ごあいさつ

社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）サーバ事業委員会は、サーバや
ワークステーション、ネットワークストレージを対象に、技術・市場動向な
どの各種調査、研究、普及活動を推進しています。
近年、温暖化防止対策が地球規模の重要課題となっており、発熱量の抑
制や、電力使用量削減の取り組みが必要となっています。サーバ事業委員
会では、2008 年度より、サーバグリーン IT 専門委員会を新設して、この
課題への取り組みを開始しています。
グリーン IT とは、省電力や省資源など、より地球環境にやさしい IT を目
指す動きです。グリーン IT には 2 つの取り組みがあります。1 つは、IT 機
器の消費電力量を抑える技術開発により、2025 年時点で国内 IT 機器の消
費電力量を約 40％（約 1,000 億 kWh）削減することを目指す取り組みです。
もう 1 つは、IT 機器の利用による業務効率化を進めることにより、さらに

4,900 億 kWh のエネルギー削減効果を生み出す取り組みです。
本冊子では、温暖化防止対策に向けた行政施策の動向、サーバ機器の省
エネルギー技術、そして、IT 機器導入ユーザの省エネルギー化施策事例を
紹介しています。

2008 年より京都議定書（気候変動枠組条約第 3 回締約国会議［COP3］において
採択された議定書）の第 1 約束期間が始まっており、各企業・団体でも、取り

組みが開始されているものと思います。本冊子は、その取り組みの一助に
なることを期待いたします。

2009 年 3 月

社団法人 電子情報技術産業協会
サーバ事業委員会
サーバグリーン IT 専門委員会
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PopulouSCAPE

環境にやさしい街を実現する決裁の電子化
中野区

PopulouSCAPE は、世界の都市化
を可視化する試みとして、
世界 8,400
都市を1 階当たり人口 10 万人の高層
ビルで表現した、都市の現在を感じ
ることができる映像作品。プロデュー

サーバ仮想化
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サーの太田浩史氏を始め、伊藤香
織氏（データディレクター）
、岡部友彦氏
（映像ディレクター）
、福島慶介氏（CG

基幹業務系サーバの統合による環境負荷の大幅削減
シンクライアント
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在宅勤務による環境負荷削減と人材確保

制作）
、川瀬浩介氏（音楽）
、山雄和真

氏（AD／ジャケットデザイン）
によって制
作 され た。 現 在、PopulouSCAPE
のエネルギー版を構想中。
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Part 1

背景

温室効果ガスの現状と対策

CO2 排出の現状

の大量消費によりエネルギーを得

氷床コア観測と現代の観測による温室効果ガスの変化
400

の CO2 濃度は急速に上昇している。

350

CO2 は、人間の活動によって発生す
る温室効果ガスの中ではもっとも大
きな影響力があり、農業や漁業、生
態系に大きなダメージを与える地球

CO2 濃度［ppm］

る生活を続けてきており、大気中

350

300
1
1800

1900

2000

西暦

300

温暖化の主要な原因の 1 つと見られ

0

ている。
このため、国際的に CO2 の排出
量を抑えるための取り組みが進んで

250
10000 年前

いる。
温室効果ガス削減目標

放射強制力［W/ ㎡］

産業革命以降、人間は化石燃料

5000 年前

0

出 典：気 象 庁「IPCC 第

4 次評価報告書第 1 作業

2005 年からの時間

部会報告書」
（2007 年）

（抜粋）
京都議定書における各国削減義務

温室効果ガスの排出を抑えるた
め、1997 年に京都議定書が議決さ

日本……94%

アメリカ合衆国……93%

オーストラリア……108%

EU……92%

ロシア……100%

アイスランド……110%

れた。京都議定書では、2008 年か

室効果ガスの合計排出量を 1990 年
に比べて少なくとも 5％削減するこ
とを目的としており、日本には 6％
の削減量が割り当てられている。
また、2008 年の洞爺湖サミット
では、主要 8 カ国は 2050 年までに
世界の温室効果ガスを半減させると
いう長期目標に合意した。こうした
流れを受け、国や地方自治体におい
て CO2 削減のための具体的な施策
が進められている。

［百万トン］
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め、この期間中に、先進国全体の温

日本における温室効果ガス排出量の推移

基準
年

ら 2012 年までを第 1 約束期間と定

［年］

基準年：二酸化炭素（CO2）
、メタン（CH4）
、一酸化二窒素（N2O）は 1990 年度
オゾン層を破壊しないフロン類（HFCs、PFCs、SF6）は 1995 年度

※二酸化炭素（CO2 換算）

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター Web サイト（http://www.jccca.org/）
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国の CO2 削減に関する動向
グリーンIT イニシアティブの概要

国内では、京都議定書の削減目
標達成に向け、排出量の伸び続け

グリーン ITイニシアティブ会議の概念図
産学官の連携強化

ている業務部門・家庭部門への対

■産官学の連携強化の場の創設

策を抜本的に強化するため、環境省

（グリーン IT 推進協議会）

IT・エレクトロニクス関連業界（メー

が主体となって地球温暖化対策の

カー、ユーザー、業界団体）
、研究機関、

大学、政府を含むパートナーシップ

推進に関する法律の改正を行ってい

強化の場

る。また経済産業省は、地球温暖化
対策を進めるにあたり、IT の果たす
役割は非常に重要であるとして、グ
リーン IT イニシアティブ会議を開催、
産官学の連携と政府のイニシアティ
ブのもと、温室効果ガスの削減にお
いて国際的リーダーシップを発揮す
る施策を打ち出している。

政府のイニシアティブ

国際的リーダーシップ

■革新技術によるブレークスルー

■グリーン IT 国際シンポジウム開催

・
「グリーン IT プロジェクト」の推進

■海外との連携

・半導体、ディスプレイ等の最先端省

（WSC）
世界半導体会議
、諸外国の

エネ技術開発

（The Green Grid、Climate
フォーラ ム

■環境・IT 経営の啓蒙・普及

Savers 等）
との連携

■ IT による社会全体への環境貢献度の

可視化
出典：経済産業省報道発表資料より作成

経済産業省の試算

経済産業省は、省電力型の IT 機
器の導入を進めることで、2025 年
時点で国内の IT 機器の消費電力量
を当初見込みから約 40 ％（約 1,000

経済産業省の試算による IT 機器の省エネと IT 利用による省エネ
電力換算［億 kWh］

3,000

億 kWh）削減することが可能だとの

2,000

試算を行っている。

1,000

また、流通の効率化、テレワーク
やペーパーレスの推進など、IT を利
用することによる業務効率化を進め

0

1,000 億 kWh 削減

2005

2010

2015

2020

2025

-1,000

ることで、さらに 4,900 億 kWh の

-2,000

省エネを実現することが可能として

-3,000

いる。

-4,000
-5,000
-6,000

4,900 億 kWh 削減
■ IT による省エネ ■ IT 機器の消費電力

IT 機器の省エネ

出典：経済産業省グリーン IT イニシアティブ会議（第 2 回）配布資料
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Part 1

背景

地方自治体の取り組み

東京都環境確保条例

排出量削減義務化と、排出量取引制度を柱とした
東京都環境確保条例が、
2010 年より本格施行される。
この条例では、大規模事業所に対して、温室効果

都条例における排出量削減の流れ
削減義務率を 8％削減とした場合

ガス排出量の総量削減義務が課されており、未達成
の事業者には、一定量を上乗せした削減が命令され

10,000トン CO2/ 年

基準排出量

9,200トン CO2/ 年

削減計画期間の
平均排出量

る。その命令にも違反した場合、公表や罰金のほか、
不足分を知事が調達し、費用を請求する制度がある。
また、削減義務が課されない中小規模事業所に対し
ても、CO2 排出量を簡単に把握でき、具体的な省エ

義務違反の場合

ネ対策に取り組むことができるよう、省エネに関す

自ら削減
不足分は排出枠取引で調達

削減義務の上乗せ措置命令

る報告書の提出制度が導入される。
また、削減義務化とともに導入される排出量取引

命令違反の場合

制度では、義務量を超えて削減を行った大規模事業

罰金
公表
●知事が調達した削減量の費用請求
●

所に加えて、都内中小規模事業者の省エネ対策に

●

よる削減量も取引できる仕組みとなっている。排出
量削減は、売却益に加えて省エネによるコスト削減
効果も得られるため、グリーン IT 推進のメリットは、
事業所の規模を問わず大きなものとなる。

出典：東京都環境局資料より作成

オフィスビルに対する削減義務化

東京都環境確保条例において特筆すべきは、世界
初となる「産業部門に加えオフィスビルをも対象と
した排出削減の義務化」である。条例の対象となる
大規模事業所のうち、事務所・テナントが 44.1％を

2005 年東京都地球温暖化対策計画書制度対象事業所 1,049 件の
用途・業種別内訳
■産業部門
■事務所・テナント
■商業・宿泊施設 ■その他業務施設

■教育・医療・文化施設

5.1％

占めている。ビルにおけるオフィス占有部の消費エ
ネルギーは、約 1/3 がコンセントからの電力消費と

44.1％

25.2％

されており、温室効果ガス削減義務達成において省

15.2％ 10.4％

電力 IT 機器が果たす役割は大きい。
0

20

40

60

80

100［%］

出典 : 東京都環境局「大規模排出事業所における平成 18 年度の取組結果（中間報告）
」より作成

省エネ？排出量削減？迷ったときにはまず相談
東京都地球温暖化防止活動推進センターでは、温暖化防止活動に関する普及啓発を行う
とともに、主に中小規模事業者を対象とした省エネ対策の支援活動を行っている。
省エネに取り組みたいが、何から始めてよいかわからない事業所に対する、相談受付や
無料省エネ診断、区市と連携した技術研修会の開催など、センターの支援活動は幅広い。
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）

http://www.tokyo-co2down.jp/ Tel : 03-5388-3439
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Part 2

技術

業務効率化による環境負荷削減

IT 利用による業務形態の転換

IT を利用することで従来の業務形
態を大きく変えることにより、環境

輸送量当たりの CO2 排出量

負荷削減が可能となる場合がある。
国土交通省によると、人間の移動
に伴う CO2 排出量は、もっとも環境
負荷の少ない鉄道でも 1km 当たり

18g。航空機では 111gと試算され
ている。
東京から大阪へ、鉄道利用の出

営業用乗用車

387
172

自家用乗用車

111

航空

バス

51

張で行っていた会議を、テレビ会議
に移行すれば、20kg 以上の CO2 排
出量を削減することができる。
このほか、新聞のペーパーレス化、

鉄道

18
0

50

100

150

200

250

2006 年度

電子商取引やテレワークの推進など、

300

350

400

［g- CO2 /人 km］

IT を利用した業務形態転換による環

※旅客輸送において、各輸送機関から排出される CO2 排出量を

境負荷削減は、今後も多くの分野で

で割り、単位輸送量当たりの CO2 の排出量を試算したもの

輸送量（人 km：輸送した人数に輸送した距離を乗じたもの）

効果が期待されている。

出典：国土交通省「運輸部門の地球温暖化対策について」

IT 利用による業務の効率化

商品受発注、在庫管理、配送ル

SCM による業務効率化

ート選定などを、コンピュータを使
って総合的に管理する SCM（サプラ
イチェーンマネジメント）技術を始め、

過剰生産の抑制
リードタイム短縮

倉庫運営費削減

最適な配送ルート選定
返品発生の抑制

IT を利用した業務効率化の取り組み
が始められているが、こうした業務
効率化は、コストだけではなく環境

生産

物流

販売

負荷も大きく削減することができる。
このほか、ETC（自動車料金収受シ
ステム）による車の渋滞解消、照明

や空調のコントロールなど、さまざ

SCM による情報管理

まな場面で IT 利用による業務効率
化が進められている。

サーバグリーン IT ハンドブック 2009
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技術

省電力機器の導入による環境負荷削減

コンポーネントレベルの省エネ技術
消費電力削減例

メモリやハードディスクドライブ
（HDD）などは、集積度を上げること

メモリ

高集積度により同一容量のメモリをより少ない枚数で実装可能
旧メモリ

がそのまま省エネにつながっている。

新メモリ

消費電力の半減

従来と同一容量を、より少ないパ
ーツで実装することができれば、当
然消費電力は大幅に削減されるこ
とになる。右図に示す例では、メモ

8GB ＝ 8GB ×1 枚

リは従来機器に比べておよそ半分、

HDD では 8 割の省エネを実現して

8GB ＝ 2GB × 4 枚

いる。

CPU や電源などは、新技術の導

同一容量をより少ない HDD 台数で実装可能

HDD

入によって省電力化を実現している。

旧 HDD

特に、処理性能の向上が求めら

新 HDD

消費電力8 割減

れている CPU は、高性能化に伴っ
て増加する消費電力に歯止めをかけ
るため、マルチコア化とコアごとの
電力管理、リーク電流を減らすため
1TB ＝ 250GB × 4 台

の新素材の採用など、さまざまな新

1TB ＝ 1TB ×1 台

技術を採用している。その結果、処
理能力の向上に比べて、消費電力の
伸びは小さくなる傾向にある。

処理性能の向上に対して消費電力の伸びは鈍化

CPU
消費電力

また、CPU や HDD に電力を供給
する電源ユニットも、高効率化が進
んでおり、現行機は従来機に比べ、
変換効率が 5 〜 10％向上している。

処理性能

電源ユニット

AC 100/200V

従来より 5 〜 10％変換効率を高めた高効率電源

AC-DC 変換
DC 3.3/5/12V
HDD

DC-DC 変換
DC 12V

DC 0.9~1.4V

電源

サーバ

8

DC-DC
コンバータ

CPU

サーバシステムレベルの省エネ技術
消費電力削減例

サーバシステムレベルの省電力
化では、ブレードサーバと仮想化が

サーバシステム

最近注目を集めている。ブレードサ

ブレードサーバと仮想化による消費電力の削減

ファイルサーバ

業務 DB サーバ

メールサーバ

イントラ Web サーバ

プリントサーバ

プロキシサーバ

ーバとは、CPU やメモリ、ストレー
ジなどを実装した、ブレード（刃）の
ように薄い基板を、必要な枚数だけ
筐体に差し込んで構成するサーバ
である。電源やファンなどを複数の
ブレードで共有することが可能であ
り、省電力化につながっている。ま
た、プロセッサリソースを柔軟に各
アプリケーションに割り当てる仮想
化技術も、ブレードサーバと親和性
が高く、図に示す例では、両者を組
旧サーバ 16 台×消費電力 450W ＝ 7.2kW

み合わせることにより約 6 割の消費
電力削減を実現している。

消費電力6割減
仮想化＋ブレードサーバで統合
メールサーバ

プリントサーバ
イントラ Web サーバ

プロキシサーバ

ファイルサーバ

業務DBサーバ

仮想化基盤

＋

ブレードサーバ
ブレードサーバ 8 台×消費電力 350W ＝ 2.8kW

大人も子どもも！体験型施設で温暖化対策を学ぶ
全国地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）では、一般に対する情報提供、各都道府県
センターの支援、民間との連携などを通じ、温暖化防止に関する啓発活動を広く行っている。
また、センターが運営する

ストップおんだん館

では、インタープリターと呼ばれる説明

員とやりとりしながら、日常生活の温暖化対策に関する知識を楽しく学ぶことができる。
全国地球温暖化防止活動推進センター http://www.jccca.org/

ストップおんだん館
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Part 3

事例

IT 機器の省電力化 : サーバ仮想化

京都大学

サーバ集約が一役「京からはじめるしまつの心」
京都大学は、増え続ける CO2 排出に歯止めをかけるため、単位面積当たり毎年 2% のCO2 排出量削減目標を設定し
た。京都大学学術情報メディアセンターでは、目標に基づく省エネ活動の一環として、全学に散在するメールサーバ、

Web サーバなどを、仮想化により集約するプロジェクトに着手している。サーバ集約は、エネルギー効率の高い運用
を可能とするだけではなく、サーバ管理業務の省力化にも役立っている。

Point

Point

Point

1
2
3

学内のサーバを集約することによる環境負荷削減
学部単位、研究室単位で運営されているメールサーバやWebサーバを、センターに集約することで、物理的
なサーバ数を減らし、エネルギー効率の高い運用が可能となる。

消費電力は負荷に合わせて細かく制御可能
休日や夜間などの低負荷時に、一部を自動停止して効率的な運用を行う省電力運転や部分運転が可能なシ
ステム構成となっている。細かい電力制御を行うことで、さらなる環境負荷削減効果が得られる。

研究室スタッフをサーバ管理業務から解放
従来、研究室で運営されていたサーバは、教員や大学院生などが管理を行っていた。サーバをセンターに
集約することで、スタッフを管理業務から解放し、研究に専念できる環境が整えられる。

キャンパスネットワーク系サーバの
集約による環境負荷削減

さらなる省エネ効果を得ることができる。センターでは、
サーバ集約システムの構築にあたり、省エネスペックを

京都大学は、年間のエネルギー経費が 30 億円、京都

重視した仕様書のもとにサーバ機器選定を行った。今回

市で第 5 位の CO2 排出事業者である。同大学では、増え

導入されたシステムでは、負荷に応じて消費電力を細か

続ける CO2 排出に歯止めをかけるため、
「京からはじめる

く制御するほか、電源設備点検などに伴う計画停電の際

しまつの心」のキャッチフレーズのもと、
「京都大学環境

にバックアップ電源で動作できるように通常の半分以下

報告書 2007」において、単位面積当たり毎年 2% の CO2

の電力でシステムを稼働させる機能を持つなど、柔軟な

排出量削減目標を設定した。

運用が可能となっている。

この目標達成のための省エネ活動の一環として、京都
大学学術情報メディアセンターでは、従来、学部・研究
室単位で独自に運営されていた Web サーバやメールサー
バなどのネットワーク系サーバを集約、一括管理するプ
ロジェクトに着手している。メールサーバや Web サーバ

管理運営を大幅に省力化することで
研究に専念できる環境を

サーバ集約のもう 1 つの効果が、運用管理の人的コス
ト削減である。

は、負荷がさほど高くないにもかかわらず、24 時間の運

研究室単位でサーバを運用する場合、教員や大学院生

転が求められており、これらのキャンパスネットワーク

が管理を行うことが多い。本来、研究や教育活動を行う

系サーバを各研究室で独自に運用することは、必ずしも

べきスタッフが、本業以外のサーバ管理に追われるとい

効率的とは言えない。そこで、これらのサーバを集約し、

うのは、大学本来の姿ではない。これに対し、サーバを

一括管理することで、大きな環境負荷削減効果が得られ

集約することにより、これまで管理運営を行っていた研

ることになる。

究室スタッフが研究に専念できるようになる。

さらに、サーバ仮想化による高効率運転を行うことで、

10

導入後の環境

学部・研究室単位で運用
されていたネットワーク系
サーバが京都大学学術情
報メディアセンターに集約
され、一括管理される

構成と省電力効果
システム構成図

キャンパスネットワーク

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

省エネサーバ

管理サーバ

仮想化基盤
ハードウェア

ストレージ

ネットワーク系サーバの省電力効果
［KVA］
消費電力

100

■スイッチ ■ストレージ ■省エネサーバ

レージの一部を停止して運転

80

※ 2 部分運転：年に数回行われる計画
停電時などに、システムの一部を
切り離して縮退運転

60
40

7.4
10.9

7.4
8.7

20

33.5

33.5

0

組織概要

集約前

通常運転（最大）

（待機）
通常運転

3 .7

7.4
6. 0
12.5
省電力運転

3 .9
8 .4
※1

部分運転

※2

京都大学
本部所在地：京都府京都市左京区吉田本町 36-1

学術情報メディアセンター

URL：http://www.kyoto-u.ac.jp/

センター長
ディジタルコンテンツ研究部門

（2008 年度）
職員数：5,397 人
（2008 年度）
学生数：学部 13,399 人、大学院 9,308 人

キャンパス：吉田キャンパス、宇治キャンパス、桂キャンパス

創立以来「自由の学風」をうたう京都大学は、全国共同利用を含む国内最多の研究所およ
び研究センターを設置しており、幅広い分野において日本を代表する学術研究拠点となっ
ている。

※ 1 省電力運転：システムの運用状況
に応じて、自動的にノードやスト

教授

美濃導彦 氏
学術情報メディアセンター
ネットワーク研究部門
教授

岡部寿男 氏
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Part 3

事例

IT 機器の省電力化：シンクライアント

総合地所株式会社

シンクライアント導入による先進的な職場環境の構築
時代を先駆ける理想の都市づくりを目指す総合地所では、社員が 1 人1 台使用する PC 端末180 台を、全てシンクライ
アントに入れ替えた。どの端末でも自分の作業環境が瞬時に展開できる利便性、入退出カードと共用化された端末認
証カードによるセキュリティの強化など、先進的な職場環境によってもたらされる効果は、単に消費電力減にとどまら
ない幅広いものとなっている。

Point

Point

Point

1
2
3

電気ストーブ約18 台分の電力削減効果
消費電力 100Wのファットクライアントを、わずか 4Wのシンクライアントに入れ替えることで、大幅な電
力削減を実現した。サーバの消費電力を考慮しても、
削減効果は 800Wの電気ストーブ約 18 台分に相当する。

入退室カードとの共用化によるセキュリティ強化
端末認証カードを入退出カードと共用化することで、短時間の離席でも端末がロックされる。また、復帰
の際には、どの端末にカードを挿しても、離席前の作業状態が復元される。

端末メンテナンス作業の大幅な軽減
総合地所では、
3名の管理者で180 台の端末管理を行っていた。シンクライアントへの移行で、セキュリティ
パッチの適用やアプリケーションの管理などのメンテナンス作業が大幅に軽減された。

運営管理負荷を大幅に軽減するシンクライアント

作業が続けられる利便性など、導入効果は多岐にわたる。

総合地所では、一部の特殊業務を除き、建築設計、契

さらに、不動産業界において、他社に先駆けて先進技

約事務、社内施設予約などのイントラ系、総務、経理事

術を導入したことによる、社員のモチベーションアップ

務など、全ての業務がシンクライアント上で行われている。

も、大きな効果の 1 つである。総合地所は企画会社でも

シンクライアント化のメリットは、なんといっても消費

ある。他社に比べて進んだオフィス環境で仕事をしてい

電力の削減と、管理業務の軽減である。従来使われてい

るという意識が、新しい提案を引き出すことにつながっ

たファットクライアントは消費電力が 100W。それをわず

ていく。

か 4W のシンクライアントに入れ替えることで、サーバ

温浴施設が併設されたマンションや、ビオトープによ

6 台分の消費電力を考慮しても、トータルで 800W の電

る地域生態系の再現など、総合地所が提案する「時代を

気ストーブ約 18 台分の省エネ効果が得られている。また、

先駆ける理想の都市」は、先進で一流の職場環境に支え

セキュリティパッチの適用や、アプリケーションのインス

られている。

トールなど、端末の運用管理負荷も大幅に軽減すること
が可能となった。

初期投資は 4 年で回収可能

シンクライアントの初期投資費用は確かに安くはない。
先進のアイデアは先進のオフィス環境から

しかし、消費電力削減効果と、運用管理負荷の大幅削減

メリットはコスト削減にとどまらない。端末認証カード

により、総合地所では導入後 4 年でイニシャルコストの

を入退出カードと共用化することで、トイレに行く際にも

回収が可能であると見込んでいる。さらに、導入後 5 年

端末がロックされるなど、セキュリティが大幅に強化さ

が経過して、サーバ側の機器更新が必要となった場合で

れた。また、東京本社から大阪支店に移動してもカード

も、クライアント側の更新は不要であるなど、コスト的

を挿すだけで、作業中断前のデスクトップが瞬時に復元、

には大きなメリットとなる。

12

導入後の環境

端末認証カードをシン
クライアントに挿入す
れば、東京本 社でも
大阪支店でも、作業
中のデスクトップが瞬

入退出カードと共用化された端末認証カード

時に復元される

省電力効果
電力消費量の比較

導入前

導入後

100W ×180 台のファットクライアント

4W ×180 台のシンクライアント
+ 6 台のサーバ

電気ストーブ 23 台
電気ストーブ 1台

（シンクライアント）

組織概要

4台

（サーバ）

総合地所株式会社
創業：1977 年 5 月
資本金：56 億 4,300 万円
本社所在地：東京都港区芝公園 2 丁目 4 番 1 号
芝パークビル A 館 7 階
URL：http://www.sohgohreal.co.jp/

カスタマーファースト

代表取締役社長

松岡瑞樹 氏

の姿勢のもと、次世代に胸を張って継承できる街づくり・住

まいづくりを目指す総合地所では、ビオトープや温浴施設などの先進的な取り組みのほ
か、業界初となるグループ全社での ISO14001 同時取得など、環境面にも力を入れている。

※ビオトープ：ドイツ語で「生き物が生息する場所」とい
う意味で、都市の中に植物、小動物、昆虫、鳥、魚な
どが共生できる場所を造成または復元したものを指す。
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事例

IT による業務効率化：サーバ仮想化

人事サービス・コンサルティング株式会社

by

IT

サーバ仮想化による大幅な業務効率化

人事給与関連業務をフルアウトソーシングで請け負う人事サービス・コンサルティングは、仮想化技術を導入するこ
とで、140 台の PC サーバを 6 台の高性能サーバに統合した。仮想化により統合されたサーバは、環境負荷削減だ
けではなく、短期間での新規顧客サービス開始やメンテナンスコストの大幅削減などを可能とする、安定性の高い
極めて柔軟なシステムとなっている。

Point

Point

Point

1
2
3

給与事務のアウトソーシングによる環境負荷削減
全国どの会社でも同じように行われている給与計算を集約することで、各顧客の事務処理効率を大幅に向
上させるとともに、IT 機器削減、給与明細の Web 化など、幅広い側面から環境負荷を削減している。

標準化と仮想化による効率的なサーバ利用
単に、各顧客の給与計算サーバを一カ所に集約するだけではなく、業務の標準化によるアプリケーション
の共用、仮想化による CPU パワーの一時的増強など、さらなる効率的運用が可能な環境が構築されている。

新規顧客サービスインまでの大幅な時間短縮
サーバ仮想化により、新規顧客に対するハードウェア購入のリードタイムがゼロになった。このため、従
来数カ月を要していたサービスインまでの時間が一週間程度に短縮された。

アウトソーシングによる環境負荷削減

2006 年、こうした問題を解決するため、次期システム

給与計算事務は、日本全国、どの会社においても同じ

構築グループの池田氏が、米国大手 IT ベンダにヒアリン

ように行われている。人事サービス・コンサルティングは、

グを行った上、高性能サーバを仮想化技術によって運営

こうした、どの会社でも共有しうる業務をフルアウトソー

していく方向で、新システムの導入プロジェクトが始め

シングにより集約することで、事務作業の効率化、ひい

られた。

ては日本全体での環境負荷削減を目指している。

ハードウェア決定までに半年、リハーサルを含めた環

各会社が給与計算のために、必ずしも運用効率の高く

境整備まで半年という短期間で、データセンタを含めた

ないコンピュータをそれぞれ持つことによる電力消費や、

全ての基盤を一気に移行する作業は簡単なものではなか

給与明細を紙で出すことによる資源の消費などは、アウ

ったが、結果的には投入コスト以上の効果が得られたと

トソーシングによる効率化で、大きく削減することが可

いう。新規顧客のサービスインに必要な期間を大幅に短

能である。そして今後、各種申告の標準化、電子化が進

縮するだけではなく、特定顧客の一時的な負荷上昇に対

めば、さらに大きな環境負荷削減が可能となる。

して、あらかじめリソースを確保し、逆に、空いている期
間には給与計算以外の業務に CPU パワーを振り分けると

仮想化による低コストで高品質のサービス提供

人事サービス・コンサルティングでは、従来、顧客ご
とに、物理的に別々のサーバを立てる方式でサービスを
行っていた。しかし、この方式では、新規顧客に対する
環境構築は、新たにサーバを購入する段階から始める必
要があり、サービスインまでは 3 カ月程度の期間を要して
いた。さらに、管理コストもサーバ数に伴って増加する。

14

いった、柔軟な運用が可能になったのだ。
導入後 1 年、安定した運用が続くシステムに対する顧
客の満足度は高い。

サービスと削減効果
業務フロー

人事サービス・コンサルティング

顧客企業

業務担当
給与・社保

顧客窓口

人事部門

IT 部門

システム担当
データセンタ

データ連携

サーバ

専用線

納品

帳票印刷

紙明細

給与明細

Web 明細

仮想化によるサーバの統合

A社

B社

C社

従来、顧客企業ごと

Z社

に立てられていた物
理サーバを、仮想化

Z社サーバ

により統合すること
で、リソースの有効

仮想化基盤

C 社サーバ

高性能サーバ

B 社サーバ

活用が可能となる。

A社サーバ
物理サーバと仮想サーバの工数比較
■ハードウェアサイジング
■ハードウェア見積もり
■設備の手配
物理サーバ

■ハードウェア導入
■ソフトウェア導入

仮想環境資源の状況に余力があり、
物理装置の追加を伴わない場合の新
規顧客導入時の物理サーバと仮想

仮想サーバ

サーバの工数比較。仮想サーバでは、
ハードウェアサイジングおよび設備

0

10

20

30

40

50
工数［人日］

組織概要

の手配が不要になるほか、他の工程
においても大幅に工数を削減できる。

人事サービス・コンサルティング株式会社
設立：2002 年 5 月 20 日
資本金：5 億 1,935 万円
本社所在地：東京都中央区銀座 7-13-8
第 2 丸高ビル 9F
URL：http://www.hrmsc.co.jp/

企画管理グループ
執行役員

竹田卓也 氏

人事シェアードサービスのスタンダードを目指す人事サービス・コンサルティングは、人
事領域に特化したデータベース管理および人事業務プロセスのアウトソース受託会社と
して、85 社、12 万人にのぼる従業員管理を行っている。

次期システム構築グループ
グループリーダー

池田泉 氏
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P a r t 3 事例

IT による業務効率化：見える化

月島食品工業株式会社

by

IT

ムダが見えるとコストは下がる

マーガリンなどの食用加工油脂の製造・販売を手がける月島食品工業では、東京工場の電気設備に電力センサを設
置し、サーバを用いて社内の端末から電力使用量を把握可能にするシステムを導入している。電力量の「見える化」
により、社員のエネルギー管理意識が強化され、工場におけるコスト削減とともに、環境面においても温室効果ガ
スの総量削減率 18％と、環境負荷の大幅な削減を達成している。

Point

Point

Point

1

「見える化」によるエネルギー管理意識の強化

2

電力使用量の把握とエネルギー管理の徹底

3

環境負荷削減の第一歩は、まず「現状を知ること」から始まる。月島食品工業では、どのパソコンからでも電
力使用量を監視できるシステムを導入し、社員誰もが省エネ意識を強く持てる環境を実現している。

工場の部署ごとに電力センサを設置するとともに、こまめな消灯の徹底や人感センサの導入など、エネル
ギー管理の徹底を行うことで、照明や空調などの消費電力の大幅削減を行った。

温室効果ガス総量削減率 18％を達成
第一種エネルギー管理指定工場である東京工場は、法律により省エネの義務が課されているが、燃料転換
や消費電力削減などにより温室効果ガス総量削減率 18％を達成、
その取り組みは都知事表彰を受けている。

「消費電力が見える環境づくり」
から
始まった省エネプロジェクト

らすことはできない。そこで月島食品工業では、部分的
に消灯できるようにスイッチ配線を分けたり、人感セン

省エネルギー法改正により、第一種エネルギー管理指

サによって点灯する照明を導入したりするなど、照明を

定工場となった月島食品工業・東京工場は、2002 年、工

消すことが可能な環境づくりを進めた。そして、こまめ

場の環境負荷削減に対する取り組みを本格的に開始した。

な消灯の効果を「見える化」で確認できる体制を整えるこ

プロジェクトは、省エネ診断を受けることから始められ

とで、社員の意識が向上し、省エネ活動がさらに推進さ

た。そして、工場におけるエネルギー消費を正確に把握

れていった。照明電力は、部署によっては 50％減となり、

しなければ的確な省エネ対策を打ち出すことができない

サーバ導入コストは、おおむね 5 年から 10 年で回収でき

ことから、まず、電力使用量の「見える化」を行うことが

る見込みとなっている。

施策として掲げられた。

2003 年 12 月、大枠の電力量を把握するため、手始め
に電気室への監視用サーバの導入が行われた。その後、

温室効果ガスの排出削減義務化への対応

2008 年、月島食品工業・東京工場は地球温暖化対策

5 期にわたって計測ポイントが増やされ、現在では約 200

に対する取り組みが特に優秀な事業所と認められ、都知

カ所のセンサを 4 台のサーバで監視、部署ごとに消費電

事表彰を受けた。東京都は 2010 年より、大規模事業所

力を把握する体制がとられている。今後は生産ラインご

を対象に温室効果ガス排出削減を義務化するが、削減枠

とのより詳細な電力量監視を目指し、さらなるシステム

をクリアするには、月島食品工業の取り組みに見られる

の増強が予定されている。

ように、エネルギー管理に対する社員の意識を高め、細
かな点から省エネ対策を進めていくことも重要である。

「見える化」で高められた省エネ意識

電力使用量を監視するだけでは、エネルギー消費を減

16

導入後の環境

計測器

電力センサ
電力センサ設置例

構成と削減効果
システム構成図

クライアントPC

Ｗｅｂ上での電力管理

第一電気室

第二電気室

マルチメータ
データ収集サーバ

伝送電源

第三電気室

日報出力

精製室

分割形電流センサ

表示ユニット
計測ユニット

契約電力および電力使用量の推移
［kW］
契約電力

電力使用量 1,025 万 kWh

971 万 kWh

契約電力

2,534kW

2,650kW

2,600

電力使用量［万 kWh］

1,000

2,500

電力使用量

950

契約電力

2003 年

組織概要

2004 年

2005 年

2006 年

2007 年

月島食品工業株式会社
設立：1948 年 12月15 日
資本金：5億 5,000 万円
本社所在地：東京都江戸川区東葛西 3 丁目 17 番 9 号
URL：http://www.tsukishima.co.jp/

生産本部 東京工場
次長

宮嵜弘幸 氏

新しい食市場の創造 をテーマに、食用加工油脂を主体とした食品素材の開発・生産・
販売を行う月島食品工業は、温室効果ガス削減の取り組みにおいて都知事表彰を受ける
など、環境負荷削減にも力を入れている。

生産本部 東京工場 工務課
課長代理

下遠野正広 氏

サーバグリーン IT ハンドブック 2009

17

Part 3

事例

IT による業務効率化：電子決裁システム

中野区
by

IT

環境にやさしい街を実現する決裁の電子化

先進的な電子自治体の 1 つ、中野区は、2002 年度からの電子区役所実現 3 か年プログラムにおいて、内部事務処
理の電子化を進め、起案作成から決定、施行、保管といった決裁事務作業の効率を大幅に向上させている。電子決
裁は、事務処理速度が飛躍的にアップするだけではなく、用紙や文書保管スペースの削減による CO2 排出量の大幅
削減も可能にするなど、
「人にも環境にもやさしい」システムとなっている。

Point

Point

Point

1
2
3

事務処理速度の大幅な向上
デスクトップ上での未決案件一覧表示、過去の事例を基にした参照起案などの決裁事務サポート機能によ
り、業務によっては作業時間が1/10にまで短縮されるなど、事務処理速度が大幅に向上した。

CO2排出量を45％削減

ペーパーレス化の推進により、紙使用量のほか、印刷やコピー、文書保管スペースの面積、業務効率化

による作業時間の縮減などによるエネルギー消費が減少し、CO2排出量に換算して45％の削減を達成した。

庶務担当職の廃止による業務効率化
行政事務の効率化が求められる中、中野区では紙ベースの伝票や文書を大幅に減少させることで、文書管
理業務を専門に行っていた庶務担当職を廃止した。

決裁の電子化による業務効率化

管理を一手に引き受けていた庶務担当職を廃止した。自

中野区では、2002年度からの電子区役所実現 3か年プ

治体の行政事務の効率化が求められる中、中野区も職員

ログラムにおいて、内部事務処理の電子化を進めた。そ

定数見直しを含めたさまざまな施策を行っているが、IT

の中で特にこだわったのが電子決裁システムの導入である。

を利用した業務効率化が、大きな役割を果たしている。

電子決裁のメリットとしては、PCベースでの起案や、
未決案件の把握が容易なことなどが挙げられる。前回の
案件を参照し、一部修正して起案するといったケースで
は、操作に慣れれば作業時間が 1/10 程度まで短縮された。
また、現在の未決案件数や、重要度の高い案件が何かと
いったステータスを簡単に把握できる機能も、決裁の迅
速化につながっている。

導入当初は苦労するかもしれないが
それに見合った効果は確実に得られる

メリットの多い電子決裁だが、すんなり導入が進んだ
というわけではなかった。
普段からPCを使い慣れていない職員から、操作方法に
関する問い合わせ電話が殺到したり、せっかくの電子フ

こうしたメリットを背景に、中野区では、休暇申請など

ァイルを、モニタ上ではなく紙にプリントアウトして検討

を扱う庶務事務、予算から決算までを扱う財務会計につ

することで、かえって紙の使用量が増えたりといった混

いては100％、事案決定では秘匿性の高いものや多量の

乱が、導入から 1 年程度続いたという。

書類が添付される案件などを除く、約 70％が電子決裁の

しかし、現在ではこうした混乱はほとんど収まってい

対象となっている。CO2 排出量削減効果は、右ページの

る。中野区には全国の自治体から数十件の視察申し込み

図に示すように、オフィススペース減少（主として作業効率

があるが、問い合わせに対し情報政策担当の平田課長は

化による業務従事時間の減少）による削減量が大きく、45%

「私たちの事例はいくらでもお見せするので、迷っている

の大幅減少となっている。
また、紙ベースの書類が減ったことで、従来、書類の

18

なら導入すべき。当初は苦労するかもしれないが、見合
った効果は十分に得られる」と語る。

導入後の環境

デスクの上は、書類の山ではなく、

1人1台のコンピュータ

導入概要と削減効果
電子決裁システムのイメージ
導入前 クライアント・サーバ方式を使った旧来システム
全ての伝票処理を紙で決裁していた

課題

導入後

サーバを使ったWeb型システム
●
90％以上を電子決裁化
● 電子書庫の活用

ペーパーレス
スピードアップ

電子決済による省力化

事務作業の効率化による

事務処理効率化

市民サービスの向上

改善 書類の電子化、決裁の迅速化、

手書き、紙ベースの決裁
大量の文書保管
内部情報業務効率化

省スペース化、
市民サービスの向上

環境改善

CO2 排出量の比較
［%］

100

■ IT・ネットワーク機器電力

4.9％

■倉庫スペース

1.3％

■オフィススペース

-45.4％

80

■物の使用量

（-68.0t -CO2）

60

87.2%

11.0％

40

39.9％

20

0

組織概要

0.8％

6.5％

2.8％

導入前

導入後

中野区
（2009年1月現在）
人口：300,001人

中野区役所：東京都中野区中野4-8-1
URL：http: //www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
職員数：2,496名（2008年4月現在）
内部情報システムへの接続パソコン台数：約2,000台

政策室 情報政策分野
情報政策担当課長
（CIO 補佐官）

平田祐子 氏

情報化による環境にやさしい街を目指し、今後はRFIDを利用した視覚障がい者の誘導や、
商店街活性化などにもつながる地域 SNSとの連携など、区全体として『ユビキタス都市中
野』
を実現していくことを将来展望としている。
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ソリューション：サーバ仮想化

事例

基幹業務系サーバの統合による環境負荷の大幅削減
IT システム開発・ソリューションを提供する A 社は、事業体の統合再編成をきっかけに、社内のサーバ数を半減させる
プロジェクトを開始した。基幹業務系において対象となった 339 台のサーバは、仮想化による統合を行うことで、現
在では 181 台にその数を減らしている。サーバ新規導入抑制の効果も加味すると、その効果は 290 台分、CO2 排出

量に換算して年間 576トンの環境負荷削減と試算されている。

Point

Point

Point

1
2
3

既存サーバ数の削減と新規導入の抑制
仮想化によるサーバ統合は、既存のサーバ数を大きく削減するとともに、新たなプロジェクトの立ち上げに
伴うサーバの新規導入の抑制にもつながった。その効果はサーバ290 台分に相当すると試算されている。

CO2 576トン相当の環境負荷削減
サーバ290 台の消費電力は、年間で約160 万kWh。電気料金にすると 2,200万円のコストダウン、CO2
排出量換算では576 トン相当の環境負荷削減が行われたことになる。

標準化による基幹業務の効率化
サーバ統合により、それまでプロジェクトごとにバラバラだったサーバの運用体制が標準化された。これ
により、他プロジェクトと類似の機能を何度も再設計する必要がなくなり、業務が大幅に効率化した。

仮想化によって実現した大幅なサーバ削減

2004 年、IT システム開発・ソリューションを提供する

本的にハードを購入しすぎることはない。同社では、従
来の方法で調達を行っていた場合と比べて、仮想化に

A 社は、事業体の統合再編成に合わせて、社内のプラッ

より 290 台分以上のサーバが削減できたと試算している。

トフォーム環境を再整備するプロジェクトをスタートし

環境負荷削減効果は、CO2 排出量に換算すると年間 576

た。従来は、
社内の事業体がそれぞれ独自に IT 部門を持ち、

トン以上となる。

サーバもそれぞれ独自の体制で運用されていたが、再編
成に合わせて、物理的なサーバ数の削減とシステム運用
業務の効率化を行うことになった。

サーバの仮想化による業務効率化

サーバ仮想化のメリットは、コスト面、環境面だけで

同プロジェクトでは、基幹業務系のアプリケーション

はない。プロジェクト開始時に、新規にサーバを調達す

プラットフォームにおいて、339 台のサーバを対象に仮

る期間が不要になっただけではなく、環境整備において

想化による統合が行われることとなった。当時はまだ、

も大幅な工数削減が可能になったのだ。各プロジェクト

仮想化技術は一般的なものではなかったが、基本構想の

に共通する機能であっても、個別に設計を行っていたの

設計からパイロット運用までをわずか一年余りの短期間

だが、仮想化に合わせて標準化された業務環境では、設

で行い、2006 年 4 月から正式運用が開始された。

計の二度手間が解消され、開発側はプログラミングなど

仮想化による統合のメリットとして、第一にサーバ数
の削減が挙げられる。新規プロジェクト立ち上げの際に
物理的なサーバ調達を行う場合、後からリソースが不足
する場合を想定して、どうしても多めに購入してしまいが
ちになる。これに対し、仮想サーバでは、必要に応じて
柔軟にリソースを割り当てていくことが可能なため、基

20

の業務に専念できることになる。
これらの結果を受け、A 社では、事務系サーバなどを
含め、仮想化の全社的適用を検討している。

構成と削減効果
システム構成図

DBサーバ

ディスクアレイ
基幹 LAN

APサーバ
ギガビット
イーサネットスイッチ

FC-SAN

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想化基盤

テープライブラリ

管理サーバ

ハードウェア

バックアップサーバ

環境負荷削減効果
［台］

500
450
400

従来方式に比べて
サーバ台数を 6 割削減
576トン相当の環境
負荷削減

350
300
250
200
150

従 来方式によるサー
バ台数推移の予測

100
50

仮 想化によるサーバ
台数推移の実績
下
期

20
08
年

上
期

20
08
年

下
期

20
07
年

上
期

20
07
年

下
期

20
06
年

上
期

20
06
年

下
期

20
05
年

上
期

20
05
年

20
04
年

0

基幹業務の効率化

1.5カ月程度
構成設計

ファシリティ
整備

資源調達

環境構築

機能構築

作動試験

サーバ仮想化により、新規プロジェクトの

15〜20日程度

立ち上げ時に、工数の大幅削減が可能となる。
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事例

ソリューション : シンクライアント

在宅勤務による環境負荷削減と人材確保
2008 年、システムインテグレータ B 社では、開発環境向けのシンクライアントシステムを元に、在宅勤務ソリューショ
ンの提供を開始した。このシステムでは、インターネットに接続されているユーザ PC を、USB キー 1 本でセキュア
環境のシンクライアントとして起動することが可能である。在宅勤務環境の整備は、ワークライフバランスの推進の
みならず、移動抑制による環境負荷削減にも大きく貢献する。

Point

Point

Point

1
2
3

ワークライフバランス推進による人材確保
在宅勤務環境を手軽に構築することによるワークライフバランスの推進は、子育て世代の女性の再活用をよ
り容易にするなど、優秀な人材の確保につながる。

セキュア環境を実現するシンクライアント
シンクライアントとして起動したユーザ PC は、データを外部に書き出すことができない。また、ユーザ

PC がウイルスに感染していても作業環境には影響しない。

移動の抑制による、CO2 排出量の大幅削減
在宅勤務を推進することで、人の移動に伴う環境負荷が大幅に削減される。営業担当が出先から直帰し、
自宅 PC から報告書を提出することで、CO2 排出が 4 割削減できるとの試算もある。

優秀な人材確保を可能にする在宅勤務ソリューション

務を進めることが可能なシステムとなっている。

2008 年 7 月、システムインテグレータ B 社は、在宅勤
務向けシンクライアントソリューションの提供を開始した。

在宅勤務による環境負荷削減効果

このシステムは、出産時など休職中のイントラネット

在宅勤務環境に対するユーザのニーズは幅広い。普段

閲覧に関して、社員から出された要望を踏まえ、開発業

はオフィスに出社せず常に在宅勤務を行うといった形態

務に用いられていたシンクライアントシステムを活用す

だけではなく、会社からメールを 1 本打つだけの作業が

る形で開発されたものである。社会的に見ても、出産の

休日に発生するケースや、営業担当が報告書を書くため

ために休職した女性の再活用や障がい者雇用、非常時の

だけに会社に戻らなければならないケースなど、自宅か

緊急対応など、在宅勤務に対するニーズは高まっており、

ら作業を行うことによって、移動コストとともに、環境負

自宅から社内イントラネットにセキュア接続できる安価

荷も大幅に削減できる場面は意外と多いのだ。

なサービスの登場が待たれていた。

右ページに示す例は、営業担当が直帰できるシステム

同社が提供するサービスは、USB キーを用いて、自宅

を構築することで削減できる CO2 排出量を、ライフサイ

PC をシンクライアント化するものである。起動の際には

クルアセスメントにより評価した結果をグラフ化したも

PC のハードディスクを使用しないので、たとえ自宅 PC

のだが、こうしたちょっとした取り組みで削減できる環

がウイルスに感染していたとしても、イントラネット側は

境負荷の大きさに驚かされる。人の移動が環境に与える

影響を受けることがない。シンクライアント化された PC

インパクトは小さなものではないのだ。

からは、データの書き出し、読み込みなどができないため、
データが流出する危険もない。この他、指静脈を利用し
た生体認証システムがオプションで用意されているなど、
高いセキュリティ性能を持ち、企業側が安心して在宅勤
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利用イメージ

USBキー 1本で、自宅の PC
がシンクライアントに

構成と削減効果
システム構成図

在宅勤務システム

USB キーの設定情報、アクセス権などは
サーバ側で一元管理される
VPN 装置

USB ゲートウェイ

［社内］
会社

VPN 装置

USB 認証サーバ
VPN

自宅［社外］
メール
サーバ

プリンタ

ファイル
サーバ

ターミナル／
アプリケーションサーバ

既存 PC を
シンクライアント化

USB
指静脈による認証強化でなりすまし、
不正アクセスを防止※

自席 PC

※オプションとして指静脈情報を利用した生体認証装置が利用可能

環境負荷削減効果

■調達・導入・回収・リサイクル
■立ち上げ

従来方式

■運用

営業担当が報告書を書く際の CO2 排出量につ
いて、従来方式と在宅勤務システムで比較を
行った。LCA により評価した結果、人の移動

在宅勤務システム利用

を抑制することによる「運用面」での CO2 排
出削減が大きく、在宅勤務システム利用分を
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加えても、全体で約 40％の削減効果が得られ
る結果となった。

「平成 17 年度 情報通信技術（ICT）の環境効率評価ガイドライン」に準拠して算出

サーバグリーン IT ハンドブック 2009
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