベンチ
マーク評価する非営利団
体。1988 年設立。
消費電力対パフォーマン
スについての評価基準
を、各種サーバ機器につ
いて作成。
電化 製品のライフサイ ク
ル全体にわたる環境負荷
を評価するツール。参加
事業者及び適合製品をウ
ェブサイト上で公開。
Energy Star を適合必要
要件として指定。

18

防止量が 2.1 億トンにのぼった
とのこと18。
2011 年以降、各種機器の基準
をリバイス。また、現在データセ
ンター向けの基準を策定中19。



IT 機器関連では、セットトップボ
ックス（STB）及びネットワーク
機器について、その消費電力が
2010 年に 270 億 kw/時となっ
たことを受け、規制対象として
検討を開始。STB メーカや有料
放送事業者などの利害関係者
間での自主規制合意を促進す
るため、規制の草案提案時期を
2012 年 10 月まで延長中22。



クラウドコンピューティング向け
ベンチマークプログラム開発の
ためワーキンググループ
OSGCloud を結成24。
Energy Star サーバ向けエネル
ギー消費基準（Version 2.0）を
策 定 時 に Server Efficiency
Rating Tool (SERT)を提供25。







EPA、DOE などの連邦機関・州
政府においてグリーン調達の条
件として EPEAT 適合を課す場
合が増えている。
2010 年にはシンガポールが初
の外国機関として参加。

http://www.energystar.gov/ia/partners/publications/pubdocs/2011_4-Pager_508c_060812.pdf?73f9-d733
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.enterprise_storage
20
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential_products.html
21
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/commercial_products.html
22
http://www.fierceiptv.com/story/doe-delays-set-top-box-energy-efficiency-regulations/2012-07-08
23
http://www.spec.org/
24
http://www.marketwatch.com/story/spec-forms-cloud-benchmarking-group-2012-06-13
25
http://www.spec.org/sert/
26
http://www.epeat.net/
27
http://greenelectronicscouncil.org/pages/about
19
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② データセンターの省エネに向けた取組み
サーバ類を大量に設置するデータセンターの省エネについては、運営事業者の寡占
化もあり、事業者独自の取組みが中心となっている。IT 業界の中でも、特にデータセン
ター運営事業者は消費電力削減や再生可能エネルギーの導入に積極的であるが、こ
れはデータセンターにおける電力消費量が非常に大きいためである28。
現在、米国にあるデータセンター数は、1,000 棟から 7,000 棟といわれているが29、こ
れは、全商業ビル・施設数約 500 万棟（商業ビル：480 万棟、施設：35 万棟）の 1%未
満に過ぎない。しかし、クラウドコンピューティングの利用拡大に伴い、それを支える基
盤となるデータセンターは大規模化・集積化しており、データセンター施設あたりの電
力消費量は、標準的なオフィスビルの 100～200 倍にもなるとされている30。データセ
ンター施設全体でみると、2007 年時点でも IT 業界における全電力消費の約 23%（全
世界、サーバー含む）に相当したと推定されるほか 31 、2010 年には電力消費量が
2005 年比で 36%増加し、全電力消費量の 1.7%～2.2%（米国）を占めていたとされて
いる32。
米国における商用、家庭用、産業分野に重ねて、データセンター施設における電力消
費量の推移と予測をプロットすると以下のようになる。産業分野のエネルギー源のうち、
電力は 1/3 程度であることに留意する必要があるが、2030 年には、データセンター施
設における電力消費は、産業分野の約半分に達することがわかる。

28

http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/datacenters/about.html
http://www.usatoday.com/tech/news/story/2011-09-22/secret-internet-servers-data-centers/50498816/1
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/14071/14409392/VideoCases/Ess10_CH01_Case2_GoogleData
Center.pdf
なお、連邦政府 IT 改革 25 項目実行計画によれば、連邦政府だけで 2010 年現在 2,094 のデータセンターがあっ
たとされている。（うち 800 を閉鎖予定。）
30
https://www.comed.com/business-savings/commercial-industrial/Pages/data-centers.aspx
31
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530912
32
http://www.nytimes.com/2011/08/01/technology/data-centers-using-less-power-than-forecast-reportsays.html
http://www.analyticspress.com/datacenters.html
29
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【図表 8: 各分野による電力消費量の推移と予測33】

一方で、クラウドコンピューティングが米国のあらゆる産業界を支えるインフラとなり、
集積・大規模化が進んできたことに伴い、過疎地が産業振興のためにデータセンター
を誘致しようとする地域（「データセンター銀座」）も登場してきており34、地元におけるエ
ネルギー需給や雇用、さらには環境影響などへの関心が高まっている3536。
データセンター事業者の取組みとしては、これまでは、低電力消費のサーバ（チップ含
む）や周辺機器の採用により消費電力を抑制するという対応が中心であったが、現在
は電力消費をさらに低減させるために、サーバの配置、空調設計の見直し、冷却材や
方法の見直し、データセンター設計そのものの見直し（一定の故障率を許容した設定
温度の引き上げなど）にまで踏み込んだ対策がとられている。また、データセンターオ
ペレーションの改善につながるソフトウェアを開発するベンダ、データセンター事業者の
省エネに向けた動きを支援するような業界組織なども登場している（詳細は後述）。
33

http://www.electronics-cooling.com/2010/12/energy-consumption-of-information-technology-data-centers/
地元自治体の誘致によりデータセンター立地が集中している場所としては、Washington 州 Quincy（マイクロソフト
社、デル社、Yahoo!社、Intuit 社）、Oregon 州 Prinville（Facebook 社、Apple 社）、North Carolina 州 Maiden 近辺
（Apple 社、Facebook 社、Google 社）などが知られている。
http://www.businessweek.com/stories/2011-05-03/quincy-cashes-in-on-the-cloudbusinessweek-businessnews-stock-market-and-financial-advice
http://www.computerworld.com/s/article/9217259/Apple_Google_Facebook_turn_N.C._into_data_center_hu
b
35
例えば、Washington 州 Quincy では、データセンターの非常用電源であるディーゼル発電機の運転による排気ガ
スの健康被害の可能性が問題となった。
36
他の事例として、環境保護団体グリーンピースが、2011 年 4 月に米国のデータセンター運営事業者について、消費
電力にどれだけ再生利用エネルギーを用いているか、環境に対する取組みについてどれだけ情報公開を進めている
かといった観点から番付を行っている。このときはアップルが石炭火力など「汚いエネルギー」を最も使用しているとさ
れた。
http://www.crn.com/news/data-center/229402055/greenpeace-apple-data-centers-top-list-of-dirty-energyuse.htm
34
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また、ユーザーまで含めて考えれば、クラウドコンピューティングサービスへの移行は
全体で省エネになることから、今後は環境対策としてもクラウドコンピューティングの利
用が検討されるようになると考えられる。Google 社は、各種の現場実装型アプリケー
ションを同社の SaaS 型のクラウドコンピューティングサービス Google Apps に移行さ
せた場合、同等のサービスを処理するための電力消費量の 65～85%が削減可能と
の調査結果を発表している37。
③ 商業ビルにおける省エネに向けた取り組み
米国では、商業ビルの省エネについては、連邦政府レベルでの取り組みは特に行わ
れ て お ら ず 、 州 レ ベ ル で 民 間 団 体 で あ る American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) が策定する規格を強制
基 準 と し て 採 用 し て い る 程 度 で あ る 38 （ な お 、 住 居 用 ビ ル に つ い て の 基 準 は
International Energy Conservation Code (IECC)が策定を行っている。）
それ以外では、商業用ビルの省エネについての取組みは任意の制度が中心であり、
省エネ状況を評価、認証するプログラムも存在する。主な例を以下に示す。
【図表 7： 商業ビルの省エネに向けた取り組み例】
取り組み

Leadership in
Energy
and
Environmental
Design
(LEED)

Green
Globe40

推進団体

取り組みの概要

US Green
Building
Council39

 商業ビルの衛生、環境性能
に 関 する 認 証 制度 。 2000
年創設。
 Fortune100 企業のうち 48
社が現在利用。
 LEED 建設技術者、LEED
認証者らの資格認定制度
あり。

Green
Building
Initiative41

 ウェブベース（第三者による
現地評価は行う）による商
業建築物の認証制度。
2004 年から活動開始。
 LEED に対抗して、安価で
迅速な認証をアピール。

37

最近の状況
 LEED 規格は第 4 版を策定中で
あり、2013 年 6 月に投票開始予
定。
 化学分野の特性に対応した規格
策 定 の た め 、 American
Chemistry Council が中心となっ
て、2012 年 7 月に American
High Performance Building
Council を設立。
 2006 年 、 米 国 国 家 規 格 協 会
（ANSI）により商業建築物の環境
性能評価基準策定者に認定され
る。

http://gigaom.com/cleantech/google-says-moving-it-to-its-apps-can-save-major-energy/
http://www.aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/e12a.pdf 42 ページ。
39
http://www.usgbc.org/
40
http://www.thegbi.org/green-globes/green-globes-leed-green-building-certification.shtml
http://www.thegbi.org/green-globes/
41
http://www.thegbi.org/
38
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Energy Star

EPA

（参考）
Home Energy
Rating system
(HERS)

Residential
Energy
Services
Network
(RESNET)42

 商業ビルと新築住宅につい
ては、Energy Star によるラ
べリング制度が存在。
 住宅の抵当権設定にエネ
ルギー性能を勘案して金額
を設定するニーズを踏ま
え、評価基準を策定する、
目的で 1995 年に設立。

 策定された基準は、住宅ローン、
DOE の 省 エ ネ 規 制 、 Energy
Star の建物評価などにも取り入
れられている。

一方で、2009 年の景気刺激策を契機として、電力インフラや都市インフラの適切な電
力需給体制の構築、省エネの推進を目標としたスマートグリッド、スマートシティの取組
みが進められている。商業ビル関係では、IT によりエネルギー消費量の見える化や、
建物内の空調、照明、動力機器などを統合的な管理を行い省エネを進めようとする取
組みが「スマートビル」と呼ばれており、IT ソリューションの適用分野として有望視され
ている43。市場調査会社 Pike Research 社は、スマートビル市場は 2016 年までに約
24 億ドル44、2020 年に約 36 億ドル（2010 年 9 億ドル）まで拡大すると予想している。
この状況を踏まえ、スマートビルディングサービス提供に必要な技術を補完する観点
から、IBM の Tririga 買収、シーメンスの SureGrid 買収、HP の Hara,C3 との提携な
ど、IT サービス事業者が、建物エネルギー管理技術をもつベンチャー企業を取り込ん
だ合従連衡も活発化している。（詳細は後述）
④ 運輸分野の省エネプロジェクト45
運輸分野では、高度道路交通システム（Intelligent Transport System、ITS）の一環と
して、輸送効率や安全性の向上を目指しながら、省エネを実現していこうという動きが
ある。 運輸省（ DOT ）ITS Joint Program Office では、2009 年に 策定し た ITS
Strategic Research Plan 2010-2014 に基づき、車両対車両（V2V）、車両対道路
（V2I）の安全性向上の研究開発などをおこなっているが、そのうち、リアルタイムで渋
滞迂回路を算出する Applications for the Environment: Real –Time Information
Synthesis(AERIS)が省エネ関連のプロジェクトとして取り組まれている46。
なお、州レベルでは、東海岸の各州運輸部局の連合組織 I-95 Corridor Coalition47が、
乗用車の位置情報分析ほかのプロジェクトを手がけている。
42

http://www.resnet.us/
http://panchabuta.com/2012/06/04/smart-building-market-in-asia-to-exceed-1036-billion-by-2020-smartgridto-play-important-role-in-developing-countries/
44
http://www.fastcompany.com/1711771/smart-building-management-business-ballooning-to-24-billion
45
以前の ITS プロジェクトについては、ニューヨークだより 2010 年 1 月号を参照されたい。
46
現在、AERIS は、ニューヨーク州立大 Buffalo 校が Buffalo-Niagara の市域を対象に実証試験を行っている。
http://www.its.dot.gov/aeris/world_congress/aeris_enviromental_benefits.htm
47
ただし、ほとんどのプロジェクトが 2009 年までで終了している模様。
43
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３．IT 関連の省エネに関する取り組みの最新動向
本章では、IT 関連の省エネの取組みの中から、特に最近目立った動きとして、データセ
ンターオペレーションの省エネ化に向けた動向と、スマートシティ、スマートビルの一環と
して、建物のエネルギー管理ソリューションの強化に向けた、大手 IT サービス事業者や
ビル/ファシリティ/インフラ管理ソフトウェア事業者の合従連衡の動きについて紹介する。
(1) データセンターオペレーションの省エネ化に向けた動向
データセンターはクラウドコンピューティングを支えるインフラともいえる施設であるが、同
施設が全産業のなかでも無視できない量の電力を消費するようになったこと、立地対策
上その環境対策が注目を浴びるようになってきたこととから、大規模なデータセンターを
運営する事業者は、データセンター運営の省エネ化に向けた取組みを進めている。以下、
①給電プロセスの直流化、②冷却プロセスの効率化、③ハードウェアの独自設計、④モ
ジュール型データセンターの採用、⑤新たなエネルギー源の採用について、内容を概説
した上で、大手データセンター事業者の動向について紹介する。
＜給電プロセスの直流化48＞
給電プロセスの直流化とは、受電設備からサーバラックまでの給電過程において、変流
および変圧の回数の削減を目指し、電力をサーバラックまで直流で電力を配給できるよ
うな設計にするというものである。電力の送信（送電）は通常交流方式で行われるのに対
し、データセンターの基盤となるサーバの稼働や UPS（Uninterruptible Power Supply：
無停電電源装置）の充電は直流方式で行われることから、データセンターでは一般に、
受電設備からサーバラックまで給電プロセスで変流・変圧を繰り返しているが、この過程
では一定の電力ロスが発生することから、一部の事業者は、この変流・変圧プロセスを
最小化する設計を採用することで、電力消費の削減に取り組んでいる。
【図表 9： 大手データセンター事業者による直流電源化に向けた取り組み】
データセンター事業者


Facebook 社49


具体的な取り組みの内容
データセンター運営維持費（OPEX）削減につながる効率的なデータセ
ンターを独自設計すると共に、エネルギー効率を最大化できる設計を
重視。また、その設計・構築ノウハウをオープンソースとして外部と共
有する「Open Compute Project50」を開始。
サーバとサーバ用電源装置が分離しているために変流・変圧の回数
が多かった従来型の給電設計を見直し、サーバとサーバ用電源装置
（整流器）を一体化することで、変流・変圧回数の最小化に伴う電力ロ

http://www.i95coalition.org/i95/Projects/FeaturedProjects/tabid/119/Default.aspx
http://searchdatacenter.techtarget.com/feature/DC-power-in-the-data-center-A-viable-option
49
http://greensvlg.org/wp-content/uploads/2011/12/A-Case-Studies-Hsu-and-Mulay.pdf
50
http://opencompute.org/
48
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Google 社52





Syracuse 大学53

ス低減を実現。
変流・変圧プロセスを繰り返す一般的なデータセンターでの電力ロスは
21〜27%となっているが、Facebook 社のデータセンターはこれを
7.5%に留められる設計になっているとのこと。
その他の取組みも含め、データセンターの電力効率を示す指標 PUE
（Power Usage Effectiveness）511.07 という非常に優れた値を実現。
データセンターの運営維持費（OPEX）を削減すべく、データセンター新
設の度に新たな設計仕様を追加しており、電源系統の仕様にもエネル
ギー効率を向上できる設計を適用。
具体的には、受電設備からサーバラックまでの給電過程の変流・変圧
回数を最小化できるよう、サーバとサーバ用電源装置を一体化。
その他の取り組みも含め、2012 年第 1 四半期には PUE1.13 という優
れた値を実現。
新設したデータセンターにおいて、サーバに交流で供給された電力を
直流に変換できる整流器を統合し、受電設備からサーバラックまでの
給電過程における変流・変圧回数を最小化。

【図表 10：電流直流化による電力ロス低減化の仕組み】
Facebook 社の例

51

データセンター全体の消費電力と IT 機器の消費電力の割合から算出される指標。両者が等しければ 1.0 となり、
1.0 に近いほど IT 機器そのものが利用しない電力消費が少ない、つまり電力効率が高いとされる。業界平均は 1.8。
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/05/10/uptime-institute-the-average-pue-is-1-8/
52
http://www.google.com/about/datacenters/best-practices.html
http://www.google.com/about/datacenters/inside/efficiency/power-usage.html
53
http://searchdatacenter.techtarget.com/news/1381641/The-value-of-DC-power-in-data-centers-still-inquestion
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Google 社の例54

＜冷却プロセスの効率化55＞
冷却プロセスの効率化には 2 つのアプローチがある。まず、サーバの冷却のための冷
媒には、通常、空気が使われるが、空気で冷却するプロセスのエネルギー効率を上げる
方法である。もう 1 つは、空冷に利用する空気の冷却、つまり機器を冷却して熱気化した
冷媒（空気）の冷却というプロセスのエネルギー効率を上げる方法である。データセンタ
ー事業者は、データセンターの設置場所、冷却方法、空冷に利用して熱気化した空気の
冷却資源（水資源など）の調達方法などを戦略的に決定している。以下、Facebook 社と
Google 社の事例について紹介する。
【図表 11： 大手データセンター事業者による冷却プロセスの効率化に向けた取り組み】
データセンター事業者



Facebook 社56






Google 社57



具体的な取り組みの内容
サーバの冷却に必要となる冷媒（空気）の冷却には、水を気化させて
散布するミスト散布方式を適用し、水の再冷却を回避。
また、サーバの冷却に利用する初期外気の冷却についても、夏季の日
中など外気温が高い時期にのみ実施。
同時に豊富な冷水資源の確保に向け、井戸を採掘。
冷却プロセスそのものの最小化に向けた取り組みも実施。
具対的には、データセンター内の温度を一定に保てるよう、サーバの
冷却ニーズをベースに演算負荷を自動的に割り振れるような仕組みを
特許申請済み。
水力発電による電源確保と、外気を直接サーバ冷却に使用できる利
点に着目してスウェーデンに 3 番目のデータセンター建設予定。
通常、サーバの冷却に用いる冷媒（空気）自体の冷却には水冷方式を

54

http://www.google.com/about/datacenters/best-practices.html
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/06/10/reduce-data-center-energy-consumption/
56
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/04/19/video-facebooks-penthouse-cooling-system/
http://greensvlg.org/wp-content/uploads/2011/12/A-Case-Studies-Hsu-and-Mulay.pdf
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/03/05/facebook-seeks-patent-on-cooling-automation/
http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/03/facebook-data-center-patent/
57
http://www.google.com/about/datacenters/best-practices.html
http://www.economist.com/node/21525237
55
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適用しているが、多くのデータセンターでサーバ冷却後に熱くなった外
気（リターンエア）の冷却方法として、エネルギー効率に優れる蒸発冷
却方式を採用。
冷却用水についても、調達にかかるエネルギー消費を最小化できるよ
うな水資源、そもそも冷却の必要のない水を積極的に活用。
例えば、フィンランドでは年中通して冷たい海水を活用しているほか、
米国 Georgia 州では生活排水再利用水を活用。データセンター設置
場所に応じて、水道システム、河川、湖、地下水などの資源も含めて多
種多様な水資源を活用。
設計面でも冷却ニーズを最小化できるような仕組みを採用。
具体的には、アイルキャッピング58を行う上で、冷気の通るコールドアイ
ルの気温を華氏 80 度（摂氏 26.7 度）と比較的高めに設定すること
で、冷却にかかるエネルギーを節減するという取り組みも実施。
台湾のデータセンターでは、冷媒としての水又は氷を夜間に冷やして
おき、昼間に冷却用熱源として用いる蓄熱方式を採用59。









＜ハードウェア設計上の工夫＞
データセンター事業者の中には、データセンターのエネルギー消費をハードウェアの設
計面から効率化しようと取り組むところもある。具体的には、無駄なエネルギー消費を抑
制するよう、自社のデータセンターの稼働上必要ないパーツや機能を取り除いた形でハ
ードウェアを設計したり、上記の給電プロセスの効率化、冷却プロセスの効率化を実現で
きるようなハードウェアを設計したりといったものである。以下、Facebook 社と Google
社の事例について紹介する。
【図表 12： 大手データセンター事業者によるハードウェア設計上の工夫】
データセンター事業者



Facebook 社60



具体的な取り組みの内容
データセンター内のサーバを構成する一部パーツ、具体的にはマ
ザーボード、サーバ筺体、サーバ用電源装置などについて、エネル
ギー効率の向上を意識しながら独自に設計。
マザーボードは必要な機能だけを搭載した仕様とし、不要な機能の
稼働に伴う電力の消費を回避する設計。
サーバ筺体は、空気の流れがスムーズになるような設計とし、空調
効率の向上に伴いエネルギー効率をあげられるよう工夫。
サーバ用電源装置については、UPS を統合した設計を採用するこ
とで、給電プロセスにおける電力ロス低減を実現。

http://www.rwlwater.com/google-uses-recycled-water-for-data-center-cooling/
http://gigaom.com/cleantech/google-to-build-its-first-thermal-storage-for-a-data-center/
58
サーバ室内において、冷気と熱気が混じらないように、冷気の通り道と熱気の通り道とを隔離する方策。
59
http://gigaom.com/cleantech/google-to-build-its-first-thermal-storage-for-a-data-center/
60
http://opencompute.org/projects/intel-motherboard/
http://opencompute.org/projects/amd-motherboard/
http://opencompute.org/projects/power-supply/
http://gigaom.com/2011/10/27/open-compute-project-gets-a-foundation-of-its-own/
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61

Google 社




これらのデータセンター設計については、AMD、OpenCompute プ
ロジェクト
データセンター内のサーバを構成する一部パーツ、具体的にはマ
ザーボード、サーバ筺体について、独自にエネルギー効率向上を
重視する形で設計。
マザーボードについては、不要なパーツを極力排除した仕様として
いるほか、サーバ内の空気の循環を円滑化できる設計も適用。
サーバ筺体については、給電プロセスにおける電力ロス低減できる
よう、電源装置と一体化した仕様のものを設計。
参考までに、Google 社はサーバ用ソフトウェアまでも、データ演算
処理を最適化できるよう独自に設計。

＜モジュール型データセンターの採用62＞
モジュール型データセンターとは、データセンター運営にかかる機能リソースをモジュー
ル化し、必要な時に必要な機能モジュールだけを組み合わせ活用するというデータセン
ターの設計コンセプトである。組み立て型データセンター、コンテナ型データセンターなど
とも呼ばれており、季節によってデータセンターリソース需要が異なる企業、柔軟かつ迅
速にデータセンターを増設する必要がある企業などにより採用されている。これは、潜在
的なデータ処理ニーズを見込んでデータセンターを設計するのではなく、その時々のデ
ータ処理需要をこなせるだけのデータセンターリソースをモジュールの組み合わせにより
オンデマンドで構築するという手法であることから、不要なサーバ設備の設置とそれに伴
うエネルギー消費を削減可能であり、エネルギー効率にも優れたデータセンター設計コ
ンセプトとされている。
以下、Google 社、Microsoft 社、Amazon.com 社、eBay 社によるモジュール型データセ
ンターの採用状況を紹介する。
【図表 13： 大手データセンター事業者によるモジュール型データセンターの採用状況】
データセンター事業者

Microsoft 社63



具体的な取り組みの内容
2008 年、「Generation 4 Modular Data Center」と呼ばれるモジュー
ル型データセンター構築・導入構想を発表。
これは、新設データセンターは全てモジュール型として設計するという
もので、同社は 2010 年前後からモジュール型データセンターの建設
を開始すると共に、既設センタへのコンテナモジュール追加導入も開

61

http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1_3-0-20
http://h30565.www3.hp.com/t5/Feature-Articles/Cheap-Data-Center-Green-Data-Center/ba-p/429
62
http://www.sustainableplant.com/2011/11/dc-data-center-module-is-10-20-percent-more-energy-efficient/
63
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/12/02/microsoft-goes-all-in-on-container-data-centers/
https://loosebolts.wordpress.com/2008/12/02/our-vision-for-generation-4-modular-data-centers-one-way-ofgetting-it-just-right/
http://www.youtube.com/watch?v=PPnoKb9fTkA
http://www.datacenterknowledge.com/inside-microsofts-new-quincy-cloud-farm/
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Google 社64








Amazon.com 社65




eBay 社66



始。
サーバなどの IT 機器、電源装置、空調装置、冷却装置、ネットワーク
設備などを個別のコンテナにモジュール化し、これをサービスに必要な
リソース要件に応じて柔軟に組み立てるという戦略。
また、例えば、β 版サービスなど信頼性に対するリソース要件を低く設
定しているサービスについては、空調用コンテナは利用せず、外気換
気により空調を行うなどで、エネルギー消費を低減。
2010 年〜2011 年だけをみても数多くのデータセンターをモジュール
型で新設しているほか、既設センタへの導入実績もあり。
一部のデータセンターにおいて、モジュール型データセンターを導入。
サーバなどの IT 機器だけを収容したコンテナ方式のモジュールを用意
し、必要に応じて既設データセンター設備の電源、冷却装置、ネットワ
ーク設備などと接続し稼働させている。
モジュール型データセンターに関する特許も申請中。
具体的には、①公海上の船上型データセンター、②モジュールとなるコ
ンテナを組み立てる際の設計アイデア、に関するもの。
公海上の船上型データセンターに関する特許申請には、海水を空冷の
ための冷却水として利用するアイデア、電力資源として波力発電を用
いるアイデアなどが含まれており、同社はデータセンターオペレーショ
ンにかかるエネルギー効率の向上に向けて包括的に取り組んでいる
模様。
モジュールとなるコンテナを組み立てる際の設計アイデアに関する特
許では、コンテナの積み上げまたは接続方式に関する設計方法につ
いて特許を申請。
データセンター オペレーションの効率化、オペレーションにかかる
CAPEX/OPEX の削減を実現できる技術として、モジュール型データセ
ンターに着目。
子会社の Vadata 社を通して「Perdix」と命名したコンテナモジュールを
ベースとしたデータセンターを Oregon 州 Umatilla 市に建設。
ラックに収容するサーバ台数を少なくし、低密度なサーバ環境を確立
することで、冷却にかかるエネルギー消費を低減するといった取り組み
もしているとのこと。
既に同州におけるクラウドコンピューティングサービス AWS のインフラ
としても活用済み。
2010〜2011 年にかけて策定した「データセンターオペレーションの改

64

http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I&feature=youtu.be
https://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/01/google-unveils-its-container-data-center/
http://news.cnet.com/8301-11128_3-10034753-54.html
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/06/18/google-patents-tower-of-containers/
65
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/06/09/a-look-inside-amazons-data-centers/
http://containerliving.net/shipping-container-housing-information/discussion-shipping-container-housinginformation/amazons-modular-data-centres/
66
http://www.pcworld.idg.com.au/article/408903/ebay_finishes_data_center_very_hot_place/
https://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/12/15/edi-wins-ebay-modular-design-contest/
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善に向けた 4 カ年計画」において、データセンター再編の一貫としてモ
ジュール型データセンターの導入を提唱。
高い柔軟性および拡張性、エネルギー効率に優れる点などをメリットと
して認識。
既に Arizona 州 Phoenix 市の既設データセンターにコンテナモジュー
ルを追加導入しているほか、Utah 州 Salt Lake City 市でも既設データ
センターへのコンテナモジュール導入を進めている状況。
同社によると、Arizona 州 Phoenix 市のデータセンターでは、コンテナ
モジュールの導入により PUE1.1 を実現したいとのこと。

【図表 14： Microsoft 社のコンテナモジュール67】

＜新たなエネルギー源の採用＞
データセンターを運営する企業を見ると、データセンターを新設する際、また既存のデー
タセンターのエネルギーリソースを見直す際、新たなエネルギー源として燃料電池、太陽
光発電、風力発電などを導入し、これによりゼロエミッション化又はそれに近い低環境負
荷を実現しようという動きも出てきている。以下、Apple 社、eBay 社、Google 社、
DataGryd 社などによる取り組みを紹介する。
【図表 15： 大手データセンター事業者による新エネルギー導入事例】
データセンター事業者

Apple 社68


67
68

具体的な取り組みの内容
North Carolina 州 Maiden 市に設立したデータセンターにおけるエネ
ルギー源について、2012 年末までに再生可能エネルギーだけとする
計画を打ち出し、クリーンエネルギーの活用に向けて取り組み中。
これを実現するため、クリーンエネルギーの約 60%をデータセンター
施設内で生成できるよう、太陽光発電設備と燃料電池設備を導入中。

http://www.datacenterknowledge.com/inside-microsofts-new-quincy-cloud-farm/
http://www.apple.com/environment/renewable-energy/
http://www.newsobserver.com/2012/03/31/1969051/apple-plans-nations-biggestprivate.html#storylink=misearch
http://www.greentelecomlive.com/2012/05/21/how-apple-will-get-100-renewable-power-for-its-maiden-datacentre/
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eBay 社69

Google 社70


DataGryd 社71

燃料電池は Bloom Energy 社から調達。
残りの 40%についても、同地域で生成されたクリーンエネルギーを直
接購入するとのこと。同社は風力発電、太陽光発電、バイオガス発電
などを想定。
Utah 州のデータセンターにおいてバックアップ電源用として燃料電池
設備を導入している（燃料電池は Apple 社同様に Bloom Energy 社
から調達）ほか、同州 South Jordan 市のデータセンターには太陽光
発電設備なども導入。
風力発電会社 NextEra Energy Resources 社より、風力エネルギー
を購入する 20 年契約を締結済み。活用方法は明確にされていない
が、Google 社はクリーンエネルギーをベースとするデータセンターオ
ペレーションを目指しており、購入する風力エネルギーをデータセンタ
ーのエネルギー源として利用するものと見込まれる。
New York 市に銀行跡ビルを改修して新設したデータセンターに、二酸
化炭素排出の少ない天然ガスをエネルギー源として活用するコジェネ
レーション/熱電併給システム（CHP： Combined Heat Power）を設
置、ガスタービン排熱も冷却に利用することでエネルギー消費量を
30%削減することに成功。

以上のように、大手データセンター事業者は様々な方法でデータセンターオペレーション
にかかるエネルギー消費の低減に取り組んでいるが、データセンター事業者を対象に、
データセンターオペレーションの電力効率向上を支援するコンセプト、ツールを開発する
組織なども登場している。例えば、データセンター事業者向けにインフラパフォーマンスを
管理するためのソフトウェアを開発する企業が多数出てきているほか、データセンター事
業者向けにオペレーション上の各種アドバイスを行う業界団体が、エネルギー効率向上
に向けた情報提供や支援を行うといった動きもある。以下、これらの動きについてまとめ
る。
＜データセンター事業者向けインフラ管理ソフトウェアベンダ＞
デ ー タ セ ン タ ー オ ペ レ ー シ ョ ン の パ フ ォ ー マ ン ス 管 理 は 、 DCIM （ Data Center
Infrastructure Management）や DCPM（Data Center Performance Management）と
いったキーワードで呼ばれており、データセンター事業者向けにインフラパフォーマンス
管理ソフトウェアを開発・提供する企業が増えている72。DCIM や DCPM というコンセプト
は、基本的にデータセンターにおける施設管理と IT 管理の概念を組み合わせることで、
データセンター新設や更新・改修の際、包括的なプランニングを実施することにより、そ
69

http://www.ebayinc.com/content/press_release/20120621005363
http://www.cfoworld.com/operations/41615/new-ebay-data-center-will-run-fuel-cells
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/04/10/ebay-adds-solar-panels-to-topaz-data-center/
70
http://www.reuters.com/article/2011/04/21/idUS153836119820110421
71
http://www.environmentalleader.com/2012/03/14/datagryd-green-data-center-includes-9mw-chp-plant-lowvoltage-cables/
72
http://turingsman.net/index.php/home/112-dcpm-vs-dcim-any-difference
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のプランニングプロセスの改善を実現するというもので 73、オペレーションにかかるコスト
を低減させる有力手法としてデータセンター事業者の注目を集めている。
具体的なベンダとしては、Raritan 社、Sentilla 社、nlyte Software 社、Sentilla 社、
FieldView 社、Viridity 社、Modius 社、Splunk 社といったベンチャー企業のほか、IBM
社、HP 社、CA 社などの大手 IT ベンダも包括的なデータセンター運営ソリューションの
一環として同分野をカバーしている74。DCIM や DCPM の具体的なサービスとしては、
データセンター事業者の ROI（Return On Investment）向上の観点から、①エネルギー
効率（省エネ化）、②リソースのアベイラビリティ（リソースの受給マッチング）、③管理面
（アセット管理、キャパシティ管理など）のサービスに必要となる各種データの収集、管理、
分析機能を基盤としたソフトウェアの提供からなっている。
このほか、データセンターのエネルギー消費状況だけに特化した管理ソフトウェアを開発
する Power Assure 社といった事業者も出てきているほか、オープンソースソフトウェアを
ベースに DCIM ソリューションを開発する OpenDCIM といった組織なども登場している
75
。
＜データセンター事業者向けにエネルギー効率向上ほかの各種支援を行う業界団体＞
データセンター事業者向けの業界団体は現在、事業者がデータセンターオペレーション
を遂行する上でエネルギー効率を向上できるよう、各種情報を提供したり、支援したりと
いった活動を行っている。以下、代表的な業界団体による取り組みについて紹介する。
【図表 16： 大手データセンター事業者による取り組み】
業界団体


The Green Grid
（TGG）76




Open Data Center



概要
データセンター環境やビジネスコンピューティング環境における消費エ
ネルギーを含むリソースの効率化を目的に、2007 年 2 月に設立され
た業界団体。
PUE というデータセンターにおけるエネルギー効率を示す指標を策定
したことで知られており、その加盟企業数は 170 社以上。
加盟企業に対して、エネルギー効率面でのベストプラクティスの提供、
エネルギー効率を向上させるための情報の提供、PUE の測定や傾向
などに関する情報共有などの活動を展開。
Intel 社が主導となって 2010 年 10 月に設立した、オープンなクラウド

73

http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/06/05/dcim-return-on-investment/
http://searchdatacenter.techtarget.com/tip/Using-DCIM-tools-to-monitor-data-center-power
http://turingsman.net/index.php/home/112-dcpm-vs-dcim-any-difference
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/06/15/dcim-and-big-data-fieldview-nlyte-splunk/
75
http://searchdatacenter.techtarget.com/tip/Using-DCIM-tools-to-monitor-data-center-power
http://turingsman.net/index.php/home/112-dcpm-vs-dcim-any-difference
http://www.opendcim.org/
76
http://www.thegreengrid.org/about-the-green-grid/our-mission.aspx
74
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Alliance（ODCA）77




Association For
Computer
Operations
Management
（AFCOM）78





（参考）
PrimeEnergyIT79





（参考）
European Data
Center Association
（EUDCA）80



コンピューティング対応のデータセンターの実現を目指す業界団体。
加盟企業数は 300 社以上で、データセンターの互換性、柔軟性の確
保に向けて標準仕様の策定に向けて活動中。
ODCA 自体の活動ミッションにエネルギー効率化は含まれていない
が、2011 年 11 月に上記の TGG との間で戦略的協業関係を確立した
ことを発表しており、オープンなクラウドコンピューティング対応データ
センターを実現する上で、TGG の提唱するエネルギー効率化に向け
たコンセプトを取り入れていく考えを表明。
1980 年に設立されたデータセンター業界最古の業界団体で、加盟す
るデータセンター事業者への情報提供、教育、会員事業者間の情報共
有やネットワーキングの場の提供、といった活動を遂行。
現在の加盟企業数は 4,500 社以上にのぼり、業界会議 Data Center
World を主催することでも知られる。
加盟企業に対しては、データセンターオペレーションにあたり有益とな
る情報提供を行なっており、エネルギー効率化を実現するための情報
提供のほか、業界におけるエネルギー効率化に関するベストプラクティ
スの共有などの活動を展開。
エネルギー効率に優れたデータセンター向けやビジネスコンピューティ
ング向け IT 機器の開発を支援する業界団体（欧州拠点であるが、世
界規模で活動）。
ハードウェアとインフラ機器にフォーカスしており、主な対象例は、サー
バ、ストレージ機器、ネットワーク機器、冷却設備など。
加盟企業（主にメーカ）向けのガイドラインの策定、省エネ指標や基準
の策定、トレーニングなどの活動を展開。
2012 年 3 月に設立されたばかりの欧州を基盤とするデータセンター
業界団体。現在の加盟企業は約 30 社。
CO2 排出量の少ない環境に優しいデータセンターオペレーションの実
現を目的に、データセンター業界におけるベストプラクティスの確立、加
盟事業者への教育や標準・基準の策定といった活動を進める中で、エ
ネルギー効率化に向けた情報の提供、共有、教育などを実施。

(2) スマートビルを巡る動向
建物・ファシリティにおける省エネの取組みとしては、スマートビルが脚光を浴びている 81、
スマートビルとは、スマートメータ、センサ、モニタリング機器を商業ビルの冷暖房、空調
77

http://www.opendatacenteralliance.org/
http://www.opendatacenteralliance.org/newsroom/mediaresources/
78
http://www.afcom.com/index-1.html
http://www.datacenterworld.com/fall2012/blog/2012/04/18/top-5-cool-money-saving-changes/
79
http://www.efficient-datacenter.eu/
http://www.efficient-datacenter.eu/fileadmin/docs/dam/downloads/public/PrimeEnergyIT_Flyer.pdf
80
http://www.eudca.org/
81
http://www.missioncriticalmagazine.com/ext/resources/MC/Home/Files/PDFs/Koomey_Data_Center.pdf
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器、照明、セキュリティーシステムとスマートに連携させる仕組みにより、消費電力の容
易に監視・制御・削減できるようなビル管理オペレーション機能をもつビルのことである 82。
スマートビルのコンセプトは、スマートグリッド（送電オペレーションのスマート化）、スマー
トトランスポーテーション（交通・運輸管理オペレーションのスマート化）、スマートビル（商
業ビル管理オペレーションのスマート化）といった都市社会インフラ全体をスマート化し、
電力の有効活用、運輸システムや商業ビル管理の効率化を複合的に実現するというス
マートシティのコンセプトの一部であり83、今後大きな成長が期待される分野となっている。
米国では都市部の 83%でスマートシティの実現に向けて資金が投入されており84、世界
全体でみると 102 の都市でスマートシティへの取り組みが進んでいるとされている85。先
述の通り、市場調査会社 Pike Research 社によると、スマートシティへの投資額は、
2020 年には 160 億ドル規模に達し、同年時点での累計投資額は 1,080 億ドルにもなる
と予想されているが86、この中でも、スマートビル市場は 2016 年までに 24 億ドル規模に
拡大87、2020 年の市場規模については 2010 年の約 4 倍にまで拡大する見込みとされ
ており、スマートビルはスマートシティ市場の中で最も成長が期待される分野となってい
る。
【図表 17： スマートシティの各分野の成長見込み88】

出典：Pike Research 社

82

http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/ts_072108.html
http://www.steria.com/se/fileadmin/assets/media/download/STE3899-Smart_Cities_brochure_08_APP.pdf
84
http://www.thenextsiliconvalley.com/4581/how-can-us-embrace-smart-cities
85
http://news.thomasnet.com/green_clean/2011/09/20/the-rise-of-the-first-smart-cities/
86
http://www.globe-net.com/articles/2011/may/23/smart-city-technology-investment-to-total-$108-billion-by2020/
87
http://www.fastcompany.com/1711771/smart-building-management-business-ballooning-to-24-billion
88
http://www.greenbiz.com/blog/2011/09/29/market-smart-city-technology-reach-16b-year-2020
83
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このように、今後大きな成長が期待されるスマートビルであるが、コンセプトそのものはそ
れほど新しいものではない。現在のスマートビルのコンセプトに相当するビルが初めて世
に登場したのは、United Technology Building System 社が 1984 年に Connecticut 州
Hartford 市において City Place と呼ばれる商業ビルを建設した際であり、同ビルは空
調・照明・防犯設備を包括的に統合制御できる仕組みとなっていたことから89、インテリジ
ェントビルの名称で呼ばれていた。
現在では、グリッドからの電力供給と消費部門での電力消費をリアルタイムに調整する
仕組みである「スマートグリッド」や、それを都市計画全体に拡張した概念である「スマー
トシティ」の一環として、IT を利用した建物のエネルギー管理について「スマートビル」いう
形で注目を集めているといえる。以下では、IT によるビル管理省エネ機能・技術を表にま
とめる。
【図表 18：代表的なビル管理省エネ技術90】
技術


照明制御システム


太陽熱温水システム

コージュネレーション
（Combined
Cooling, Heating,
and Power: CCHP）
燃料電池






概要
照明を 1 灯ずつ個別に点灯・消灯できるなど、照明リソースの効率化
を実現するシステム。
時間帯、動作、安全性を基に照明システムをプログラミング化できる
ほか、リモコンではなくコネクテッドデバイスを利用して照明制御できる
仕組みなども統合91。
照明制御システムにより照明寿命は 50%伸びるとされており、照明に
かかる電力消費コストは 10〜15%削減できるとのこと92。
電気やガスに代えて、太陽光に含まれる赤外線を熱源として利用した
温水システム。温水を作るだけなら太陽光発電による電力利用より 4
倍エネルギー効率が高いとされている。
太陽熱温水システム市場は毎年 20%拡大しているとされており、採用
企業が多数93。
特定のエネルギー（例えば電力）を生み出す際に生まれる排熱を利用
して、蒸気、給湯、冷暖房、湿度制御などのエネルギー源として同時
活用する、エネルギー供給システム。
33%以上の省エネにつながる可能性があるとのこと94。
水素と酸素による化学反応の過程を利用して発電を行うもので、燃焼
熱から発電といったエネルギー変換時のロスが少ないエネルギー生

89

http://www.scribd.com/doc/93405718/Intelligent-Skins 20 ページ
http://www1.eere.energy.gov/buildings/technologies.html
http://buildingsolutions.utc.com/
91
http://homeimprovement.superpages.com/lighting/benefits-of-light-control-systems.html
92
http://blog.listenup.com/blog/?p=1852
93
http://www.environmentalleader.com/2011/04/05/solar-water-heating-in-commercial-buildings-poised-for-20yearly-growth-study-says/?graph=full&id=1
94
http://www.nrel.gov/learning/eds_chp.html
90
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チラー





回生式エレベータ98



成方式。①プロトン交換膜、②リン酸型、③溶融炭酸塩型、④固体電
解質、⑤アルカリ型の 5 種類の燃料電池方式が存在95。
天然ガス使用と比べて 40‐50%の省エネにつなげられるほか、燃料
の柔軟性、長寿命といったメリットもあり96。
GHG（温室効果ガス）や CO2 の排出低減も実現可能。
空気又は水を冷媒とした空調・温度調節装置。高効率なものに更新し
た場合、エネルギー効率は 30〜40％増となるとのこと97。
エレベータを動かすモーターを、エレベータ減速時や下降時の慣性エ
ネルギー吸収時に発電機として利用し、電力に変換する仕組み。
これまで減速時に摩擦熱としてロスしていたエネルギーが電力として
利用できることから、通常のエレベータと比較して、15〜40%の省エネ
となる。

商用ビル市場では現在、上記のような機能や技術に加えて様々な IT ソリューションを活
用することで、そのオペレーションを包括的に管理し、省エネ化を実現するという「スマー
トビル」のコンセプトが注目されており、ビル/ファシリティ管理ソリューション事業者には大
きなビジネスチャンスが生まれている。そのため、IT サービス事業者がスマートビル市場
に積極的に参入しており、特に大手 IT サービス事業者については、Smarter Planet、
Smart Connected City といったコンセプトの提示、中堅のビル/ファシリティ管理ソリュー
ション事業者、省エネソリューション事業者の買収、提携といった動きに出ている。また、
これを受けて、大手ビル/ファシリティ/インフラ管理ソリューション事業者なども省エネソリ
ューション事業者やスマートグリッド関連のソフトウェアベンダを買収しており、同市場で
は M&A を軸に市場でのプレゼンス強化に向けた動きが活性化している。
以下では、スマートビル市場における大手 IT サービス事業者、ビル/ファシリティ管理ソリ
ューション事業者を軸とした M&A の状況について紹介する。スマートビルの省エネを進
めていくためには、電力会社のインフラとの連携も必要であることから、電力会社向けソ
リューションとの連携を図ろうという動き、電力会社向けインフラ管理事業者が省エネ機
能を取り入れる動きが活発化していることがわかる。

95

http://www.idatech.com/fuel-cell-technology-fuel-cells.asp
http://www.fuelcells.org/fuel-cells-and-hydrogen/benefits/
97
http://www.abettercity.org/toolkit/energy_installchiller.html
98
http://www.habitatmag.com/Publication-Content/2010/2010-June/Featured-Articles-from-Our-PrintMagazine/Regenerative-Elevator-Drives
96
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【図表 19：大手 IT サービス事業者、ビル/ファシリティ管理ソリューション事業者の動向】
分類

事業者






IBM 社




IT サービス
事業者








HP 社



概要
2011 年 4 月、Nevada 州 Las Vegas 本拠のファシリティおよび不動
産管理ソリューションソフトウェアを開発・提供する Tririga 社を買収。
Tririga 社のソフトウェアソリューションは、インフラ管理、リース管理、
エネルギー消費管理、設備使用率管理、設備状態評価などの機能
を包括的にカバーしており、複数のソフトウェアを利用する場合の「情
報の分散」という問題を解決できる点が特徴99。
IBM 社は Tririga 社の買収により、企業が設備および不動産を包括
的かつスマートに管理できるソフトウェア基盤を提供すると共に、ファ
シリティおよび不動産管理の運用状況について省エネなどの観点も
含めてアドバイスするサービスも展開・強化する100。
Tririga 社のソリューションは Nokia 社により導入されており、同社は
設備コストと消費電力の削減に成功しているとのこと101。
（参考）2009 年に「Smarter Planet」と呼ばれる構想を提唱し、スマ
ートビル事業についてはこの構想の一環として位置づけ。
「Smarter Planet」とは、地球上の「交通」、「環境」、「エネルギー」、
「医療」といった問題を IT 活用により解決すると共に、地球上のオペ
レーションをスマートに遂行していくという概念/ビジョン。
同社が「Smarter Planet」構想にもとづき推進するプロジェクトは現
在、世界中で約 2,000 にのぼっており102、例えばスマートビルが一
部を成すスマートシティの実現に向けた「Smarter Cities Initiative」な
ども同構想にもとづく取り組み103。
「Smarter Cities Initiative」では、行政サービス、公共安全、医療、エ
ネルギーとユーティリティー、ビルとファシリティ、水資源の管理など
の都市管理機能に着目し、スマートな都市づくり支援が目指されてお
り104、Tririga 社の買収も大枠ではこのイニシアチブの一環。
2011 年 3 月、エネルギー管理ソフトウェアベンダ Hara 社および C3
社と提携し、大規模オフィスや商用ビルのエネルギー管理および省
エネ実現に向けたコンサルティングサービスを展開することを発表。
Hara 社と C3 社は、ともにエネルギー消費状況やリソース消費状況
を管理できるソフトウェアを開発・提供しており、HP 社はこれを利用
して「HP Energy and Sustainability Management（HP ESM）」と呼
ばれるコンサルティングサービスを開始。
具体的には、ビル・ファシリティのエネルギーおよび資源の消費状況
を管理することで、これを削減するためのアドバイスを行ったり、エネ

99

企業はこれまで、それぞれの業務に対応した専用ソフトウェアを個別に導入・運用してきたが、Tririga 社のソフトウェ
アはこれらを包括的にカバーする。
100
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/34060.wss
101
http://www.brg.com/Files/Press/TRIRIGASuccessStory_Nokia.pdf
102
http://www.smartplanet.com/blog/cities/ibm-helps-new-york-city-become-solar-energy-leader/3428
103
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/index.html
104
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/index.html
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Honeywell 社




ビル/ファシリ
ティ/インフラ
管理ソフトウ
ェア事業者


Siemens
Building
Technologies 社



Schneider
Electric 社



ルギー会計・報告を効率化・簡易化するためのアドバイスを行った
り、組織体制の再編に向けた提案を行ったりするとのこと105。
HP 社は今回の提携により、オフィスおよび商用ビル向けのファシリ
ティ管理やエネルギー管理市場に参入106。
既に、2015 年までに二酸化炭素排出量の 15%削減を目標として掲
げている Avaya 社が HP 社のサービスを採用しているとのこと107。
2010 年 5 月、California 州 San Rafael 市を本拠とするデマンドレス
ポンスソフトウェアの開発ベンダ Akuacom 社を買収。
同社のデマンドレスポンスソフトウェアは電力会社と商業ファシリティ
の双方を対象としており、Honeywell 社は商業ファシリティが電力会
社と双方向通信をしながら省エネを実現できるプラットフォームとして
展開108。
Honeywell 社はこの買収により、これまでファシリティ内の機器・制御
を軸としてきたビル管理事業に省エネのコンセプトを統合し、スマート
ビル事業者としての進化を狙う109。
2010 年 10 月、Texas 州 Austin 市を本拠とするエネルギー管理ソフ
トウェアの開発ベンダ Site Controls 社を買収。
Site Control 社が開発したエネルギー管理ソフトウェアは、複数のフ
ァシリティ拠点をもつ企業を対象として、全ファシリティのエネルギー
管理を包括的に行えるというもの。
具 体 的 に は 、 ① フ ァ シ リ テ ィ 内 で 運 用 す る HVAC （ Heating
Ventilation and Air Conditioning： 冷暖房・換気・空調システム）、内
部・外部照明、空調、電子標識、IT 機器などのハードウェア・ソフトウ
ェアを統合し、エネルギー消費状況を一極的にリアルタイムで監視で
きる電力の可視化・管理プラットフォーム110、②エネルギー消費状況
を統合しピーク時の消費電力を抑えるといったデマンドレスポンス機
能をもつクラウドプラットフォーム（例： HVAC を微調整してエネルギ
ー需要を抑制）111など。
Siemens Building Technologies 社は、ファシリティ周辺の気温、オ
フィスの占有率（人口密度）、ファシリティ内の人口専有状況、ファシリ
ティ周辺の二酸化炭素状況、HVAC の利用状況、照明利用状況、エ
ネルギー利用状況いった情報を包括的に収集し、デマンドレスポンス
機能なども利用しながら、ファシリティによる省エネの実現を支援112。
2010 年 8 月、Minnesota 州 Minneapolis 市を本拠とし電力会社と
ファシリティを持つ顧客との間での包括的なデマンドレスポンスおよ

105

http://www.nytimes.com/external/gigaom/2011/03/10/10gigaom-hp-links-with-startups-hara-c3-for-energysoftwar-34207.html
106
http://www.greentechmedia.com/articles/read/hp-teams-with-c3-hara-for-energy-consulting/
107
http://www.greentechmedia.com/articles/read/hp-teams-with-c3-hara-for-energy-consulting/
108
https://buildingsolutions.honeywell.com/hbscdms/smartgrid/Akuacom.aspx
109
http://www.smartmeters.com/the-news/965-honeywell-acquires-akuacom.html
110
http://www.gsjournal.com/2010/10/siemens-to-acquire-site-controls/
111
http://www.greentechmedia.com/articles/read/siemens-buys-suregrid-amid-building-management-fever/
112
http://w3.usa.siemens.com/buildingtechnologies/us/en/energy-efficiency/retail-and-commercialsystems/smart-energy-consumption/Pages/suregrid-smart-energy-consumption.aspx
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Emerson 社





Johnson Control
社


びリソース管理を実現するソリューション（Sustainability Resource
Planning）を提供する Verisae 社との協業を発表。
同社のソリューションは、企業資産、エネルギー使用量、CO2 排出量
を管理することで、エネルギー消費量の最適化を図るというもの。電
力の平均配分に加え、リアルタイムで電力料金を調整できるデマンド
レスポンス機能が中核。
Schneider Electric 社は顧客である大規模なファシリティを運営する
企業に対して、Verisae 社のソフトウェアをエネルギーコストの削減に
つなげられるソリューションとして提供113。
2011 年 6 月、スペインを本拠としパイプライン業界、公益サービス業
界、運輸業界向けにインフラ管理ソフトウェアを開発する Telvent 社
を買収。センサをベースにインフラ上での各種情報を収集・分析し、
インフラの効率管理に活用することを目的としている。
Schneider Electric 社はこの買収により、電力業界向けの機器管理
システムに Telvent 社のソフトウェアを統合し、電力インフラを包括的
に監視・制御できるプラットフォームとして進化させると共に、スマート
ビル市場に積極的に参入していく考え114。
参考までに、Schneider Electric 社は 2012 年より米国、中国、フラ
ンスにおいて、スマートグリッド管理の実証実験を実施中。Telvent 社
が開発した気象予測モデルから水や電気需要予測を行うほか、洪水
や停電の監視・予測ソフトウェアなども利用されているとのこと115。
2009 年 10 月、Alabama 州 Huntsville 本拠の IT インフラ運用管理
サービス会社 Avocent 社を買収。
国際的に商業・産業施設におけるネットワークオペレーション管理を
手がけている Emerson 社にとって、データセンター運用ノウハウ強
化を狙う116。
2011 年 3 月、California 州 Campbell 市本拠のデマンドレスポンス
ソフトウェア開発ベンダ EnergyConnect 社を買収。
EnergyConnect 社のデマンドレスポンスソフトウェアは、エネルギー
消費状況と市場における電力料金などの情報をリアルタイムで管理
するもの。
Johnson Control 社はこの買収により、これまでファシリティ内の機
器・制御を軸としてきたビル管理事業に、省エネのコンセプトを統合
し、スマートビル事業者としての進化を狙う117。

113

http://www.sustainablebusiness.com/index.cfm/go/news.display/id/20970
http://www.greenbiz.com/blog/2011/11/30/schneider-electric-and-telvent-team-smart-cities
115
http://www.bloomberg.com/news/2012-04-10/schneider-braces-for-smart-city-era-by-testing-telventsoftware.html
116
http://www.emerson.com/en-US/newsroom/news-releases/emerson-corporate-news/Pages/Emerson-toAcquire-Avocent-Corporation.aspx
117
http://www.energyconnectinc.com/news/press-releases/2011/07/07_05_11.html
114
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なお、業界には、こうした IT サービス事業者、ビル/ファシリティ/インフラ管理ソフトウェア
事業者による商業ビルの省エネ管理サービスのほか、商業ビルの環境対策を情報面か
ら後方支援する動きも生まれている。具体的には、全米にある商業ビルやファシリティの
運営状況に関する情報を収集し、これらを必要とする組織や関係者に対して包括情報ソ
ースとしての役割を果たす Honest Building 社、建物のエネルギー効率に関する情報を
集約して公開する essess 社などがあり118、現在注目されている。以下、両社の概要を
紹介する。
＜Honest Buildings 社概要＞
Honest Buildings 社は、2011 年に設立されたベンチャー企業であり、全米各地の商業
ビルやファシリティの運営状況に関する情報をアグリゲートした上で、一般向けにワンス
トップで情報提供するポータルを運営している。対象とする商業ビル・ファシリティの数は、
2012 年 7 月現在、5,500 万棟にのぼっており（例えば、New York 市は 25 万棟、
Washington DC は 15 万棟、Seattle 市は 3 万棟など）、各建物について面積、所有者、
管理状況、適合審査および認証の取得状況といった情報が公開されている119。同ポータ
ルは、登録者間での情報共有、情報交換、交流のためのプラットフォームとしても機能し
ており、いわば建物に特化した SNS サービスという位置づけにある。
同社のサービスは基本的には無料であり、登録者は全ての情報に無料でアクセス可能
となっているほか、情報の投稿などもできる仕組みとなっている。一方で同社は、オプショ
ンで有料サービスプラン（Honest Building Pro）を提供しており、このサービスに加入し
た場合には、ターゲット広告の出稿や、ビル管理サービスに関する入札及び提案（建物
所有者であれば Request for Proposal の登録、グリーンソリューション事業者であれば
Request of Qualifications に対応する提案書の提出）が可能となっている120。
Honest Buildings 社が建物に関する情報を収集・集約するには、次の 3 つの手法が使
われている。ビルの所有者、請負業者、入居者などをサービスの登録者として募り、ウェ
ブサイト上から保有 情報を入力してもらう方法、建物を対象とした公的機関による
Energy Star プログラムや州・地方自治体レベルでエネルギー効率規制（「Sunshine
Laws」）が設けられている場合の適合証明として一般公開されている情報を収集する方
法、ビル開発業者や非営利団体から直接的に情報を収集する方法である121。

118

http://www.honestbuildings.com/site/about-us/
http://www.honestbuildings.com/map/27.6648274/-81.51575350000002/
120
http://gigaom.com/cleantech/using-the-web-and-data-to-create-competition-for-green-buildings/
http://www.greenbiz.com/blog/2012/05/15/how-data-spurs-competition-high-performance-buildings
121
http://www.greenbiz.com/blog/2012/05/15/how-data-spurs-competition-high-performance-buildings
119
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【図表 20： Honest Buildings 社のサービス画面】

出典： Honest Buildings 社122
＜essess 社概要＞
一方の essess 社については、全米の建物のエネルギー効率状況に特化する形で情報
を集約・提供するサービスを展開している123。設立されたばかりの同社は、熱感知映像
を撮影できるカメラを搭載した車両を市街地に走らせることで、各建物から漏れ出るエネ
ルギー量を算出し、これをベースに各建物のエネルギー効率状況をマップ上に表示する
サービス開始に向けて始動している。現在、マッピングデータをレポート化して建物所有
者に提供したり、SaaS 形式で一般向けにサービス提供したりといったビジネス展開を検
討しているとのことである。
同社 CEO の Storm Duncan 氏は事業開始の狙いについて、「車業界では MPG（Mile
Per Gallon）というエネルギー効率指標があり、建物業界でも同様の指標を策定したい。
サービスイメージとしては、Google Map 上で各地域の全ての不動産価格を表示する
Zillow.com のようなものをイメージしている」と述べている124。

122

http://www.honestbuildings.com/buildings/
http://www.essess.com/
124
http://gigaom.com/cleantech/investors-back-the-google-street-view-for-energy/
123
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【図表 21： essess 社のサービス画面】

出典： essess 社125

なお、このように建物のエネルギー状況に関する情報を集約した上で提供するデータ分
析事業を提供する企業には、Honest Buildings 社、essess 社以外にも、FirstFuel
Software 社、NYC BLDGS 社などもある。前者は公益事業者からのデータをベースに
建物のエネルギー消費状況を分析するソフトウェアを開発する企業であり、後者は New
York 市の建物の環境への影響状況（エネルギー消費状況含む）を表示するウェブサイト
を運営する企業となっている126。
125
126

http://www.essess.com/about-us/energy-insight.html
http://gigaom.com/cleantech/investors-back-the-google-street-view-for-energy/
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４．今後の展望
IT 業界は、情報化に伴う IT 機器のエネルギー消費増大を宿命として背負っていること
から、自らのエネルギー消費削減（Green of IT）、システム全体の省エネ（Green by IT）、
さらには再生可能エネルギーの導入を通じ環境負荷の低減に取り組んでいる。例えば、
データセンター施設についてみても、国内外での最適配置が進んでくると、省エネだけで
はなく再生可能エネルギーをいかに取り入れ、究極的には CO2 排出を差し引きゼロの
施設を構築（ゼロエミッション化）するかが、経営上も重要な問題となってくると考えられる。
こうした方向に沿った動きとしては、すでに述べた新たなエネルギー源の採用（図表 15
参照）のほか、Google 社に代表されるような再生可能エネルギー導入の動きがあげら
れる。以下、IT 業界における再生可能エネルギーの導入動向をまとめる。
【図表 22：IT 業界における再生可能エネルギー技術導入の動き】
企業

取り組み概要


RE<C イニシアチブ127
（2007 年）





Google 社

風力発電の電力の購
入契約（2010 年、2011
年）





太陽電気発電システム
への出資
（2011 年）



内容
同イニシアチブにより、石炭燃料より安価な再生可能エ
ネルギーの開発に着手（RE は「Renewable Energy」、
C は「Coal」の略）。
発電技術を自社開発することに加え、再生可能エネル
ギー関連企業にも積極的に投資していく方針。
自社開発する具体的な発電技術としては、太陽光発
電、風力発電、地熱発電などを想定しており、特に太陽
光発電技術に注目128。
NextEra Energy Resources 社都の間で、同社の Iowa
州の風力発電施設で生み出される電力 114MW を 20
年間購入する契約を締結。
これに続き、Oklahoma 州に建設中の風力発電施設で
生み出される電力 100.8MW についても、20 年間購入
する契約も締結129。
いずれの電力も自社データデンタでの消費を想定130
Bright Source Energy 社が California 州の Mojave 砂
漠に建設中の世界最大規模の太陽電気システム
「Ivanpah Solar Electric Generating System」に 1 億
6,800 万ドルを出資。
出資対象となった太陽電気発電システムの発電規模は
392MW131であり、寿命期間の 25 年で 90,000 台の車
両が消費する電力に相当132。

127

http://www.google.org/rec.html
http://www.treehugger.com/renewable-energy/google-drops-renewable-energy-cheaper-coal-rec-researchproject.html
129
http://www.nexteraenergyresources.com/news/contents/2011/042111.shtml
130
http://www.ibtimes.co.uk/articles/20111101/solar-wind-farms-will-power-google-039data-centers.htm
128
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風力発電所への出資
（2011 年）




バイオ燃料を開発する
CoolPlanetBiofuels 社
への投資
（2011 年）
Energy Technology
Ventures 社
（GE 社、NRG
Energy 社、
ConocoPhillips 社に
よる合弁会社）





再生可能エネルギー技
術開発に向けた合弁事
業135

Shepherds Flat Wind Farm 社が Oregon 州に建設中
の風力発電所に、伊藤忠及び住友商事子会社との提
携で 1 億ドルを出資。
発電所の発電規模は 845MW で、世帯数にすると 23
万世帯をカバー133。
傘下の Google Ventures 社を通して、バイオ燃料を開
発する CoolPlanetBiofuels 社に投資。
CoolPlanetBiofuels 社が開発するのは、低品質のバイ
オマス（代替用植物：木くずや草）を高品質の燃料に変
換する技術であり、同時に副産物（炭素隔離素材や肥
料）も生産できる点が特徴とのこと134。
各社が総額 3 億ドルを出資して合弁会社を設立。
既に投資先のポートフォリオは 14 社であり、代表的な
新エネルギーベンチャーとしては、①バイオ燃料開発の
CoolPlanetBiofuels 社、②イスラエルの排水処理ベー
スの発電ベンチャーEmefcy 社、③太陽電池開発の
Alta Devices 社、④化石燃料ベースの天然ガス生成技
術開発ベンチャーCrisis Energy 社、など。

最後に、本稿では、データセンター業界、スマートビル・スマートシティ業界の省エネの動
きを中心に紹介してきたが、これらはいずれもエネルギー消費部門でいえば、商業、産
業部門であり、エネルギー消費構造全体としてみた場合、今後、米国が相対的・絶対的
にエネルギー消費の多い家庭、運輸部門の対策がもっとも重要になってくると思わる。

本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの内
容に関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆者
及び執筆者が所属する組織が如何なる保証をするものでもありません。また、本レポー
トの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害を被った場合も、執筆者及び執筆
者が所属する組織が如何なる責任を負うものでもありません。
なお、このレポートに対するご質問、ご意見、ご要望がありましたら、
takashi_wada@jetro.go.jp までお願いします。
131

http://www.xconomy.com/san-francisco/2011/04/11/google-invests-168-million-in-brightsource-energystower-of-power/
132
http://www.greenprophet.com/2011/04/googles-invests-brightsource-energy/
133
http://www.sustainablebusinessoregon.com/articles/2011/04/google-pumps-100m-into-shepherds-flat.html
134
http://www.coolplanetbiofuels.com/CoolPlant_Press_Release_3172011.html
http://gigaom.com/cleantech/google-backs-biofuels-via-coolplanetbiofuels/
135
http://www.smartplanet.com/blog/smart-takes/ge-nrg-conocophillips-invest-in-israeli-wastewaterstartup/17335

- 32 -

