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原発止めますか	

スマホ止めますか	

2014年6月11日	  
IPCORE	  Laboratory	  inc.	  

CEO	  品川雅之	
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　　	原発止めますか	 スマホ止めますか	

2013年10月1日　産経新聞　地方版	

大半の方は、何を馬鹿なことを言っているんだ！と、思うでしょう。	

しかしこの二つは表裏一体なのです。時代はビットバン（情報爆発）時代に入りました。	

１０年間で１０００倍もの情報量が増加します。これほどの増加は人類史上初めてです。	

主要因はスマホ、クラウドの浸透とＭ２Ｍ（機械～コンピュータ）です。	

スマホに代表されるクラウドをどんどん使うと、ＩＴ電力はうなぎ登り。試算結果で１０年後は	

現在の約３倍に増加します。５百万KW が１５百万KW以上、つまり原発１０機分不足です。	

当社は原発を推進しているのではありません。スマホを止めてＩＴ電力の節電希望です。	

されど大方の希望は原発を止めて、スマホも使いたい。そんな上手い手があるのでしょうか？	
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第1章	  

インターネットの近未来とIT	  の進歩	

3 
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情報爆発	

X1000/10year's	  
(traffic)	  

X10/10year's	  
(performance)	  

日本　森の法則	  

X2-‐3/10years	  
(economic	  growth	  )	  

Ｉｎｔｅｌ　Moore‘s	  の法則	  	  

5years 10years

X10

X1,000

X100

today

高度経済成長	

システムの進歩	
(統合性､性能､電力効率)	

(コストパフォーマンス)	

IPCORE-‐lab社　	  CEATEC2013講演資料	

ビット・バン時代	



5	   All	  Rights	  Reserved,	  Copyright©	  IPCORE	  Lab	  Inc.　2006-‐2014	  

２０２０年　１０年後の世界	

2０億件/S	  
TransacJon	  	

2010年	

20億人	
Internet	  User	  

28億台	
SmartDevice	  

PC	  

２億台のServer	
(10,000tps/台)	

500億個の1TB-HDD	

50兆TB	
Storage	

2兆件/S	
TransacJon	  	  

40億人	
Internet	  User	  

310億台
InternetConnection	

2020年	

(Source  :  IDC  report  ＆  Ｉｎｔｅｌ）  

X2	  X11	  

7900万TB	
Storage	  

X632	   x1000	  

200万台のServer
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 日本のICT危機	

hDp://www.meI.go.jp/commiDee/materials/downloadfiles/g80520c03j.pdf	  

国内発･海外発 トラフィックの割合	

総務省 データーセンター利用に関する	
国内外の利用に係わる調査研究より	
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Ｆａｃｅｂｏｏｋ データセンタ	

数十万台のサーバを収容するデータセンタ	
300m×60mの床面積と、27,000KWの電力密度	

hDp://wp.me/pwo1E-‐5ww	  	  

300m	  

Prineville,	  Oregon州	  

27	  MW	  

27	  MW	  

PRN	  1	  

PRN	  2	  

  大規模 DC が必要な理由	
	  
・	  Facebookは毎日４５億件のメッセージを処理	  
・	  Facebookは毎秒1300万件の検索	  
・	  Facebookは毎日1億９４００枚の写真をUP

hDp://opencomputejapan.org/	  	  OCP	
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世界のモバイル･トラフィックは11.2	  EB／月	

Cisco	  予測 2017年 ： 	
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世界最大のＷｅｂサイト	
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1分間に何が起きているか　2011年06月20日 13時00分36秒

hDp://gigazine.net/news/20110620_online_every_60_seconds/	
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Desktop　OS  シェアｰ	
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iOS  と  Android  による  世界⼤大戦  –  2014年年／3⽉月
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IaaS  &  PaaS  (クラウドアプリ）市場
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Apple iWatch	ウェアラブル端末-‐１	
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Apple iWatch  1年年間で  1.7  兆円  を売り上げる

－  Morgan  Stanley  -‐‑‒
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Google iglass 	ウェアラブル端末-‐２	
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Google	  人工衛星　180機打上げ	
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Google 自動運転CAR	 M2M	
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３Ｄプリンター	
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IoT(Internet	  of	  Things）の  凄まじい成⻑⾧長⼒力力
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IoT事例例 　LimitlessLED

Wi-‐Fi	  で１６００万色を変更	

E26	
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ユーザー数と利益	
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大型買収	
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WatchsAppは世界中に普及	
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第２章	  
ここから宣伝　（IPCORE	  製品）	

25 
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データセンタの電力危機の解答	

出展:グリーン・グリッドのホワイトペーパー「エネルギー効率のよいデータセンタのガイドライン」より	

外気冷却	

省電力IT機器	

直流給電	

当社の解答	  

クラウドで電気を食べまくる犯人は明確。空調とＩＴ機器と電源である	
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コロケーション	  
クラウド	

某データセンタ事業社様の電気費用	

１００億円	
その他	

IT機器電力	  	  

空調電力	

電力損失	

仮３０億円	

IT機器電力	  	  

空調電力	

電力損失	PUE=1.2	

仮PUE=1.8	

約１０億円	

６kw×4000Rack×24h×365日×9円xPUE1.8＝34億円	  

18万円月Rack×4000Rack×12月＝86億円	  

電気代	
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　　　　　　クラウド	
サーバ	
400w×500万台　 = 200万kw	
ストレージ	
１kw  ×200万台　= 200万kw	

ネットワーク機器	
200ｗ×500万台　 =100万kw	
データセンタ空調他	
PUE=2.0換算 　 　= 500万kw                                    	
                        /--------	
                         1000万ｋｗ	

コミュニケーション端末	
  HD/SDTV　（1日数Hのみ使用）	

  100w×10億台=　　　1億kw	
  PC/NB　　　（1日数Hのみ使用）	

  100w×10億台=　　　1億kw	

　GAME 	
  100w× 2億台=     2000万kw	
	
  携帯　（基本電池）	

   2w  ×20億台=   400万kw	
　タブレット　（基本電池）	

　 10w×　1億台=  100万kw	
　　　　　　   　/---------	
                  22,500万kw	

コンピュータの種類と電力	

制御用マイクロコンピュータ	
200億個/年	
0.1ｗ×200億=200万kw	

　　スーパコンピュータ 	
1,000ｋw×1000台=1,00万kw	

コミュニケーション端末	
  40億個　　5,000万kw	

機械 M2M IoT	
1千万個100万ｋｗ　　	

2012年度を概算推定　IPCORE	  lab調査作成	

今後10年間で数倍に規模拡大見込み	
24Hｘ365日稼働	
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７５％のエネルギ消費改善	

0	 50	 100	

IT機器	  
電力	

空調	  
電力	

電力	  
ロス	

そ
	  
の

	  
他

IT機器	
電力	

空
調
電

力

電力	
ロス	

△７５%	

グリーンITアワード2012　会長賞受賞	

方法は	  
　　空調電力	  
　　直流給電	  
　　ＩＴ機器電力	  	  
の全てを削減	
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NFHコンテナデータセンタ	

乙型　２０ｆｅｅｔ	

甲型　３１ｆｅｅｔ	
Interop2011	  	  グランプリ受賞	
グリーンＩＴアワード　会長賞受賞	

Interop201３  特別賞受賞	

乙型　外気空調＋耐高温ＩＴ機器	

甲型　外気空調＋エアコン＋一般耐ＩＴ機器	
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　内部循環外気冷却	

室内	

屋外	

サーバ廃熱により､液体冷媒が	
加熱され沸騰しガス化(吸熱)	

冷たい外気により､ガス化	
冷媒が冷却され液化(放熱)	

気化	

①基本構造	

②熱交換冷却装置	 80cm×45cm　→2,300m2　	

x 32 = 73,600m2　熱交換面積	

Server	  

Storage	  

Network	  

外気	

液化	
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データセンタの直流給電	

AC	 DC	 AC	 AC	
DC	

12/5/3V	

電力会社	

AC200V	
Ｐ
Ｄ
Ｕ	

自家	
発電機	

AC	 HVDC	 DC/DC	
DC	
12V	

DC12V	
サーバ	

AC	
DC	

24/12V�
DCｗ

サーバ	
	
	
	

UPS電源	

HVDC電源	

AC100V	
サーバ	

LVDC電源	

AC100V	
AC200V	

DC380V	

AC200V	

大半のデータセンタ方式　	  
AC/DCの変換が３回で非効率	

NTTdata先端研提唱方式　	  
AC/DCの変換が１回で高効率	  
HVDC電源とバッテリを電源室集中設置	

IPCORE提唱のデータセンタ方式　	  
AC/DCの変換が１回で高効率	  
Rack迄はAC電源なので①と混在可	  
UPSバッテリはサーバ内蔵	

Racｋ給電	①	

②	

③	
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コンピュータで必要な電気	

12V	

5V	

3.3V	

１V前後	

駆動系は12V	

3.5”HDD	 FAN	

2.5”HDD	 SSD	 USB	

MEMは3.3V	
内蔵CHIPは1V前後	

CPUその他CHIPは	
1V前後	

広範囲に使われて	
いる電圧は5V	

AC100V	
AC200V	

DC/DC	
ｺﾝﾊﾞｰﾀ	

DC/DCコン	
POL	

DC/DCｺン	
POL	

標準的な電源	

整流	
	

交流は蓄積が出来ない｡直流の蓄積は簡単	
電圧変換は交流が簡単｡直流の電圧変換は大変	
直流の電圧変換は､DC/DCコンが簡単&効率がよい	

12v	
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内蔵UPS	

50℃環境動作	
 エアコン不要	

CPU  Intel Corei7	
2.4-3.4GHz 4Core 8th	

MEM          16GB	

３電源対応	
交流、直流、	

内蔵単３電池x10本	

電力は	
従来機の1/2-1/3	

Ave.60～80w	
両面実装	

DC12/24V	
入力	

AC100V/200V入力	

HDD/SSD	
PCIeCARD	

ＮＸ１３０Ⅳ (試作機）	

電池BOX	

LVDC ３電源 (交流、直流、内蔵電池）　 NX130Ⅳ	

AC100V/200V電源  　と　内蔵電池	 ACラインのＵＰＳを廃止	  

DC電源（12V/19V/24V)　と　内蔵電池	   DCラインのＵＰＳを廃止	  

HVDC＋DC12Vサーバ対応	 DC１２Vサーバ・リコメンド	  

AC電源  と　内蔵電池　と　直流電源の　３電源対応　	
通常はAC電源。瞬停対策に内蔵電池	  

停電時に外部直流発電	  
再生可能直流エネルギ（DC電源）　と　	  
AC電源　と　内蔵電池　の３電源対応	

昼間は太陽電池直結、夜間雨曇天時はAC	  
ACの瞬停対策に内蔵電池	  
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NX13OIV	  
	  x	  512台 	

UPS用内蔵電池	

2TB(HDD)x4 	
or 1TB(SSD)x4  	

16GB MEM	

iCore7 4Core8th	

DCIMによる監視管理	
IC-CARDの入退出管理	
監視カメラ自動映像記録	

SCR（内気循環外気冷却）x8式	

消火設備	

LVDC-48　	
DC48V+UPS	
SCRへ給電	

NFH20feetコンテナ + NX130Ⅳx512台　75％の電力削減	

2000CORE・４PB(HDD)搭載	
　 年間PUE1.1以下で稼働	
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　　	原発止めますか	 スマホ止めますか	

答えは出ています	

ビットバーンで電気は不足します	
	

原発を止めて、便利な生活を守るには	
	

当社の技術と製品を導入　すれば解決	
	

そうで無ければ、原発とスマホは両立しません	


