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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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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。
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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。
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