
32 ビジネスコミュニケーション　2020  Vol.57  No.12

特集 IOWN に向けた光＋ソフトウェアによる革新的な研究開発に取り組む
NTT ネット ワークサービスシステム研究所特集 IOWN に向けた光＋ソフトウェアによる革新的な研究開発に取り組む
NTT ネット ワークサービスシステム研究所

　

近年 IPトラヒックは指数関数的に
増加しています。昨今サーバ CPUの
性能向上は頭打ちになっていることな
どから、現状のサーバハードウェアの
電力効率で試算するとデータセンタ運
用に要する電力は 2050年に 4,000
倍になると予想されています [1]。
IOWN で は APN（All-Photonics 

Network）によるトラヒック伝送のオー
ル光化による電力削減を提唱していま
すが、APNが実現されればネットワー
クを流通するデータ量が爆発的に増
加することが見込まれるため、それら

の処理／蓄積に使用され
るサーバ基盤が消費する
電力が課題になることが
予想されます。

従来のサーバにおける省電力化の
アプローチとしては、負荷に応じて
CPUの周波数や電圧を制御すること
で電力低減を図る DVFS（Dynamic 

Voltage and Frequency Scaling）や冷
却ファンコントロールなど、ハード
ウェア的なアプローチが主でした。
しかしながら、これらハードウェ
ウェアによる省電力化には限界があ

るため、将来に向けては
ソフトウェア制御を主体
として電力効率を向上さ
せるアプローチを検討す
る必要があると考えてい
ます。

NTTネットワークサービ
スシステム研究所が提唱
するパワーアウェア動的配
置制御技術（図 1）では、
分散された GPU/FPGA

等のアクセラレータデバイスに対して
ネットワークワイドで処理をオフロード
することで、電力あたりの処理効率を
飛躍的に向上させる「アクセラレータ
最適活用技術」と、省電力 CPUや
アクセラレータ等の多様な計算資源が
混在するサーバ基盤において電力的
に最適な構成になるようにシステムを
構成するソフトウェアコンポーネントを
配置することで省電力化を図るととも
に、負荷や給電状況変動に応じた自
律的な稼働ハードウェアの選択やシス
テムの縮退制御等により不安定な再
生エネルギー発電を最大限に活用可
能なサーバ基盤を実現する「再生エ
ネルギー活用型サーバ基盤技術」の
研究開発を進めており、これらの技術
を確立することで IOWN時代のサー
バ基盤における消費電力の課題解決
をめざしています。

サーバ基盤における電力効率の
重要性

IOWN時代の高度なデータ処理サービスを実現するためのサーバ基盤においては、大容量データをリアルタイムに処理
可能な高い処理性能と省電力化を両立させる必要があります。本稿では多様な計算資源（省電力CPU、アクセラレータ等）
の処理に応じた柔軟な組み合わせと、電力モニタリング／フィードバック制御による処理の配置最適化によりソフトウェ
アベースでのサーバ基盤の省電力化／電力効率最大化を実現するパワーアウェア動的配置制御技術を紹介します。

6 パワーアウェア動的配置制御技術

IOWN時代のサーバ基盤において省電力と高性能の
両立を実現するパワーアウェア動的配置制御技術
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図 1　パワーアウェア動的配置制御技術
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近年、データ分析や機械学習のよ
うな複雑な計算処理に対して CPU

だけでなく、GPUや FPGAのような
アクセラレータを活用するケースが増
えてきています。アクセラレータは一
般的に処理に対する汎用性が低い代
わりに、得意な処理に対しては CPU

に対し 100 倍以上の効率で処理が
可能な場合があります。現状、アク
セラレータを利用する際には CPUで
実行されているプログラムの一部を
OpenCL等の APIを通してアクセラ
レータにオフロードする利用方法が一
般的です。この場合、プログラムを
処理しているCPUと同一サーバハー
ド上に空き状態のアクセラレータが
存在しなければ処理をオフロードさせ
ることができません。
アクセラレータ最適活用技術は、
従来技術のように物理的な接続構成
に縛られず、ネットワーク上に分散配
置された遠隔のアクセラレータを、ま
るでローカルに配置されているように
オーバーヘッドを少なく高速・低遅延
に利用可能とすること、及び、複数
ユーザからアクセラレータを共用利
用可能とすることでアクセラレータの
利用効率を更に高める技術です。こ
れにより、従来のサーバ基盤では物
理的な制約でアクセラレータ利用が
できない状況を解消し、電力効率が
CPUより圧倒的に高いアクセラレー
タでの処理の割合を高めることによ
り、サーバ基盤の電力効率を大幅に
改善させることをめざしています。

現在のサーバハードウェアは常時

低電力稼働を実現することができま
す。 図 2 の グ ラ フ は 15 台 の
Raspberry Pi 4と一般的なラックマ
ウントサーバでサーバクラスを構成
し、負荷に応じてシステムをマイグ
レーションさせたときの消費電力を
表しています。Raspberry Piクラス
タで処理を行っている低負荷状態
（サーバは OFF状態）は、サーバの
アイドル時の電力（およそ 150w）
よりも低い電力で処理を実施できて
いることがわかります。このように、
電力的に特性の異なる複数のコン
ピューティングデバイスを組み合わ
せ制御することで、給電量の変動に
耐性のあるサーバ基盤を実現するこ
とが可能であると考えています。

本稿では IOWN時代のサーバ基
盤における電力面の課題を解決すべ
く検討を進めているパワーアウェア
動的配置制御についてご紹介させて
いただきました。今後もソフトウェ
ア技術による省電力化／電力効率改
善のアプローチを引き続き検討し、
IOWNが掲げる電力 1/100という
目標達成に向けた研究開発を推進し
ます。

安定的な電力が給電される
ことを前提に設計されてい
ます。一般的なサーバハー
ドウェアはアイドル時でも
高負荷時の 6～ 7割程度の
電力を消費するので、多数
のサーバを稼働させるデー
タセンタはトラヒックが少
ない状況においても常に大
容量の電力を安定的に供給
できる必要があります。近
年、データセンタへの給電に再生エ
ネルギーを活用する動きがありま
す。データセンタ近傍の再生エネル
ギー発電設備から電力供給を行うこ
とで、化石燃料による発電への依存
度を減らし CO2排出を削減するこ
とが期待できます。しかしながら前
述の通り現状のサーバハードウェア
は常に安定的な電力供給が必要で
あるため、太陽光発電のような発
電量が不安定な再生エネルギーの
みで長時間安定稼働させることは困
難です。
再生エネルギー活用型サーバ基盤
技術では電力のモニタリングとシス
テム配置制御のフィードバックルー
プにより電力観点でシステム構成の
最適配置制御を常時実施し、サーバ
基盤の消費電力削減や給電量に応じ
たデバイス選択を継続的に実現しま
す。一例として、一般的なサーバハー
ドウェアと Raspberry Piのような低
電力で稼働可能なコンピューティン
グデバイスとを組み合わせたヘテロ
サーバクラスタを実現し、給電量の
低下が見込まれる状況においてサー
バ上で稼働しているシステムを低電
力なデバイス側にマイグレーション
させることで、一般的なサーバハー
ドだけでは実現できないレベルでの
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図 2　再生エネルギー活用型サーバ基盤技術における
省電力化制御の一例
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