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概要：本論文では，山口大学メディア基盤センターにおいて行っているサーバ室の空調に対する省エネル
ギーの取り組みについての紹介を行う．具体的には，既存の空調施設を利用した外気取り込みの効果の検
証，サーバ室内の温度分布計測および気流制御の方策に関する検討を行う
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Abstract: This paper introduces an action of energy saving for air conditioner of server room tried in media
and information technology center of Yamaguchi University. Veriﬁcation of eﬀectiveness of the open air
utilization for an existing facilities, measurement results of a temperature distribution in a server room and
discussions of air-ﬂow control scheme are presented.
Keywords: air conditioner in server room, open air utilization, saving energy, air ﬂow control

1. はじめに

省エネ対策は省エネルギー対策の大きなポイントとなりう
る．このようなことから，試験的な取り組みを含め，種々

情報系のセンタにおいては，機器の集約や情報機器の拡

の省エネルギー対策が実施されるようになっている．たと

充により，電力使用量の増大傾向が続いている．一方，京

えば，データセンタにおける省エネルギー対策に関する

都議定書の発効をはじめ，地球温暖化に対する取り組みが

組織的な活動として「グリーングリッド」が知られている

強く意識されるようになり，情報関連機器に対する省エネ

が [2]，そこでは空調システムや電源系統変換の効率化に対

ルギー対策が求められている．このような背景から，デー

する問題点や要点について提言を行っている．空調に対す

タセンタなどの情報機器が集中する施設では，建物の設計

る省エネルギー方策としては，空調機の省エネ化が年々進

段階から省エネルギー対策が検討されるようになっている．

んでいることから [3]，空調機を定期的に新しいものへ更

情報系センタにおける使用電力のうち，空調が消費する

新することが考えられるが，対費用効果やあるいは環境へ

電力の割合は全体の 1/3 程度にもなり [1]，空調に対する

の負荷を考えると合理的はでない．一方，空調に対する他
の省エネルギー方策として興味深いものに外気取り込みが
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ある．これまで精密機器を備える情報系センタでは，湿度
や粉塵など空気の品質に対する懸念から，ほとんど実施さ
れていなかったが，近年のエネルギー問題などの潮流を受
け，最近になって Intel 社やソフトバンク社など，実施例
が報告されるようになってきた [4], [5]．しかしながら，こ
れらの例はいずれも建造物の設計段階から空調の最適化に
配慮がなされており，大学などの既存のセンタにただちに
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適用することはできない．つまり，大学における情報系セ

ターのサーバ室は床下から冷気を送風する方式を採用して

ンタは小規模であり，かつ建設当時の汎用計算機や空調機

おり，外気取り込みがない場合は，空調機室に設置されて

器を念頭に設計された建物や施設がほとんどであるため，

いる室内機から送り出された冷風が床下を通り，サーバ室

空調システムの省エネルギー化のためには，既存のサーバ

の床の吹き出し口からサーバ室に送られる．そして，計算

室のレイアウトの制約の範囲内で独自の最適化を行う必要

機などにより暖められた空気が空調機室側の壁面にあるガ

がある．

ラリから室内機に取り込まれるループ状の空気の流れのみ

大学におけるサーバ室の取り組みとして，サーバ室全体

となっている．一方，外気取り込み時には空調機室の壁に

ではなく局所的にサーバのみを冷却する試みや [6], [7]，外

新規に設置した吸気口からダクトを経由し外気が室内機に

気取り込みによる省エネルギー化 [8] などが報告されてい

取り込まれ，サーバ室内から取り込んだ暖気と混合される．

る．しかしながら，前者の方法は，サーバ室内の顕熱の影

その後，既存のループ流を経て，室内機に取り込まれた温

響が小さく，高い冷却効率が期待できるが，室内のレイア

かい空気は，吸気口の反対の側壁に取り付けられた排気口

ウト変更や工事にともなうサーバ（サービス）の停止が必

から外部に排出される．同図左の写真は室内機 1 上部に接

要である．一方，後者では原理的にサーバ類を停止するこ

続されたダクトの様子を，同図右上および右下の写真はそ

となく外気取り込み工事を実施できるだけでなく，外気温

れぞれ外気の取り込み口およびダクト開閉機構部を示して

が低ければ空調を完全に停止できるなど高い省エネルギー

いる．

効果を実証できており，本大学におけるサーバ室の省エ

なお，図 1 に示すように，当センターの空調システムに

ネルギー化に際しても有効な手段であると考えられるが，

おいては室内機および室外機が 3 台ずつあり，これらのう

サーバ室内の温度分布や気流に関してはあまり考察が行わ

ち常時 1 組（室内機および室外機）が日替わりで稼動し，

れていない．

負荷に応じて運転台数が順次増えていく仕組みとなってい

そこで本論文では，前述のような旧式の施設において，

る．そのため，実際には外気吸入ダクトおよび排気ダクト

提供しているサービスを停止することなく空調の省エネ対

はともにすべての室内機につながっている．この場合，稼

策を実施する有効手段の探索を目的として省エネルギー効

働中の室内機により床下に送り出された冷気が停止中の

果が期待される外気取り込みの方策および実証実験の結果

室内機に逆流することがこれまでの調査で分かっている．

について報告する．さらに，サーバ室内の温度分布および

これを防ぐため，今回の外気取り込みシステムでは稼働中

室内機によるサーバ室への吹き出し量の分布を測定するこ

の室内機からのみ屋外に排気されるようにしている．つま

とにより，現状の問題点を抽出するとともに，サーバ室内

り，各室内機の稼働状況に合わせて自動的に排出ダクト弁

環境の品質を維持しつつ省エネルギーを実現するための方

が開閉する構造になっている．なお，降雨などにより外気

策について考察する．

の湿度が高い場合にはサーバ室内で結露が生じる恐れがあ
るため，外気の湿度が 80%を超えた場合には自動的にダク

2. 外気取り込みの実施

ト弁が閉じるようにしている．

2.1 外気取り込みシステムの概要

次に，外気取り込みの実施期間について検討する．これ

当メディア基盤センターにおいて実施した外気取り込み

までの調査結果によれば，サーバ室内から室内機に回収さ

における空気循環のイメージを図 1 に示す．濃い色は外

れる暖気の温度は 24◦ C 程度であることが分かっている．

気および室外機により冷却された温度の低い空気を，淡い

したがって，外気温がこれを下回る場合には省エネ効果が

色はサーバなどを経由した温度の高い空気を示す．当セン

期待できるが，実際には後述のように外気取り込み用の

図 1

外気取り込みによる空気循環のイメージおよび各部の写真

Fig. 1 An image of the air circulation by taking open air and photographs of each part.
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図 3 空調機の消費電力量と外気温の関係

Fig. 3 Relation between the power consumption of the air conditioner and outside
temperature.

で推移しているにもかかわらず，電力消費量は外気取り込
み停止期間において 2〜3 kWh 程度増大していることが分
かる．
いま吸気ダクトおよび排気ダクトにおける熱量の収支を

Q (J/s)，比熱を Cp （= 1.2 kJ/m3 K），吸排気の温度差を
ΔT (K) とすれば，吸排気用ファンの流量が h = 0.55 (m3 /s)
であることから次式が成り立つ．

図 2

Q = Cp × h × ΔT

(J/s)

(1)

2008 年から 2010 年までの宇部市の月別平均気温の推移

Fig. 2 Transition of monthly temperature averages from 2008

ここで，メディア基盤センターで使用しているダイキン社
製 DSVP560MR の冷房性能係数が η（ 3）
，吸排気用ファ

to 2010 at Ube city.

ンの消費電力が Eext（= 0.4 kW）であることから，1 秒間
ファンの消費電力を考慮する必要がある．ここで，図 2
にメディア基盤センターの位置する宇部市の 2008 年から

あたりの削減電力量は次式により求められる．

P = Q/η − Eext

(W )

(2)

2010 年までの月別平均気温の推移を示す．図より，平均気
温が 24◦ C 以下となるのは，1 月から 6 月および 10 月から

したがって，排気ダクトからの排気温を 24◦ C（一定）

12 月の期間である．そのため，今回の外気取り込み実施試

と仮定すると，1 時間の平均外気温 T (◦ C) の場合の吸排

験においては 11 月から 4 月の 6 カ月の間，外気取り込み

気温度差 ΔT = 24 − T を用いることにより，電力削減量

を行うことにした．

W1 (kWh) は次式で近似できる．

なお，本大学（常盤キャンパス）メディア基盤センター
には，山口大学の 3 キャンパス（常盤，吉田，小串）の主要
なサーバ類の大部分が設置されており，年間の総消費電力

W1 = {Cp × h × (24 − T )/η − Eext }

(3)

上式より，1 時間あたりの電力削減量は 2.7 kWh となり，

量は約 70 万 kWh である．このうち空調消費電力量は 24

図に示す外気取り込みの有無により生じる電力消費量の差

万 kWh であり，空調に関する消費電力は全体の約 1/3 で

異に近い値となる．これより，排気温と外気温の差より電

ある．

力削減量の概算値が求められることが分かる．

2.2 実施試験の結果

日までの外気取り込み試験の測定データを示す．図中の黒

次に，図 4 に平成 22 年 3 月 10 日から平成 23 年 3 月 21
外気取り込みの効果をみるためには，外気取り込みの有

線（太線）
，灰色線（太線）
，赤線（細線）はそれぞれ室外

無による空調電力消費の差異を調べる必要がある．そこで

機電力量，室内機電力量および外気温である．図より，室

まず，比較的サーバ稼働状況および外気温がほぼ等しい状

内機の電力量は外気温によらず 1 日あたり 200 kWh 程度

況における消費電力の比較を行うため，2010 年 3 月 9 日か

の一定の消費量であることが分かる．一方，室外機の電力

ら 3 月 27 日までの期間において，途中の 1 週間だけ外気

量は外気温のトレンドによく一致していることが分かる．

取り込みを停止させた場合の空調電力消費量の計測を行っ

これは室外機で熱交換を行う際，サーバ室内機からの排熱

た．この結果を図 3 に示す．図中の青色および赤色のプ

はほぼ 24◦ C 程度で一定であるため，外気温が低いほど熱

ロットはそれぞれ電力消費量および外気温の 1 時間平均を

交換の効率が高まるためである．なお，サーバ室内と外部

表しており，また灰色の影をつけた部分は外気取り込みを

で完全な断熱が行われているわけではないため，サーバ室

◦

実施した期間を表している．図より，外気温は 10 C 前後

c 2012 Information Processing Society of Japan
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952

情報処理学会論文誌

Vol.53 No.3 950–957 (Mar. 2012)

図 4

室内機・室外機の消費電力量と外気温の関係

Fig. 4 Relation between the power consumption of indoor and outdoor unit of the air
conditioner and outside temperature.

図 5

削減電力量の概算結果

Fig. 5 Result of the estimated electric energy.

が，空調による熱交換に比べればかなり小さいと考えられ

う効果は十分得られると考えられる．このため，現在は外

る．また，図中では外気取り込みを行っている期間を黄色

気取り込み機構の開閉を自動化し，設定温度よりも外気温

に塗りつぶしているが，この期間では，その前後の期間に

が低下した場合にはダクトを自動的に開く機構を追加して

比べて室外機の消費電力量が明らかに低下しており，前述

おり，この効果を検証中である．また，今回の実施試験に

の場合と同様，外気取り込みによる省エネ効果が顕著に現

おいては，空調機械室の側壁に給排気用の穴を開ける際，

れている．

建屋の構造（補強鉄筋のピッチ）の関係上，穴の直径を約

ここで，先ほどと同様な計算法により，1 日あたりの電

40 cm とした．このため，電力削減量はサーバ室の総電力
消費量の 2%（空調の消費電力の 6%）であったが，さらに

力削減量は次式により求められる．

W = 24 × P = 24 × {Cp × h × (24 − T )/η − Eext }

大きな給排気口および大型ファンを使用すれば，室外機の
消費電力を大幅に削減可能と考えられる．

(4)
上式を用いて 1 カ月ごとに削減電力量を計算しグラフに
表したものが図 5 である．図より，平成 22 年 3 月 10 日

3. 気流制御による省エネ化の取り組み
3.1 温度分布測定

から平成 23 年 3 月 21 日までに削減できた消費電力量は

図 6 にサーバ室内の温度分布を測定した結果を示す．

14,410 kWh となった．当センターの 1 年間の消費電力量は

使用した温度センサは 57 個であり，床面から 700 mm，

約 70 万 kWh であることから削減量の割合は全体の 2%程

1,500 mm，2,400 mm の高さにそれぞれ 19 個のセンサを

度である（空調に関する消費電力に対する削減量の割合は

配置し，24 時間測定を行ったときの平均値を示している．

約 6%程度）
．なお，買電価格を 1 kWh あたり 15 円とする

なお，18◦ C から 24◦ C，24◦ C から 28◦ C および 28◦ C 以上

と上記電力削減により約 22 万円の電気料金の低減が図れる

の領域をそれぞれ青，黄，赤で色分けしている．サーバ室

ことになる．あるいは，環境省報道資料に基づく中国電力

では床下から冷気が吹き出すため，図に示すように下段か

（株）の CO2 排出係数 0.000674 (t − CO2 /kWh) を用いれ

ら上段に向かって温度が高くなっていることが分かる．ま

ば [9]，約 9.7 t の CO2 が 1 年間に削減できたことになる．

た，図中に示すように，ホットアイルとコールドアイルで

なお，今回は外気取り込み期間を 11 月から 4 月のみと

温度が異なることも分かる．さらに，赤丸で示した箇所で

したが，7 月および 8 月を除けば，上記以外の期間におい

はクラスタ計算機が設置されているため周りよりも温度

ても夜間および早朝の時間帯に部分的に外気取り込みを行

が高くなっていることが分かる．そこで，次に当該クラス

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 6

サーバ室内の温度分布

Fig. 6 Temperature distribution in the server room.

図 7 クラスタ計算機ラックの温度分布

Fig. 7 Temperature distribution at the cluster rack.
表 1 主稼動機による温度分布の違い

Table 1 Diﬀerences depending on the main conditioner.
コールドアイル側

ホットアイル側

主稼動機

室内機 1

室内機 2

室内機 3

室内機 1

室内機 2

室内機 3

上段

25.4

24.2

27.2

28.1

28.0

29.0

中段

23.0

22.7

23.2

27.4

26.9

26.8

下段

19.6

19.9

20.4

–

–

–

タ計算機のラックのホットアイル側およびコールドアイ

らラック 1 の方へ暖かい空気が逆流しているため，ある

ル側の温度分布を詳細に測定した．この結果を図 7 に示

いは床面からの風量が不足しているためと考えられる．次

す．図 7 (a)，(b) はそれぞれラック 1 から 5 までのサーバ

に，図 7 (b) の排気側では，吸気側と同様，ラックの上部ほ

の吸気側および排気側の温度分布を表している．吸気側で

ど温度が高くなっているが，当然ながら，平均的に吸気側

はラック 1 からラック 4 まで，床からの高さがそれぞれ

より温度が高くなっている．しかし，ラック 1 のように，

60 cm，140 cm，190 cm の位置に，排気側ではラック 1，3，

通路側では冷気が流入しているためか，吸気側とほとんど

5 の高さ 140 cm，190 cm の箇所に温度センサを設置してい

温度が変わらない部分があることも分かる．

る．なお，図中の数値はこれら 18 個のセンサにおける 15

さらに，主稼動機によってどの程度の温度分布が異なる

日間の温度の平均値を示している．図 7 (a) の吸気側の温

かをみるため，空調機ごとの平均温度分布をコールドアイ

度分布をみると，床面から冷風が吹き出されるため，ラッ

ルおよびホットアイルに対してまとめたものが表 1 であ

クの上部ほど温度が高くなっていることが分かる（床下か

る．表より，いずれの高さの温度計においても主稼動機が

◦

ら吹き出される冷風の温度は 18 C である）．ただ，ラッ
◦

室内機 3 のときに平均温度が高い傾向がある．この理由

ク 2，3，4 では最上段の温度が約 24 C であるのに対し，

は，現在の空調システムにおいては，サーバ室内に設置さ

ラック 1 のみ 28◦ C となっている．これは，通路や上部か

れた 1 個の温度計の測定値を参照し，室外機のインバータ
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制御および稼働台数の制御が行われているが，床下に多数

を 2 枚のパネル（図 8 (b)）により囲い込むようにした．な

のケーブル類が置かれていることにより，主稼動機によっ

お，サーバ室内のセキュリティ低下を防ぐため，図に示す

て冷気の吹き出し量が不均一となっているためであると考

ように，透明の塩化ビニル製のパネルを使用している．

えられる．つまり，主稼動機が室内機 3 の場合には室内機

上記のアイル分離の下で，前節と同様，当該領域の温度

が 1 台だけでも空調システムが参照する温度計の値を下げ

分布を測定した結果を表 2 に示す．表では平均値のみを示

ることができるのに対し，室内機 1 または 2 が主稼動する

しているが，アイル分離により，冷気および暖気の逆流は

場合には風量が不足し，2 台目の室内機（および室外機）が

かなり改善されることが確認できた．一方，表に示すよう

稼動することになり，結果的に消費電力が増大することに

に，3 号機が主稼動している場合，コールドアイルにおけ

なる．そのため，図 4 に示すように，室内機 3 が稼動する

る温度が全体的に上よりも高くなっていることが分かる．

日は室内機の消費電力量が低下し，振動的な変化が現れて

さらに長期的な測定を続け検証を行う必要はあるが，表 2

いると考えられる．以上のように，現状ではサーバから排

のような結果が得られた理由は，アイル分離を行ったこと

気された温風が吸気側へ流入したり，床面からの冷気が排

により，3 号機が主稼動する場合には床下からの風量が不

気側へ無駄に流入したりしていることが確認できる．した

足するためであると考えられる．したがって，効果的にア

がって，重要なポイントは 2 つあり，1 つ目は，サーバを

イル分離を行うためには，床下からの吹き出し量の調整も

抜けた温風の回り込みがあること，2 つ目は，床からの冷

必要である．

気吹き出しの無駄や不足および床下スペースが十分に確保

3.3 床下吹き出し量測定

できていないことである．

当サーバ室の床面には，空調機からの冷気を吹き出すた

3.2 アイル分離

め格子状のパネルが 14 カ所設置されている．そこで，各

前節の問題点を解消するため，上記のクラスタ計算機の

パネルの中央に風速計を設置し，床下から鉛直方向への風

置かれたラックのコールドアイルに対し，アイル分離を行

速を測定した．主稼動機ごとに各パネルにおける風速を測

い，効果の検証を行った．具体的には，
（計算機が設置さ

定した結果を表 3 に示す．なお，表中の括弧内の数値は

れていないことによる）ラック内の隙間から冷気あるいは

補助稼動機が作動後の風速を示しているが，主稼動機が 3

暖気が逆流するのを防ぐため，隙間部分にプレートを貼り

の場合には補助稼動機（2 台目の室内機）がほとんど作動

付けた（図 8 (a)）．さらに，コールドアイル（通路部分）

しないため数値を記載していない．表より，吹き出し口に
よって風速がかなりばらついていることが分かる．また，
主稼動機により床下からの吹き出しパターンが変わってい
る．これは，サーバ室が建設当時の汎用計算機を念頭に設
計されているため，大量のケーブル類を設置するための十
分なスペースが床下にないためである．
前節でも述べたように，主稼働機によって消費電力量が
異なるため，電力消費量のみを考えれば 3 号機がつねに稼
働するように空調機の運転パターンを制御することも考え
られる．しかしながら，この方法は機器の長寿命化の観点
からは得策でない．そのため，主稼働機による吹き出し量
のばらつきを低減させることが必要となるが，現在の吹き
出し用の床のパネルは，経験に基づき配置されているもの
の，本調査により最適でないことが確認された．したがっ

図 8 アイル分離用のプレートおよびパネルの写真

て，温度分布のモニタリング，パネル配置の再検討と合わ

Fig. 8 Photographs of the plate and panel for aisle separation.

せて，今後は補助的な風量制御を行うことを考えている．

表 2 主稼動機による温度分布の違い（アイル分離後）

Table 2 Diﬀerences depending on the main conditioner (after the aisle separation).
コールドアイル側

ホットアイル側

主稼動機

室内機 1

室内機 2

室内機 3

室内機 1

室内機 2

室内機 3

上段

22.2

22.2

27.4

28.1

27.9

29.0

中段

23.0

21.6

26.3

26.8

26.3

27.2

下段

21.2

20.4

22.2

–

–

–
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表 3

吹き出し口風速の測定結果

Table 3 Measurement results of wind velocity at air outlets.
吹き出し口番号

室内機 1

室内機 2

室内機 3

吹き出し口番号

室内機 1

室内機 2

室内機 3

1

1.1(1.7)

1.6(2.0)

1.1

8

0.4(0.9)

0.4(0.8)

0.3

2

0.7(1.5)

1.7(1.9)

1.2

9

1.0(1.5)

1.1(1.9)

0.9

3

0.7(1.9)

1.0(1.9)

1.2

10

1.0(1.0)

0.9(1.7)

0.5

4

1.1(2.4)

1.2(2.9)

1.0

11

0.9(1.0)

1.0(1.6)

0.4

5

1.0(1.7)

1.1(1.7)

0.6

12

1.3(2.1)

1.5(2.4)

0.9

6

1.0(1.8)

1.0(1.9)

0.4

13

1.3(2.3)

1.6(2.5)

0.8

7

0.6(0.9)

0.4(0.8)

0.4

14

1.3(2.4)

1.7(2.6)

0.9
単位：(m/s)

具体的には，温度センサで数か所の温度を監視しつつ，こ
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