エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

1 全体概要

低炭素社会の実現に向けた CTC のグリーン ICT 戦略
伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）は、最新テクノロジーを活用したICTインフラのエネルギー効率改善に向けたソリュー
ションの提供、改正省エネ法対応サービスやEMS（エネルギーマネジメントシステムテム）の提供、さらにはスマートシティプロジ
ェクトへの参加や新エネルギー関連ソリューションの提供など、低炭素社会の実現に向けたグリーンICTへの取組みを加速している。
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昨年 12 月に開催された「第 15 回
国連気候変動枠組条約締約国会議
（COP15）」では、「ポスト京都議定

や科学システム事業部、データセン
ター事業グループ、クロスファンク
ショングループ等が一体となって、
ICT の利用において環境負担を軽減
する

グリーン of ICT

と、ICT を

活用して環境問題に貢献する

グリ

書」すなわち 2012 年以降の国際的

ーンby ICT の両面で、低炭素社会

な温暖化対策の枠組みに関する最終

の実現に貢献するソリューションや

合意は得られなかったものの ICT の

サービスの提供に注力している。

伊藤忠テクノソリューションズ㈱
ITビジネス企画推進室 クラウドビジネス企画推進部

ICT 自体の省エネ化と ICT を活用す
ることによる環境負荷低減の両面か

田中 匡憲氏

部長

重要性が再確認された。数年前より、

全体最適を視野に、3 つの
切り口で処方箋を用意

ンなデータセンターの活用 であり、
図１に示す処方箋を用意していま

らなるグリーン ICT が脚光を浴びて

CTC の考え方はこうだ。「グリー

す。これら３つのアプローチはお客

おり、最近では産業を横断する形の

ン of ICT の実現には３つのアプロ

様の状況に応じてどの領域から始め

スマートグリッドやスマートシティ

ーチが必要と考えています。その３

てもよく、全体最適を視野にトータ

による低炭素社会の実現に向けた取

つとは、 ICT システムの最適化

ルに対処できるというのが CTC の

システム統合の実施
省電力ＣＰＵ

省電力機器

Thin Provisioning

効率運用

MAID

FA

グリーンICTに
取り組むための
3つの切り口

A

リ

グ

環境貢献に向けたグリーン by ICT

M

D

重複排除

TE

気流解析・発熱シミュレーション

エアーフロー

ケーブリング

熱交換効率・冷房性能アセスメント
空調キャパシティプランニング

TA

ー
ンな

CE

E
NT

デ ータセンタ ー

の

進してきました。」（IT ビジネス企
画推進室

田中匡憲部長）

CTCでは、情報通信事業グループ

62

冷媒式空調システム
温度センサー・空調コントローラ

活

電源・電力・PUEアセスメント

電源

の両面からなるグリーン ICT ソリュ
ーションの提供に向けた取組みを推

FA床グリルファン・天井サーキュレータ
エアーフローモニタリング・コントローラ

空調

DPM（分散型電源制御）

グリーン of ICT と、ICT 活用による

ホットスポット・過冷却アセスメント

ファ
シ

R

直流電源サーバ
SSD（Solid State Drive）

化
適
最

用

せ、ICT インフラの最適化に向けた

システム統合

I

横断のプロジェクトチームを発足さ

システム統合の方針策定

C

「2008 年度より社内の事業グループ

グリーンICTの処方箋

改善
境の
ィ環
テ
Y
リ
LIT

ある中、CTC は早くから手を打つ。

グリーンICTの処方箋
システム統合の効果測定

S

出する機運が国際的にも高まりつつ

強みです。
」（田中部長）

グリー

IC T SY

環境関連の取組みから新市場を創

ファシリティ環境の改善

ICTシス
テム
の

組みが加速している。

電源キャパシティプランニング
電流値センサ・電源モニタリング

グリーンICTの処方箋

グリーンなＤＣ
エネルギー高効率データセンター
設備の利用

ラック

クーリングラック

ＤＣが提供する
仮想化ホスティングサービス
ＩＴ資源の利用
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ムを実証する総合的な取組みとな
る（図２）。

の事前調査委託先の１つに決定して
いる。
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