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データセントリック時代におけるソフトウェア技術の研究開発に取り組む
NTTソフトウェアイノベーションセンタ

特集

　

気候変動問題への関心が高まり続
けている。2015年のパリ協定合意
後、2021年に開催されたCOP26で
は、産業革命以降の気温上昇を 1.5
℃に抑えるという目標についての合意
もなされた。金融安定理事会（FSB）
が設立した“気候関連財務情報開示
タスクフォース（TCFD）”が気候変
動に伴うリスク情報開示を推奨してい
るほか、科学的に裏付けられた温室
効果ガス排出削減目標の設定を求め
る SBT（Science Based Targets）と
いうイニシアチブも設立されている。
このほかにも、事業で利用する電力を
100％再生可能エネルギーで賄うこと
を目指す企業連合（RE100）が発足
するなど、国際的にさまざまな取り組
みが進められている。
個別の企業による取り組みも進んで

おり、サプライチェーン全体での削減
目標を設定し、具体的な取り組みを進
めている大手企業も複数存在する。

IT産業に注目すると、DX（デジタ

ルトランスフォーメーショ
ン）に取り組む企業の増
加もあり、世界で扱われ
るデータの量が急増して
いる。処理するデータの
量に比例して IT機器の
エネルギー消費も増加し、
2030年度には 2019年
度の 30 倍、2050年度
には 4,000倍になるとい
う試算もある※ 1。このた
め IT産業でもCO2排出量削減は喫
緊の課題と捉えられている。

データの増加に伴うエネルギー消
費を抑えるには、データセンター（以
下、DC）のエネルギー効率化が不可
欠だ。対策の効果を測定するための
指標も各種考案されている。わか
りやすいものとして、4つの指標
値でエネルギー効率を示すという
コンセプトの DPPE（Datacenter 

Performance Per Energy）を挙げるこ
とができる。4つの指標※ 2のうち 1
つは再生エネルギー利用率に関する
REF（Renewable energy factor）、も
う 1つは DCの建物や空調など共通

設備のエネルギー効率に関する PUE

（Power usage effectiveness）、もう 1
つは IT機器の電力性能に関する
ITEE（IT equipment energy efficiency 

for servers）、そしてもう 1つはソフ
トウェアとオペレーションの改善に
関する ITEU（IT equipment energy 

efficiency for servers）だ。いずれも
国際標準化されており、PUE以外は
日本が提唱したものであった。
エネルギー供給に近い領域ほど対
策の効果を測定・評価しやすく、具
体的な取り組みが進んでいる。たと
えば多くの企業が DCの電力を再生
可能エネルギーで賄うことに取り組
んでいる。また IT機器の冷却効率
を改善するため建物の設計を工夫す
る、AIを活用して高度な空調制御

カーボンニュートラル実現に向け具体的に取り組むことがビジネスにも重要な要素となった。多くの企業がさまざまな取り組みを進め
ており、ソフトウェア開発・運用の領域でもより具体的な対策を進める必要性が高まっている。そこで NTT ソフトウェアイノベーショ
ンセンタ（以下、SIC）は、本領域を対象とするCO2 排出量削減の取り組みを支援する研究開発に取り組んでいる。
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を行う、といった取り組みも進んで
いる。IT機器そのものの低消費電
力化も進んでおり、エネルギー性能
の高い機器にラベルが貼られる国際
的な省エネルギー制度“Energy 

Star”などは広く浸透している。
こうした取り組みは、REF、PUE、

ITEEによる評価の対象だ。一方で
ITEUが対象とする領域の取り組み
は、これまであまり進んでいなかった。

「たとえば『ソフトウェアの画面で、
あるボタンをクリックした時に行われ
る処理がどれだけの電力を消費する
か』を数値化するのは容易ではあり
ません。ソフトウェアの複雑な挙動が
どのようにハードウェアによる CO2排
出につながるのか、一連の動作を捉
え切ることは容易でなく更なる研究が
必要でした。近年、よりこの領域へ
の注目が高まっています。」（大島氏）
2021 年 5 月 に は Accenture、

Gi tHub、Globant、Microso f t、
Thoughtworksが、Linux Foundation

と共に Green Software Foundationを
設立した。「ソフトウェアに関連す
る世界の炭素排出量の全体的な変化
を減らす」という目標に向け「グリー
ンソフトウェアのための、人材、標
準、ツール、およびベストプラクティ
スからなる信頼できるエコシステム
を構築する」というミッションを掲
げている※ 3。2021年 9月にはアジ
アの企業として初めて、NTTデー
タが運営メンバーに加わった※ 4。
また 2021年 6月には、ソフトウェ
アの働きに注目したエネルギー効率
の測定や報告について規定した日本
発の指標が「ISO/IEC 23544:2021 

Information Technology - Data Centres - 

A p p l i c a t i o n P l a t f o r m E n e r g y 

Effectiveness (APEE)」として承認さ
れた。本指標の活用により、グリー
ンなソフトウェア開発・運用に向け
た研究開発が進むことが期待される。

このように注目されはじめたばか
りであるソフトウェア開発・運用領
域での脱炭素化に向け、SICは研究
開発を進めている。
「SICは『ビジネス環境の変化にい
かに素早く対応するか』という観点
から、ソフトウェア開発・運用のライ
フサイクル全体を対象とした効率化
に取り組んできました。この取り組み
に脱炭素という視点を加え、NTTグ
ループ、ならびに業界のソフトウェア
開発・運用の在り方を変革すること
を目指した研究開発を進めています
（図 1）。これまで CO2排出量は企
業全体の活動の総体という大きな塊
で把握されてきましたが、サプライ
チェーン全体での排出量を削減する
という流れから、個別の製品やサー
ビスにおける排出量を把握することに
期待が高まっています。しかしながら、

ソフトウェア開発・運用は工業製品と
異なり、その生産プロセスが固定的
ではないことから、排出量をどのよう
に考え、どこから削減に取り組めば
良いか判断するのも難しいのが現状
です。ソフトウェア開発・運用現場に
おいて CO2排出量削減に向けた活
動の第一歩を踏み出してもらうために
は、個々の現場における CO2排出量
を測定・可視化し、注力すべき領域
を明らかにすることが必要と考えてい
ます。その測定のためのモデル化と
測定ツールの実現に向けて検討を開
始しました。ソフトウェア開発・運用
という大きな領域の脱炭素を実現す
るには、何か 1つの技術や１つの企
業の取組のみでは困難です。業界
全体での脱炭素化に向け、NTTグ
ループ内外の多様なステークホル
ダーと連携しながら、脱炭素に向け
たチャレンジを推進していきたいと考
えています。」（田村氏）

ソフトウェア開発プロセス

ソフトウェア開発プロセスにおけるCo2排出に関わる様々なデータ（開発者の行動、機器の運転
状況等）のデータを分析・可視化し、排出削減に向けて開発者の改善行動を支援する。
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図 1　SIC が取り組むグリーンソフトウェア開発

※1 出典：「情報化社会の進展がエネルギー消費に
与える影響 Vol.1」（国立研究開発法人科学技術振
興機構 低炭素社会戦略センター）https://www.
jst.go.jp/lcs/pdf/fy2018-pp-15.pdf

※2 https://home.jeita.or.jp/greenit-pc/sd/
description.html

※3 出典：https://greensoftware.foundation/mani- 
festo-japanese

※4 https://www.nttdata.com/jp/ja/news/
release/2021/091600/

グリーンなソフトウェア開発に
関する関心の高まり

ソフトウェア開発・運用の効
率化に関する SIC の研究開発


