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マーケット動向マーケット動向
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所有から利用へのビジネスモデルの改革所有から利用へのビジネスモデルの改革

STEP 1

STEP 2

STEP 3

個別レガシー
システム

ユーティリティ
コンピューティング

 共同利
用、ASP

EA手法
共通化

オープン化
リホスト
リライト
リビルド

個別レガシー
システム
クラウド

コンピューティング

 共同利
用、ASP

EA手法
共通化

オープン化
リホスト
リライト
リビルド

コ
ス
ト

利
用
率
＆
コ
ス
ト

STEP 3
e-Japan Cloud

STEP2
LGov Cloud

STEP 1
Gov Cloud

新規サービス開発

　

『利用率からの改革』 
-費用対効果を最大限にする-

『IT投資の構造改革』 
-コスト配分を改革する-

利用率
向上

システム
増強

行政サービス（電子アプリケーション）
　　　就労・労働（テレワーク、アクセシビリティ）
　　　　　　　　　　　知（地域IT企業の知財開発）
　　　　　　　　医療（レセプト完全オンライン化遠隔医療）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食（トレーサビリティ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活（相互ネットワーク接続）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

""利用者が利用者が実感実感できるできる""
サービスから実行サービスから実行

施設予約、図書館、施設予約、図書館、
医療、統計・情報、雇用など医療、統計・情報、雇用など

リソース利用
率

    As IsAs Is     To BeTo Be
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オバマ政権では、開かれた政府（Open Government）の方針の下、連邦政府のCIO、クンドラ氏の
リーダーシップによりData.Govという政府保有データの利活用の促進事業を推進している。

□ 　｢開かれた政府｣（オバマ政権が掲げる方針）

□ 　データの｢民主化｣

・　政府の保有するデータを民間に活用てもらう

・　政府のデータをオープンでアクセスしやすく

・　政府の透明性をあげる

□ 　政府の様々な機関が扱う情報・データをワン

　　 ストップで入手できるサイトを開設

・　連邦政府のデータのリポジトリーの公開

□ 　政府保有データを活用したアプリケーション

　　 開発が可能になる環境を提供

・　マッシュアップアプリやデータ分析アプリの        開発など

□ 　 2009 年 5 月 21 日に開設
□ 　 47 のデータセットと 27 のツールの提供からスタート
□ 　政府保有データをアプリが利用しやすいフォーマットで提供
　・　ＸＭＬ、ＣＳＶ、ＫＭＸ／ＫＭＬ、ＥＳＲＩ
□ 　データを利用するツールを提供

目的

コンセプト

Data.Gov

米国政府におけるクラウド政策米国政府におけるクラウド政策
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クラウド・コンピューティングへの期待クラウド・コンピューティングへの期待

使っただけ支払い使っただけ支払い

早くて簡単な実装早くて簡単な実装

ITITスタッフスタッフ//コスト削減コスト削減
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クラウド・コンピューティングが解決すべきことクラウド・コンピューティングが解決すべきこと
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英国政府のCIOであるジョン・サフォーク（John Suffolk）が発表したIT戦略案にも国内に政府専用の
クラウドコンピューティング環境を構築する考えが述べられている。

１．デスクトップの標準化・簡略化
２．ネットワークの標準化・合理化・簡略化
      セキュアーでユビキタスな政府専用ネッ    
      トワークの構築により30％のコスト削減
３．データセンターの合理化
      スケーラブル、セキュアー、グリーン、経 
      済的なデータセンターをデザインして英国
      政府のデータセンター数を現在の130から
      9～12まで削減する。
４．オープンソース、オープンスタンダード、
      再利用戦略

５．グリーンIT
６．インフォメーションセキュリティと
      アシュアランス

７．シェアードサービス

８．信頼できるプロジェクト推進

９．サプライヤーマネジメント

１０．IT要員のプロフェッショナル化

基本戦略・包装戦略をサポートする４つの戦略４つの基本戦略

基本戦略を囲む２つの包装戦略

「我々は、UK国内（UIK onshore）に、プライ
ベートGクラウドを構築する検討を始める。
（中略）SaaSについて、我々は、ガバメント
アプリケーションストア（G-AS）を構築すべ
きであると考える。」

英国政府におけるクラウド政策英国政府におけるクラウド政策
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ITITインフラの増大する電力量インフラの増大する電力量
データセンターとボリュームサーバの電力削減が鍵

米国環境保護庁(EPA)によるレポート (2007) 

データセンター/システムの電力利用

20102010〜〜20152015には電力コストがには電力コストが
ITIT機器コストを逆転機器コストを逆転(IDC)(IDC)

ボリュームサーバボリュームサーバ

　データセンター　データセンター



 

 

Copyright 2010 OGC members

オープン・ガバメント・クラウド・コンソーシアム（オープン・ガバメント・クラウド・コンソーシアム（OGCOGC））

メンバー企業

Open 
Community

Partners

ServiceTechnology
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提言の骨子提言の骨子
先行している米国クラウドの実態を認識し、課題整理した上で

1.1.標準化の推進標準化の推進
➢ユーザーやサービス開発社を保護す
る  為のOpenAPIの普及促進による
サービ   ス及びデータのポータビリティ
の確保
➢世界標準化団体と連携し、独自性を排 
  除すると共に標準化の推進に貢献す
る

3.3.環境配慮型データセンター環境配慮型データセンター
➢目標を世界最高レベルのPUE1.2程度を実 
  現するデザインの普及
➢日本の電力品質及びクラウドDCの必要用  
  件に即した日本版TIA942の提案
➢ビル型、コンテナ型の特徴の整理

22..ガバナンスの強化ガバナンスの強化
➢クラウドに求められるガバナンス要件  
  の整理
➢システム監査作業を実現する為のAPI 
  の整備
➢クラウド間認証連携の標準化と普及

4.4.クラウド時代の人材育成クラウド時代の人材育成
➢ITスキルセット(ITSS)の見直しと、新
た   に設定したスキルセットでの人材
育成
➢セキュリティ人材の養成強化
➢クラウド環境運用人材新規養成
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OGCOGCが目指すクラウドアーキテクチャーが目指すクラウドアーキテクチャー

ベンダーロックイン　クラウドモデル

  IaaSIaaS

  PaaSPaaS

  SaaSSaaS

  EcoDCEcoDC　　PUE>1.2PUE>1.2 　　  PUE < 1.2PUE < 1.2

ベンダー独自ベンダー独自APIAPI

ブラックボックスブラックボックス
　　オープンスタンダード、　　オープンスタンダード、

　オープンソース　オープンソース

オープンオープンAPIAPI

オープン　クラウドモデ
ル
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　アプローチ　ステップ論　アプローチ　ステップ論

データセンター・ネットワーク最適化

ＨａａＳ／ＩａａＳ
Virtualization（Xen,VMWare,xVM）

Servers,Storage,Network Device

PaaS

MapReduce,Hadoop

Application Platform,Database

SaaS
顧客システム

（コロケーション） 顧客アプリ
（ホスティング）

顧客サービス
（クラウド型

アプリケーション）

既存アプリ、システム移行　　　 クラウド型アプリケーション開発・利用

2010年 2011年 2012年~

データセンタ最適化データセンタ最適化
ＥＣＯＥＣＯ

ハードウェア仮想化ハードウェア仮想化

サーバ、ストレージサーバ、ストレージ

    プラットフォームプラットフォーム
  仮想化、仮想化、OpenAPIOpenAPI

  

　　  サービス連携　　  サービス連携
              ISV SaaSISV SaaS

ASP

Private CloudPrivate Cloud
Group CloudGroup Cloud

Public CloudPublic Cloud
Industry  CloudIndustry  Cloud
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日本国内のデータセンターの日本国内のデータセンターのPUEPUE平均値は平均値は2.02.0

一般的データセンターの
目標値PUE2.0の内訳

ITIT機器使用機器使用
IT 機器
照明

UPSやその他電源装置
CRAC等の冷却装置

  Chiller等の冷却装置

ITIT機器機器
以外使用以外使用

ITIT機器使用機器使用

世界最高レベルエコデータセンター
PUE1.2の実現が求められる

ITIT機器機器
以外使用以外使用

PUEとは

データセンターやサーバー室のエネルギー効率を示す指標米国の
環境保護庁（EPA），データセンターの省電力化を推進する業界
団体「The Green Grid」などが推奨。数値が低いほど「電力効率性
に優れたデータセンター」であると評価される

    データセンター全体の消費電力  データセンター全体の消費電力  
　　　　ＩＴ機器による消費電力ＩＴ機器による消費電力PUE=PUE=

項目項目 備考備考
国内の一般的なデータセンター 2.2

1 .8
米国の環境保護庁 1 .7
日立製作所　横浜

1 .5
1 .28 TIA-Tier 1-2

Google 1 .21
フリークーリングを活用出来る環境

PUEPUE値値
2007-2008年JETIA調べ

IBM 幕張
201 1年目標

1 .6以下  目標値 2009年に竣工
NTT コムウェア 4-5年後の目標として1 .3
Sun Santa Clala DC

6カ所のデータセンターの年平均
OGCコンテナDC 1 .2以下
※参考　ht tp://itpro.nikkeibp.co.j p/art icle/NEWS/20081002/316041/
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モジュール型データセンターとモジュール型データセンターと
既存のビル型データセンターの比較既存のビル型データセンターの比較

設計から構築まで２ ３年〜設計から構築まで２ ３年〜
初期投資コスト大、初期に大規模構築初期投資コスト大、初期に大規模構築

拡張性に乏しい（建物の新規建築が必要）拡張性に乏しい（建物の新規建築が必要）

スペース効率が悪いスペース効率が悪い

エネルギー効率が悪い（エネルギー効率が悪い（PUEPUE平均平均2.22.2））

室内空調機

室内空調機

分電盤

分電盤
サーバラック

サーバラックサーバラック2828本本/per 6KVA/per 6KVA

2020馬力エアコン４台馬力エアコン４台

分電盤４台分電盤４台

設置面積設置面積 約 約120120㎡㎡

設計から構築まで設計から構築まで半年 １年〜半年 １年〜
初期投資コスト小、初期投資コスト小、段階投資可能段階投資可能

需要に合わせてモジュール単位で拡需要に合わせてモジュール単位で拡
張張

高密度高密度

高エネルギー効率高エネルギー効率（（PUE1.46PUE1.46以下）以下）

サーバラックサーバラック77本本/per 25KVA/per 25KVA

水冷設備装備※外部チラー除く水冷設備装備※外部チラー除く

分電盤装備分電盤装備

設置面積設置面積 約 約1313㎡㎡

既存ビル型データセンター既存ビル型データセンター モジュール型データセンターモジュール型データセンター

同等以上の処理能力の同等以上の処理能力の
ITIT機器を機器を1/81/8以下以下の設の設
置スペースで搭載可能置スペースで搭載可能
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日本の現状は、データセンターが首都圏に集中している。日本の現状は、データセンターが首都圏に集中している。

環境確保条例の改正（温室効果ガス削減義務化）　東京都環境確保条例の改正（温室効果ガス削減義務化）　東京都

原口ビジョン：原口ビジョン：20152015年までに全国のデータセンターを年までに全国のデータセンターをPUE1.2PUE1.2以下に以下に

アセットレスのクラウドモデルはデータセンターの場所を問わないアセットレスのクラウドモデルはデータセンターの場所を問わない

クラウドビジネスモデルに合致したデータセンターモデルとしてのクラウドビジネスモデルに合致したデータセンターモデルとしての
 モジュール型データセンターの台頭 モジュール型データセンターの台頭

データセンターの在り方を根本から考え直す。データセンターの在り方を根本から考え直す。
〜〜データセンター環境政策とクラウドデータセンターモデル〜データセンター環境政策とクラウドデータセンターモデル〜
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１．サーバー環境の高密度化を実現する為、ブレードサーバータイプを採用する。これにより、スペー１．サーバー環境の高密度化を実現する為、ブレードサーバータイプを採用する。これにより、スペー
スス

　　は１／４程度に集約できる。　　は１／４程度に集約できる。

２．ブレードサーバーをラックに集積するためには、ラック当たりの供給電力料を２０ＫＷ以上にする２．ブレードサーバーをラックに集積するためには、ラック当たりの供給電力料を２０ＫＷ以上にする

　　必要があるが、現状国内のデータセンターのラック当たりの電力供給量は、　　必要があるが、現状国内のデータセンターのラック当たりの電力供給量は、3KW3KW〜〜8KW8KW程度なの程度なの

　　で、増強する必要がある。　　で、増強する必要がある。

３．ラック当たりの電力供給量が３．ラック当たりの電力供給量が25KW25KW程度のコンテナタイプを採用する。程度のコンテナタイプを採用する。

４．高密度化されたコンテナ内の冷却方法を水冷方式にする。４．高密度化されたコンテナ内の冷却方法を水冷方式にする。

５．使用後の４０℃程度の温水を２０℃程度に冷却する方法を自然を活用した熱交換方式を採用す５．使用後の４０℃程度の温水を２０℃程度に冷却する方法を自然を活用した熱交換方式を採用す
る。る。

　　（フリークーリングや地中熱交換等）　　（フリークーリングや地中熱交換等）

以上、複数の抜本的見直しを行うことで、全消費電力５２％削減し、同等の性能を得ることができま以上、複数の抜本的見直しを行うことで、全消費電力５２％削減し、同等の性能を得ることができま
す。す。

１．空調消費電力   　　　　　　１１．空調消費電力   　　　　　　１//５５

２．サーバー消費電力　　　　 ４２．サーバー消費電力　　　　 ４//５５

３．サーバ導入費用　　        ２３．サーバ導入費用　　        ２//３３

４．データセンター建設費用　３４．データセンター建設費用　３//４　（建設期間の半減　２・３年を１年程度に短縮）４　（建設期間の半減　２・３年を１年程度に短縮）

　　　　

      PUEPUE値を値を1.21.2まで下げることで得られる効果まで下げることで得られる効果
　 　 データセンターの全消費電力を５０％以上削減するために！データセンターの全消費電力を５０％以上削減するために！
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高密度Cloudデータセンターモデル（PUE1.2）
全消費電力５２％削減

1Uラックマウントサーバ　７KW/1ラック
（80 Servers  / Intel QuadCore x 2CPU)
                   PUE2.0

　高密度サーバー in コンテナDC
      (4 Blade Servers)  
          PUE1.2

空調消費電力   1/5
サーバ消費電力 4/5
ラックスペース   1/4
サーバ費用      2/3

11ラックでラックで768768コアコア/22,092W/22,092W ４ラックで４ラックで640640コアコア/26,560W/26,560W
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岩見沢市における環境配慮型クラウドデータセンターモデル岩見沢市における環境配慮型クラウドデータセンターモデル

PUE=1.17PUE=1.17を実現する次世代を実現する次世代
クラウドデータセンタークラウドデータセンター

寒冷地への配置と
水冷＋フリークーリング
による空調機器の消費
電力低減。

地中熱、太陽光発電による
クリーンエネルギーの利用

コンテナ利用により建築
期間短縮し、段階投資
を実現。需要に応じて柔軟
に拡張可能。

都内から地方へ、複数
分散配置による信頼性の
向上。
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PUEPUE試算試算

タイプ
項目

基本構成 地中熱利用 氷雪利用

空調設備概要 チラー＋冷却塔
（フリークーリング）

基本+地中熱交換機 基本+蓄雪槽

想定年平均PUE 1.26 1.17 1.18

建設コスト － 基本構成+数億円 基本構成+数十億円

リスク チラー運転期間が長くなる
と
PUEは悪化する

 採熱管の埋設面積の確保
が

必要、地中状況に左右され、
故障時の熱交換能力が低下

  蓄雪量137,000㎥必要、汚
泥
  処理やゴミ処理などメンテナ
ン
  スがコストアップ要因

試算の前提
設備仕様：Sunのコンテナモジュールを2個設置（1個当たり200KVA供
給）
電力設備：Tier-2グレード
高圧電力契約（6.6KV）にて利用できる受電設備を想定
外気条件：３年分の札幌市の気象データを利用して計算

基本構成、地中熱利用、氷雪利用の３パターンのPUEを試算

最も環境に優れ投資対効果が高いのは地中熱活用モデル。
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環境配慮型データセンターの主な立地候補地一覧環境配慮型データセンターの主な立地候補地一覧

項目項目 栃木県宇都宮市栃木県宇都宮市 岐阜県飛騨市岐阜県飛騨市 北海道岩見沢市北海道岩見沢市 島根県松江市島根県松江市 福岡県北九州市福岡県北九州市 山梨県大月市山梨県大月市 佐賀県唐津市佐賀県唐津市
○ 地底 ○ 地底 △ 地表 △ 地表 △ 地表 ○ 地底 △ 地表

外気温・湿度 ○ 低温・一定 ○ 低温・一定 ○ 低気温 × 通常気温 × 通常気温 ○ 低温・一定 × 通常気温
自然エネルギーの利用について ○ 自然水利用 ○ 自然水利用 △ 工業用水利用 △ 工業用水利用 △ 工業用水利用 ○ 自然水利用 △ 工業用水利用
変電所までの距離 ○ 近隣 ○ 近隣 ○ 近隣 ○ 近隣 ○ 近隣 ○ 近隣 ○ 近隣
主な発電方式 ○ 水力・原子力 △ 水力・火力 ○ 水力・火力・原子力 ○ 水力・原子力 × 火力 △ 水力・火力 ○ 原子力

断層条件への適合 ○ 適合範囲内 △ 断層あり ○ 適合範囲内 ○ 適合範囲内 ○ 適合範囲内 ○ 適合範囲内 ○ 適合範囲内

ネットワーク環境 ○ 複数ネットワーク ○ 複数ネットワーク ○ 複数ネットワーク ○ 複数ネットワーク ○ 複数ネットワーク ○ 複数ネットワーク ○ 複数ネットワーク
自治体の優遇政策の有無 ○ あり ○ あり ○ あり ○ あり ○ あり ○ あり ○ あり

アクセス ○ 国道近辺 △ 国道近辺 △ △ △ ○ 国道近辺 ○ 国道近辺
土地・空間の広さ ○ 大規模向け ○ 大規模向け △ 中・小規模向け △ 中・小規模向け ○ 大規模向け △ 中・小規模向け △ 中・小規模向け

 地底 or 地表

ただし空港からの
アクセスは○

ただし空港からの
アクセスは○

ただし空港からの
アクセスは○

対象とする顧客規模・利用用途に応じて実行場所を選定可能対象とする顧客規模・利用用途に応じて実行場所を選定可能
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政府としては手始めに新産業創造に繋がる日本版Data.govやコスト削減効果の高いデスクトップ・アズ・ア・サービ
ス等をSaaSサービスとして提供するのが望ましいと思われる。

データ公表の成熟度と経済貢献の相関

経済への効果、貢献

提
供
形
態
の
進
化

高度化

シンプル

低 高

  現状での　
政府データ
公表形態

あるべき
政府データの
活用形態

各省庁による統一性の取れていないデータ公表を、利活用を促進する提供形態へと高度化を図ること
により、付加価値提供型のサービス産業を創出させられると考えられる。
オープンソース・デスクトップ・アズ・ア・サービスを実現することで年間1000億円規模の予算を
削減することが可能であると考えられる。

行政クラウドのスタートモデル（ご提案）行政クラウドのスタートモデル（ご提案）
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