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データセンタ・通信ビルの省電力

化に向けた取り組み

近年，クラウドサービスの発展によ

り，データセンタの消費電力は毎年増

加しています．データセンタにおける消

費電力の内訳の例として，ICT装置

45％，空調30％，電源装置18％と

なっており，これらで全体の消費電力

の大部分を占めています（1）．NTTは

データセンタ・通信ビルの省電力技術

としてDEMS（Data center Energy

Management System）を研究開発

しています（2）．DEMSの空調とICTの

制御技術として，複数の空調を連係さ

せ，かつICT装置の処理負荷を適切に

配分してICT装置・電源装置と空調

の消費電力を削減するICT－空調連係

制御技術，データセンタ内の大量の装

置情報を処理するデータ高速処理技術

の研究を進めています．

DEMSによるICT－空調連係制御

の概要を図１に示します．DEMSは

データセンタ内の温度・電力情報の可
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データセンタエネルギー管理システム（DEMS）の
ICT－空調連係制御技術による省電力への取り組み

NTT環境エネルギー研究所ではデータセンタや通信機械室の省電力技術
としてDEMS（Data center Energy Management System）の研究開発に取り
組んできました．本稿では，新たな省電力技術として空調消費電力最小則に
基づく複数空調連係制御とさらにその効果を拡大するICT装置との連係制御，
そして大規模データセンタへ適用できるデータ高速処理技術について紹介し
ます．
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図１　DEMS による ICT －空調連係制御の概要 
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視化を行う可視化サーバ，ICT－空調

連係制御を行うサーバ，データ高速処

理組込モジュールで構成されます．可

視化サーバはICT装置の内部センサ情

報を利用して外付けのセンサなしで温

度・電力・負荷情報を収集し，デー

タセンタ内の温度や消費電力情報を装

置単位で高精細に表示します．ICT－

空調連係制御サーバは可視化サーバの

センサ情報を基に空調やICT装置の消

費電力が最小となる最適な空調設定や

ICT装置の最適な負荷配置を計算し，

空調を制御したりクラウド基盤による

ICT装置の仮想環境制御や電源装置

の制御を行います．データ高速処理組

込モジュールはICT－空調連係制御

サーバにより計算された最適空調設定

や最適負荷配置とセンサ情報の対応表

（コードブック）とのパターンマッチン

グにより最適化を再計算することなし

に，高速に最適空調設定と最適負荷

配置を実行します．

ICT－空調連係制御技術

従来，データセンタや通信機械室に

おける空調機は基本的に自律運転さ

れていました．NTT研究所ではNTT

ファシリティーズと共同で，ICT装置

と複数の空調機を連係制御することに

より冷却効率を向上させる取り組みを

してきました．最適な空調設定を決定

する問題は，各ICT装置の温度がそれ

ぞれ設定された上限値を超えない条件

を満たし，消費電力が最小となる各空

調設定の組合せを見つけ出す最適化問

題として定式化できます．複数空調連

係制御のフローチャートを図２に示し

ます．

この制御のためには，まず空調機の

設定変更に対してICT装置の温度を推

定する技術が必要になります．各空調

機の温度変化と各ICT装置の温度変

化の関係について運用中に得られる

データを分析することにより，温度推

定式を導出することができます．

もう１つ必要な技術として，空調機

の消費電力モデルがあります．このモ

デル化にはさまざまなパラメータが影

響するため厳密なモデル式を導き出す

のは困難で，また計算コストがかかる

という問題があります．

上記制御フローによる空調の省電力

化を実証するために，まず温度推定お

よび空調機消費電力を空調設定温度

の線形モデルとしたケースを評価する

こととしました．空調９台，1 000台

以上のサーバが稼動しているサーバ

ルームにおいて，試作ソフトを用いた

自動制御システムを構築し，実験した

結果を図３，４に示します．各ICT装

置の温度を適正に維持しながら（27

℃以下）平均PUE（Power Usage

Effectiveness）（3）として1.225が得

られました．外気温が低い時季でアイ

ルキャッピング＊を施設しているため優

位なPUEが得られる環境下ではありま

すが，線形モデルの温度推定および消

費電力モデルであっても実用的な性能

が得られることを実証しました．

複数空調をバランスさせて制御する

ことに加え，ICT装置の負荷配置を

制御するICT－空調連係制御により，

データセンタの消費電力をさらに削減

できると考えています．ICT装置をク

ラウド基盤を経由して制御することで

稼動台数を削減でき，それに応じた空

調の冷却負荷を低減します．また，稼

動しているICT装置の負荷配置を制御

することによって空調の冷却効率を向

上させます．このように，ICT－空調

連係制御技術によりICT装置全体の消

費電力を削減すると同時に空調の消費

電力を削減することも可能となります．

ここで，稼動ICT装置をどのように決

図２　複数空調連係制御のフローチャート 
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定するか，あるいは負荷をどのように

配置するかが問題となります．一般的

なデータセンタではICT装置の排気は

自他ICT装置の吸気に回り込み，それ

が空調の冷却効率を低下させる要因と

なっています．排気の回り込みができ

るだけ少ない負荷配置にすることが，

空調の消費電力を削減する有効な手段

となります．

DEMSはこのような空調とICT装

置間の温度関係を記述した温度推定

モデルを持ち，ある負荷配置でのICT

装置の温度を予測します．また，クラ

ウド基盤などにより提供され，クラウ

ドサービスとそれに必要なICT装置の

関係を記述したICT情報モデルを利用

することにより，必要なクラウドサー

ビスを実現する負荷配置の制約条件

を設定します．ICT装置・電源装置と

空調の消費電力モデルを求め，温度推

定モデルとICT情報モデルにより得ら

れる温度制約条件と負荷配置制約条

件を満たす消費電力最小の空調設定

と負荷配置を計算します．計算した負

荷配置をクラウド基盤に送信しICT装

置と電源装置を制御し，計算した空

調設定に従い空調装置を制御しま

す（図５）．

ICT装置の排気回り込みが大きい場

所と小さい場所があるデータセンタに

おいて，負荷配置制御をせずに均一に

負荷を配置した場合，回り込みが大き

い場所付近のICT装置の温度は小さい

場所付近のICT装置よりも上昇しホッ

トスポットを形成します．空調はすべ

てのICT装置がある温度以上にならな

いよう，すなわちホットスポットを解消

するよう制御するため，回り込みが大

きい場所のICT装置に比べて回り込み

が小さい場所付近のICT装置は過冷却

状態となります．このように負荷配置

制御をしないと，複数空調連係制御を

行っても過冷却状態のICT装置が存在

し空調の消費電力は大きくなってしま

います．これに対し，回り込みの小さい

場所に高負荷を配置し，大きい場所に

低負荷を配置すると，ICT装置間の温

度差が低減し，複数空調連係制御と組

み合わせて最適な空調設定を計算し，

過冷却状態が解消されます（図６）．

実際のシステムでは，排気の回り込み

の大小は空調とICT装置間の温度関係

を記述した温度推定モデル内に反映さ

れます．ICT装置の温度は空調設定と

負荷配置の関数として与えられ，ICT

装置がある温度上限以下という条件を

満たし空調の消費電力が最小となる空

調設定と負荷配置の組合せを計算し

ます．この最適計算は数理計画法など

の手法を利用して計算します．

時系列数値データ高速処理技術

データセンタや通信機械室でDEMS

図４　測定温度分布 
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図３　１時間ごとのPUEと外気温の関係 
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が情報収集するICT装置の数は数千に

も及び，温度や消費電力情報を収集

するために数千の規模で外付けのセン

サを設置する場合，コストおよびセン

サ機器の故障が問題となります．この

問題に対して，ICT装置の温度や消費

電力等の内部情報をSNMP（Simple

Network Management Protocol）

やIPMI（Intelligent Platform Man-

agement Interface）で収集すると，

低コストで信頼性の高いセンサレスな

システムを構築することが可能となり

ます．また，大規模データから多数の

空調の最適設定とICT装置の最適

負荷配置を計算する場合，計算コス

トの大きさに合わせてスケールアウト型

のアーキテクチャを用いたハードウェア

を構成（サーバを増やして負荷分散処

理する方法）すると，消費電力やコス

トが大きくなり，いかに省電力・低コ

ストにデータ処理するかが課題となり

ます．

これらの課題の解決のため，低消費

電力化に資するスケールアップ型アー

キテクチャに着目し，SNMPによる

MIB（ Management Information

Base）や，IPMIから得られる情報を

収集可能とするインタフェースを実装

し，それらの情報を基に消費電力が最

小となる空調制御ならびにICT装置の

負荷配置制御などを高速で実行する時

系列数値データ高速処理モジュールを

DEMSのデータ収集層（下位層）に

図５　ICT－空調連係制御における空調設定および負荷配置の最適化 
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実装します（図７）．

本モジュールは空調機グループコン

トローラAGCU（エアコングループコ

ントロールユニット），MIB，IPMIと

のインタフェースアダプタを実装し，空

調データ，ICT装置内部データ，その

ほかの外付けセンサデータを収集しま

す．空調制御やICT装置負荷配置制

御をするために，上位サーバで最適計

算された計算結果と入力データから

生成されるコードブックを管理してい

ます．センサデータで構成される入力

データをキーとしてコードブックとのパ

ターンマッチングを行う学習ベクトル

量子化法により，計算コストの大きな

最適化を再計算することなしに準最適

な空調設定や負荷配置を求め，インタ

フェースアダプタを通じて空調やクラ

ウド基盤に送信して空調とICT装置の

制御を行います．本モジュールでの計

算処理はインメモリで実行しデータ

ベースアクセスをしないため高速処理

が可能となっています．また，組合せ

計算などの計算コストの大きな最適化

計算をせず，準最適解ながら計算コス

トの小さなアプローチを採用すること

により低コストなハードウェアで構成

することが可能と考えています．

今後の展開

NTT研究所では，これまでに述べた

空調・ICT制御技術を柱としてクラウ

ド基盤と連係し，省電力データセンタ

の実証実験をしていきます．
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データセンタの省電力化を推進するうえ
でDEMSの役割はますます重要となってい
ます．我々は長年培ってきたグリーン化技
術を通じて，DEMS研究開発をさらに発展
させていきます．
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図７　時系列数値データ高速処理技術の機能構成 
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