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Ｐ０８０１７ 

 

平成２２年度実施方針 

 

エネルギー対策推進部 

 

 

１．件 名：プログラム名 （エネルギーイノベーションプログラム） 

（大項目）「グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト 

（グリーンＩＴプロジェクト）」 

 

２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第一号ハ及び同条同項第六

号 

 

３．背景及び目的・目標 

地球温暖化問題は、世界全体で早急に取組むべき 重要課題であり、経済・社会活動と地球環

境の調和を実現するためには、画期的な技術革新が求められている。 

現在、ブロードバンドの普及やＩＴ機器の高度化・設置台数の急激な増加に伴い、ネットワー

クやＩＴ機器が扱う情報量は増大傾向にある。ＩＴの活用による環境負荷低減への貢献が期待さ

れてはいるが、ＩＴ機器が消費する電力も膨大な量が見込まれ、省エネルギー化が重要な課題と

なっている。 

その中にあって、日本及び米国をはじめとした海外でも、今後情報流通の核となるデータセン

タ及びそれを構成するサーバ、ネットワーク機器の消費電力量急増が課題となっている。海外に

おいては、低消費電力化に向けてＩＴ関連企業の垣根を越えたコンソーシアムの動きが活発化し、

今後は消費電力低減が新たな競争軸になりつつあり、データセンタ及びそれを構成するサーバ、

ネットワーク機器に関する省エネルギー技術の開発は、産業競争力の観点からも重要な要素とな

っている。 

このような背景の下、本プロジェクトでは、省エネルギー型生活情報空間創生技術による環境

調和型ＩＴ社会の構築を目的とし、エネルギーイノベーションプログラムの一環として、中期（２

０１３年以降のポスト京都議定書）・長期（２０３０年）・超長期（２０５０年）までを視野にお

き、「エネルギー利用 適化データセンタ基盤技術」及び「革新的省エネルギーネットワーク・ル

ータ技術」について研究開発を実施する。具体的には、データセンタの消費電力量を３０％以上

削減可能なエネルギー利用の 適化を実現するデータセンタに関する基盤技術確立と、ネットワ

ーク部分の年間消費電力量を３０％以上削減する革新的な省エネルギー化を可能とするネットワ

ーク・ルータに関する以下の要素技術確立を目指す。 
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［委託事業］ 

研究開発項目① ｢エネルギー利用 適化データセンタ基盤技術の研究開発｣ 

ａ）サーバの 適構成とクラウド・コンピューティング環境における進化するアーキテクチ

ャーの開発 

中間目標：平成２２年度 

・光電気集積インターポーザー、筐体内光接続技術、ストレージシステム向け省電

力技術、クラウド・コンピューティング技術のような要素技術を用いてこれらの

インテグレーションを検討し、従来比５０％以上の消費電力削減が可能なサーバ

アーキテクチャーの省電力特性と実用性を検証する。 

終目標：平成２４年度 

・データセンタ・サーバシステムトータルとしてデータセンタの年間消費電力量を

３０％以上削減可能とする、光電気集積インターポーザーや筐体内光接続技術及

びストレージシステム向け省電力技術、クラウド・コンピューティング技術のよ

うな要素技術を背景に、これらのインテグレーションを行い、低消費電力なサー

バのアーキテクチャーに関する基盤技術を確立、その省電力特性と実用性を実証

する。 

 

 

ｂ） 適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 

中間目標：平成２２年度 

・データセンタ及びサーバの空調・冷却効率を５０％以上改善可能な、高効率冷却

システム技術に必要な要素技術を開発し、その省電力特性と実用性を検証する。 

終目標：平成２４年度 

・データセンタ・サーバシステムトータルとしてデータセンタの年間消費電力量を

３０％以上削減可能な高効率冷却システム技術を開発し、データセンタ及びサー

バにおける 適抜熱方式に関する基盤技術を確立、その省電力特性と実用性を実

証する。 

 

ｃ）データセンタの電源システムと 適直流化技術の開発 

中間目標：平成２２年度 

・電源のアダプティブマネージメントを実現する上で不可欠な、サーバにおける情

報処理量と消費電力量の高速・動的な測定、分析に必要な要素技術を開発する。

それとともに、レスポンスタイムへの影響が実用上問題ないレベルで、サーバ構

成機器・デバイスの情報処理状態及び電源負荷状態に応じて、電源並びにサーバ

構成機器・デバイスをコントロールすることを可能とする各要素技術を開発し、

電源を含めたＩＴ機器全体の消費電力を２０％以上削減可能な電源のアダプティ

ブマネージメント技術の省電力特性と実用性を検証する。 

・データセンタ及びサーバの電源システム 適直流化設計を行い、従来の交流・直

流システムに比べ、データセンタの消費電力を２０％以上削減可能なことを検証

するとともに、電源システム 適直流化に必要な要素技術を開発し、その実用性

を検証する。 
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終目標：平成２４年度 

・データセンタ・サーバシステムトータルとしてデータセンタの年間消費電力量を

３０％以上削減可能な、サーバにおける情報処理量と消費電力量のダイナミック

な測定、分析技術と、サーバ構成機器・デバイスの情報処理状態及び電源負荷状

態に応じて電源並びにサーバ構成機器・デバイスをコントロールする技術を開発

する。もって電源のアダプティブマネージメント技術を確立、その省電力特性と

実用性を実証する。 

・データセンタ・サーバシステムトータルとしてデータセンタの年間消費電力量を

３０％以上削減可能な、データセンタ及びサーバの電源システム 適直流化シス

テムを確立する。 

 

ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価 

中間目標：平成２２年度 

・データセンタ・サーバシステムトータルの省エネルギー性を評価できる指標を確

立する。 

・エネルギー利用 適化が図れる次世代データセンタ・サーバシステムの 適配置・

システム・インフラに関する基本設計を完了する。 

終目標：平成２４年度 

・ａ）～ｃ）の開発成果を統合し、データセンタ・サーバシステムトータルとして

エネルギー利用 適化が図れる次世代データセンタ・サーバシステムの検証モデ

ルを設計、試作し、データセンタ及びサーバにおける年間消費電力量３０％以上

の削減を実証する。 

 

研究開発項目② ｢革新的省エネルギーネットワーク・ルータ技術の研究開発｣ 

ａ）ＩＴ社会を遠望した、情報の流れと情報量の調査研究 

中間目標：平成２２年度 

・中・長・超長期的な将来における技術、社会、生活スタイル等の予測、ネットワ

ークの利用形態及び利用コンテンツとネットワーク上を流通する情報量の予測等、

情報化社会未来予測調査を完了する。 

・中・長・超長期的な将来における、ネットワークに対する社会ニーズ等の予測を

行う。 

終目標：平成２４年度 

・中・長・超長期的な将来における、ネットワークに対する社会ニーズを満たすネ

ットワークシステム、機器、構成及び技術等を予測し、将来のネットワーク・ル

ータのあるべき姿を具体的に仕様づける。 

 

ｂ）情報のダイナミックフロー測定と分析ツール及び省エネルギー型ルータ技術の開発 

中間目標：平成２２年度 

・ネットワーク・ルータの情報量に応じた動的な性能増減を実現する上で不可欠な、

４０Ｇｂｐｓレベルの高速回線を収容するルータに入出力する情報量の長期変動

に加え、数秒～数分の短期変動に対応可能な、情報量のダイナミックな観測、予
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測技術を開発し、その実用性を検証する。 

・ネットワーク、ルータの消費電力のリアルタイム、アベレージ、ピークなどの情

報取得技術、サーバ－ルータ間のインターフェース技術、ユーザインターフェー

ス技術等の各要素技術を開発するとともに、サーバ・ルータ機能をインテグレー

トに実装した装置を試作し、リアルタイム電力可視化技術を実証する 

・消費電力モードの切替時間が１ｍｓ以下で、性能を４段階以上の粒度で増減可能

な転送性能制御技術を開発するとともに、情報量のダイナミックな観測、予測技

術との結合評価実験により、その実用性を検証する。 

終目標：平成２４年度 

・４０Ｇｂｐｓレベルの高速回線を収容するルータから成るネットワーク上を流通

する情報量の数秒～数分の短期変動に対応可能な、情報量のダイナミックな予測

が可能なことを実証する。 

・ネットワーク上を流通する情報量の長期変動に加え、数秒～数分の短期変動に対

応可能なダイナミックな電力可視化技術を確立する。 

・消費電力モードの切替時間が１ｍｓ以下で、性能を１６段階以上の粒度で増減可

能な転送性能制御技術を開発し、データ流量適応型性能制御技術の有効性を実証

する。 

 

ｃ）社会インフラとしてのネットワークのモデル設計と総合評価 

中間目標：平成２２年度 

・電力 適化ネットワークアーキテクチャー技術の確立に向け、ネットワークトポ

ロジの策定、システム構成機器の機能分担の 適化の検討、ネットワーク・ルー

タシステムのモデル設計を完了する。 

終目標：平成２４年度 

・ａ）～ｂ）の開発成果を統合し、ネットワーク・ルータトータルとして電力を

適化可能なネットワークアーキテクチャーを構築するとともに、ネットワーク・

ルータシステムの評価モデルを開発し、ネットワーク・ルータにおける年間消費

電力量３０％以上の削減を実証する。 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

独立行政法人産業技術総合研究所 研究コーディネータ 松井俊浩氏をプロジェクトリーダー

に、研究開発項目①｢エネルギー利用 適化データセンタ基盤技術の研究開発｣のサブプロジェク

トリーダーとして、富士通株式会社 アウトソーシング事業本部 インテグレーションマネジメン

ト統括部 統括部長付 西川克彦氏及び日本電気株式会社 システム実装研究所 研究所長 橋本雅

伸氏を、研究開発項目②｢革新的省エネルギーネットワーク・ルータ技術の研究開発｣のサブプロ

ジェクトリーダーとして、株式会社日立製作所 中央研究所 情報システム研究センタ ネットワー

クシステム研究部 部長 西村信治氏及びアラクサラネットワークス株式会社 CTO 林剛久氏を置

き、以下の研究開発を実施した。 
 
４．１ 平成２０、２１年度（委託）事業内容 

研究開発項目①「エネルギー利用 適化データセンタ基盤技術の研究開発」 
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ａ）サーバの 適構成とクラウド・コンピューティング環境における進化するアーキテクチャー

の開発 

ア）将来の進化を想定した低消費電力アーキテクチャーの開発 

平成２１年度 ： 筐体内高密度・大容量接続による冷却消費電力削減に必要な光導波路

や光コネクタ部などの部品配置や筐体構造の 適化について設計指針

を明確化した。 

（実施体制：日本電気株式会社） 

イ）ストレージシステム向け省電力技術の開発 

平成２０年度 ： データの配置や格納の 適化を図るシステムの基本設計を終了し、試

作・評価を開始した。ディスクへのアクセス性能が従来に比べ向上す

ることを確認した。 

平成２１年度 ： データの配置や圧縮技術をベースとする逐次化書き込み方式や冗長性

除去システムを設計・開発し、アクセス性能が向上し且つデータ保存

領域以外のストレージ容量が削減できることを実証した。 

（実施体制：富士通株式会社） 

ウ）クラウド・コンピューティング技術の開発 

平成２１年度 ： ＩＴシステムやＩＴリソースの統合・集約・共通化技術となるデータ

蓄積・配置・管理に関する理論モデルや検証プログラムを設計・開発

した。また、分散システムのミドルウエアやプラットフォームのテス

ト環境システムを開発した。 

（実施体制：日本電気株式会社、独立行政法人産業技術総合研究所、株

式会社ＩＩＪイノベーションインスティテュート） 

 

ｂ） 適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 

・冷却ネットワークとナノ流体伝熱による集中管理型先進冷却システムの開発 

平成２０年度 ： 冷却部の構造 適化や冷却作動液の流路設計 適化など各種要素技術

を組み込んだネットワークシステムを設計し、サーバラックレベルで

の冷却実現性についてモデル設計とシミュレーション設計により確認

した。 

平成２１年度 ： ヒートパイプスプレダなど冷却構造の 適化や直接液冷技術による伝

熱促進の改良により、実際に１００Ｗ模擬ＣＰＵに適用できる抜熱シ

ステム技術を確立した。 

（実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所、株式会社ＳＯＨＫｉ、

国立大学法人九州大学、国立大学法人宇都宮大学） 

 

・集熱沸騰冷却システムの開発 

平成２０年度 ： 接触伝熱や沸騰部熱抵抗の低減、循環系システムの開発により、サーバ

実機における冷却電力が６０％削減できた。 
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平成２１年度 ： より沸騰冷却性能や接触伝熱性能の高い技術を開発し、サーバ単体の

冷却電力８０％以上の削減を達成した。モデル計算で空冷データセン

タの冷却電力２０％以上削減を検証した。 

（実施体制：日本電気株式会社） 

 

ｃ）データセンタの電源システムと 適直流化技術の開発 

平成２１年度 ： ５００、２０００ｋＷ直流電源システムのモデル構成を導出し、更に

デジタル制御を用いた高速並列運転制御方式について設計を行い電源

の高効率運転による省電力化を達成するアダプテイブマネージメント

電源システム方式を策定した。 

（実施体制：ＮＴＴファシリティーズ株式会社、三菱電機株式会社、

再委託：独立行政法人産業技術総合研究所、共同実施：国立大学法人

名古屋大学、国立大学法人長崎大学） 

 

ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価 

平成２０年度 ： サーバシステムとデータセンタの省エネルギー性に関する既存の評価方

法及び電源や空調設備のエネルギー消費量の測定法に関する調査を実

施し、サーバシステムとデータセンタの省エネルギーに関する評価指標

の枠組みを開発した。 

平成２１年度 ： 各研究開発項目の開発技術や成果情報を収集・統合し、データセンタの

省エネルギー化のロジックや省エネ指標の策定及び評価方法を開発し

た。 

（実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学、

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ＩＤＣフ

ロンティア） 

 

研究開発項目②「革新的省エネルギーネットワーク・ルータ技術の研究開発」 

 ａ)ＩＴ社会を遠望した情報の流れと情報量の調査研究 

平成２０年度 ： ネットワーク利用形態別に利用・アクセス実態と情報量の関係につい

て動向調査し、トラフィック制御に必要な情報量と情報の性質につい

て技術調査を実施した。 

（実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所） 

 

ｂ）情報のダイナミックフロー測定と分析ツール及び省エネルギー型ルータ技術の開発 

平成２０年度 ： トラフィック量の計測や予測アルゴリズム、情報量に応じたルータの

制御アーキテクチャー技術を設計した。 

平成２１年度 ： トラフィック観測や 適性能予測技術における転送性能の判定精度技

術を開発し、データ流量適応型のルータ制御技術及びソフトウェアの

試作した。 

（実施体制：アラクサラネットワークス株式会社、横河電機株式会社、

株式会社日立製作所、再委託：国立大学法人九州工業大学） 
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ｃ)社会インフラとしてのネットワークのモデル設計と総合評価 

平成２０年度 ： トラフィック特性に適合した制御技術やルーティング技術に必要な仕

組みや技術要件についてモデル設計した。 

平成２１年度 ： トラフィックの変動特性に応じたパス制御基本方式の検討を行い、ま

たカットスルールーティング・ノードシステムの基本機能評価の検討

により、省電力効果の有効性について検証した。 

（実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所、国立大学法人名古屋大

学、日本電気株式会社） 

 

４．２ 実績推移 

 

 平成２０年度 

     委託 

平成２1年度（見込み）

委託 

実績額推移 

需給勘定 

 

１，２８３百万円

 

１，９９０百万円

特許出願件数（件） ２ １８ 

論文発表数（報） ０  ９ 

講演会･学会発表（件） ５ ４２ 

 

５．事業内容 

独立行政法人産業技術総合研究所 研究コーディネータ 松井俊浩氏をプロジェクトリーダーに、

研究開発項目①｢エネルギー利用 適化データセンタ基盤技術の研究開発｣のサブプロジェクトリー

ダーとして、富士通株式会社 アウトソーシング事業本部 インテグレーションマネジメント統括部 
統括部長付 西川克彦氏及び日本電気株式会社 システム実装研究所 研究所長 橋本雅伸氏を、研究

開発項目②｢革新的省エネルギーネットワーク・ルータ技術の研究開発｣のサブプロジェクトリーダ

ーとして、株式会社日立製作所 中央研究所 情報システム研究センタ ネットワークシステム研究部 
部長 西村信治氏及びアラクサラネットワークス株式会社 CTO 林剛久氏を置き、以下の研究開発を

実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。 
 

５．１ 平成２２年度（委託）事業内容 

研究開発項目① ｢エネルギー利用 適化データセンタ基盤技術の研究開発｣ 

 ａ）サーバの 適構成とクラウド・コンピューティング環境における進化するアーキテク  

チャーの開発 

ア）将来の進化を想定した低消費電力アーキテクチャーの開発 

     ・ 光電気集積インターポーザー等の設計・試作、機能の評価 

・ 筐体内光接続技術等のモデル設計、及び熱シミュレーションを用いた電力削減効

果の検証 

イ）ストレージシステム向け省電力技術の開発 

        ・ データ配置自動 適化技術の改良とモデルによる電力削減効果の検証 

・ 格納効率 適化技術の改良とモデルによる電力削減効果の検証 
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・ 逐次メディア利用技術の実用化に向けた仕様検討 

ウ）クラウド・コンピューティング技術の開発 

・ ＩＴシステムやＩＴリソースやの統合・集約・共通化技術のモデル設計と電力削

減効果の検証 
        ・ サーバやストレージ技術とネットワーキング技術の効率的統合化技術の開発 
        ・ ミドルウエアやプラットフォーム等の 適構築・配置技術のモデル開発 

 ｂ） 適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 

 ・ 高効率冷却システムの原理検証モデルの実証  

 ･  高効率冷却システムモデルと空調制御を組みあわせたシステムのモデル設計によ

る省電力特性の検証               

    ｃ）データセンタの電源システムと 適直流化技術の開発 

・ データセンタ及びサーバの電源システムの 適直流化設計に必要な指標の策定、

及び実用レベル相当のモデルを用いた消費電力削減効果の検証 

・ 直流を利用する上での信頼性・安全性確保に必要な要素技術の検討 

・ 電源のアダプティブマネージメントが可能な電源システムのモデル設計による省

電力特性の検証 

ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価 

・ データセンタ・サーバシステムトータルの省エネルギー性の評価・検証が可能な

モデル設計 

・ 次世代データセンタ・サーバシステムの 適配置・システム・インフラのモデル

設計 

・ 次世代データセンタ・サーバシステムモデルによる熱と消費電力削減効果の検証 

 

   研究開発項目② ｢革新的省エネルギーネットワーク・ルータ技術の研究開発｣ 

  ａ）ＩＴ社会を遠望した、情報の流れと情報量の調査研究 

    ・ 中・長・超長期的な将来における技術、社会、生活スタイル等の予測 

・ ネットワークの利用形態及び利用コンテンツとネットワーク上を流通する情報量

の予測 

・ 中・長・超長期的な将来における、ネットワークに対する社会ニーズの予測 

ｂ）情報のダイナミックフロー測定と分析ツール及び省エネルギー型ルータ技術の開発 

    ・ ルータの入出力トラフィック量の動的観測技術の開発 

    ・ 観測トラフィック量に基づきトラフィック量を動的に予測する技術の確立   

・ トラフィック観測量と消費電力の短期変動が測定可能な評価テストモジュールの

開発及び省エネルギーアーキテクチャーの検証 

・ サーバ－ルータ間のインターフェース技術、ユーザインターフェース技術の仕様

開発 

    ・ マルチエンジンのＯｎ／Ｏｆｆによる性能変更方式の省エネルギールータアーキ

テクチャーの設計と省電力性の検証 

ｃ）社会インフラとしてのネットワークのモデル設計と総合評価 

       ・ ネットワークトポロジの基本構成アルゴリズムの開発 

・ システム構成機器の機能分担 適化による省電力効果の検証 
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・ ネットワークとルーティング方式のモデル実装 

 

５．２ 平成２２度事業規模 

需給勘定    １，４７３百万（委託：継続） 

      （注）事業規模については、変動があり得る。 

 

 

６．その他重要事項 

（１）評価の方法 

     ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的

意義並びに将来の産業の波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平

成２２年９月に実施する。 

（２）運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及びプロジェクトリ

ーダー等と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目

的及び目標に照らして、実施期間、研究開発項目及び実施体制の見直しを含めて適切な運

営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置される技術検討委員会や各研究開発項

目の要素技術項目毎に設置予定の分科会等における外部有識者の意見を運営管理に反映さ

せるほか、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗につい

て報告を受けること等を行う。また、プロジェクトリーダー等は、当該報告等を踏まえ、

研究開発グループに対し、適宜指導・助言を行う。  

（３）契約の実施 

平成２０年度及び平成２１年度からの継続案件についてはそれぞれ契約を延長し、平成

２０～２２年度の複数年度契約及び平成２１～２２年度の複数年度契約とする。 

 

７．スケジュール 

本年度のスケジュール：平成２２年９月上旬・・・中間評価委員会 

     
８．実施方針の改訂履歴 

 平成２２年３月２９日 制定。 
 



（別紙） 事業実施体制の全体図 
「グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト」 実施体制 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・アラクサラネットワークス（株） 

・（独）産業技術総合研究所 

・（独）産業技術総合研究所 

・日本電気（株） 

・日本電気（株） 

・（独）産業技術総合研究所 

・(株)NTT ファシリティーズ 

・（独）産業技術総合研究所 

委託 

（再委託）

プロジェクトリーダー 
・（独）産業技術総合研究所 松井俊浩 

サブプロジェクトリーダー 
・富士通（株）        西川克彦  項目①担当 
・日本電気（株）       橋本雅伸  項目①担当 
・（株）日立製作所      西村信二  項目②担当 
・ｱﾗｸｻﾗﾈｯﾄﾜｰｸｽ（株）   林剛久   項目②担当 

・富士通（株） 

ウ） クラウド・コンピューティング技術の開発

ｂ） 最適抜熱方式の検討とシステム構成の開発
 

・（株）ＳＯＨＫｉ 

・九州大学 

・宇都宮大学 

ｄ） データセンタのモデル設計と総合評価 

・日本電気（株） 

・筑波大学 

・ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） 

ｃ） データセンタの電源システムと最適直流技術
の開発 

ａ） ＩＴ社会を遠望した、情報の流れと情報量の
調査研究 

ｂ） 情報のダイナミックフロー測定と分析ツール
及び省エネルギー型ルータ技術の開発 

ｃ） 社会インフラとしてのネットワークのモデル 
設計と総合評価 

・（株）日立製作所 

・九州工業大学 

・横河電機（株） 

・名古屋大学 

・日本電気（株） 

ａ） サーバの最適構成とクラウド・コンピューティング
環境における進化するアーキテクチャ―の開発 

ア） 将来の進化を想定した低消費電力アーキ
テクチャーの開発 

イ） ストレージシステム向け省電力技術の開発

研究開発項目 
① エネルギー利用最適化データセンタ基盤技術の 

研究開発 

研究開発項目
② 革新的省エネルギーネットワーク・ルータ技術の

研究開発 

・(株)IIJ イノベーションインスティテュート 

・三菱電機(株) 

・長崎大学 

・名古屋大学 

・（独）産業技術総合研究所 （再委託） 

・（独）産業技術総合研究所 

（共同実施） 

ＮＥＤＯ

（共同実施） 
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