
通信ビル・データセンタのスマートエ

ネルギーマネジメントへの取り組み

NTTが消費するエネルギーの90％以

上は電力であり，今後上位サービスの

進展によってデータセンタも増加する

ことが予想され，低CO2排出・省エネ

ルギーへの取り組みがますます重要に

なります．

通信ビル・データセンタのスマートエ

ネルギーマネジメントの全体像を図１

に示します．ICT装置の省エネ化につ

いては，最新のCPUは負荷に追従し

て動作周波数やコア電圧を変えること

で不要な電力を削減できるようになっ

てきています（1）．また，ルータ・スイッ

チについても動作クロック周波数の可

変技術，未使用ポートや回線インタ

フェースの電源供給を停止することで

省電力化できるようになってきていま

す（2）．さらに，空調装置については，

装置の性能改良とアイルキャッピン

グ（3），＊などにより空調環境を高効率

化する取り組みも行われています．給

電システムにおいては，直流高圧給

電による電源装置の効率化技術が開

発されています（4）．
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通信ビル・データセンタの
スマートエネルギーマネジメント

データセンタや通信機械室の省エネルギー化に対しては，サーバやルータ
等の低消費電力化，機械室空調機の高効率化，高圧直流給電などのさまざま
な技術が開発されています．NTT環境エネルギー研究所ではそれらの技術を
統合・協調制御することで一層の低エネルギー化を達成する，通信ビル・
データセンタのスマートエネルギーマネジメント技術に取り組んでいます．
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DEMS 気流制御 省エネルギー

＊アイルキャッピング：ラック列間の通路を壁や
屋根で区画し，IT装置への給気と排気を分離す
る気流制御装置．
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図１　通信ビル・データセンタのスマートエネルギーマネジメントの全体像 
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NTT研究所では，そうした個々の

装置に対する省エネ技術だけでなく，

空調機が効率的な動作を行えるように

CPUの負荷配置やネットワークトポロ

ジを動的に制御するICT装置タスク配

置制御，熱源の配置に対する追従性

を向上させるICT装置連携空調制御，

スタンバイ機器に対する不要な電力供

給を停止する電源供給制御，およびそ

れらを統合的に協調制御する技術

DEMS（Data center Energy Man-

agement System）の研究開発に取

り組んでいます．また，DEMSを実現

し，効果を検証していくために，NTT

が保有する網方式・オペレーション，

空調ガイドライン，給電ガイドライン

などの反映と効果検証を進めています．

ICT装置タスクの配置制御

現在の先端的なデータセンタでは，

サーバ仮想化技術を用いて負荷の変動

に応じて，論理的にサーバの増減を行

うことで電力の最適化が図られていま

す．例えばデータセンタ内の25％の

サーバが稼動すればサービス提供可能

な負荷状況の場合，その25％のサー

バに処理を集約し，ほかのサーバを停

止することで電力を削減することがで

きます．

一方，空調機側からサーバを熱負荷

としてみると，空間的に集中した配置

よりも，熱負荷が均等に分散している

ほうが熱溜まりや過冷却が生じにくく

効率的な運転が可能になります．熱流

体シミュレーションによる解析例を図２

に示します．図２（a）は熱負荷に偏り

があるため，熱溜まりと過冷却が発生

しています．図２（b）は熱負荷を分散

することで，熱溜まりや過冷却がなく

効率的な空調運転が可能になることを

示しています．

サーバ集約時にはサービスを提供し

ていないサーバはOSが起動していな

い状態でも一定の電力を消費します．

サーバ・空調・給電の協調制御では，

こうしたスタンバイ状態にあるサーバ

の電源供給を停止するとともに，給電

装置も部分的に停止させることで電力

を削減します．

データセンタについては，多地点の

データセンタ間でサーバ仮想化やDRBD

（Distributed Replication Block

Device）（5）を適用した広域リロケー

ションによる消費電力削減，ネット

ワークについては，トラフィック観測

との連携による動的経路切替えやイン

タフェース，装置の停止による省エネ

ルギー化の研究開発についても取り組

んでいます．

ICT装置と空調機の連携制御

近年の省エネルギー化の取り組み

により，最新のICT機器は負荷に応

じて消費電力を自動的に制御するよ

うになってきました．このため，発熱

量に追従して無駄のない冷却を行う

空調制御システムとして，米Vigilent

社のFACS（Federspiel Advanced

Control System）などが開発されて

います（6）．

FACSは室内に多数設置した温度セ

ンサの情報を収集することで，各温度

センサに対する各空調装置の影響度を

解析し，複数台の空調機の協調運転

を実現しています．

NTT研究所では，さらに熱負荷の

変動を推定することで，効率的な空調

運転を実現する「プロアクティブ空

調制御技術」の研究開発を進めてい

ます．

プロアクティブ空調制御の概念を

図３に示します．温度センサによる空

調機運転では，ICT機器の負荷変動

図２　熱負荷の平均化による空調環境の改善 

（a）　負荷を集中的に配置した場合 
 

（b）　負荷を分散配置した場合 
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により，発熱量が変化しても温度変化

を検知するには時間遅れが発生するた

め，ICT機器を安全に動かすには，給

気温度にマージンを持たせる必要があ

ります．

プロアクティブ空調制御技術では，

CPU使用率やトラフィック量などの

ICT機器の特徴量を収集し，発熱量

の変化を推定し，発熱量に追従するよ

うに空調機を制御します．これにより

給気温度のマージンが減り，空調機電

力の削減が可能になります．

空調機間の連係制御

機械室には通常，複数台の空調機

が設置されますが，個々の空調機は内

蔵したセンサ情報によって自律運転し

ているため，隣接した空調機間の干渉

による効率低下の問題があります．３

台の空調機を自律運転した場合と連係

させた場合の実験結果を図４，５に示

します．非連係時には１台の空調機の

みが冷気を供給し，残りの２台は送風

運転を行うという状況が発生していま

した．そこで，手動で負荷を分散する

ような動作に設定することで効率を改

善できることが分かります．

こうした実験結果を踏まえて，自動

的に複数の空調機が連係動作する「空

調連係制御技術」についてNTTファ

シリティーズと協同研究を開始してい

ます．

空調連係制御の概要を図６に示し

ます．空調連係制御サーバは，機械室

内に設置された多数の温度センサによ

り各地点における気温を測定し，各空

調機からの影響度を評価します．また，

温度センサごとに設定した制御目標温

度の範囲内で，複数台の空調機の消

費電力の合計が最小になるように空調

機に負荷を分散します．この空調連係
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図３　プロアクティブ空調制御の概念 
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図４　 空調運転のバランス調整効果（効率の改善） 
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図５　空調運転のバランス調整効果 
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制御により複数の空調機が理想的に連

係して効率的に機械室を冷却すること

ができます．

気 流 制 御

空調制御等が有効に機能するには，

ラックや機器の配置が適正な環境であ

る必要があります．ラックマウント型

のサーバについてはほとんどのものが，

前面給気・背面排気となっています

が，ネットワーク装置では，前面給

気・背面排気，下方給気・上方排気

や側面給気・側面排気の装置が混在

しています．

ラックへの給排気は前面給気・背面

排気が望ましいため，こうした給排気

面の異なる装置をラックに搭載するた

めには付加的にディフューザと呼ばれ

る部材が必要になります．ラックに既

搭載の装置に対しても施工の容易な

ディフューザについて研究開発を進め

ています．

また，アイルキャッピングには，設

置コストおよび設置後のICT機器のメ

ンテナンスに課題があります．そこで，

熱流体力学の知見を用いることでより

簡易な施工で同等の効果を持つ気流

制御技術の研究開発を行っています．

ラックの上面に取り付ける気流制御板

（ヘッドフィン）の例を図７に示しま

す．ヘッドフィンにより排気の給気側

への回り込みを抑制することができ

ます．

今後の展開

NTT研究所は，低CO2排出・省エ

ネルギー社会の実現に向けて，DEMS

のような機器制御技術や気流制御技術

について研究開発を進めていきます．
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図６　空調連係制御の概要 
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図７　ヘッドフィンによる気流制御 


