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Ｐ０８０１７ 
（エネルギーイノベーションプログラム） 

「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）」基本計画 

 
省エネルギー部 

１．研究開発の目的・目標・内容 
（１）研究開発の目的 

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、情報量の増大に伴い、ネットワーク機器、サー

バ、ストレージ、ＰＣ及びディスプレイなどのＩＴ機器の個々の電力消費も膨大なも

のになると想定されている。試算によると、ネットワーク機器やサーバ、ストレージ

等、これらＩＴ機器全体では２０２５年には現在の５倍、２０５０年には１２倍にな

るとされている。 
一方、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ており、今後は消費電力低減が新たな競争軸になりつつあ

り、ＩＴ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。 
そのため、平成１９年１０月２９日に開催された第７０回総合科学技術会議におい

て、ＩＴ各機器の省エネルギーに加えて、ネットワーク全体で効果を発揮する省エネ

ルギー技術を中心とした、データセンタ、サーバ、ネットワーク機器に対する中長期

を見据えた革新的省エネルギー技術の研究開発アプローチが期待されている。 
新・国家エネルギー戦略（平成１８年５月）では、３０％以上のエネルギー消費効

率を改善していくための方策として、長期的視点に立った省エネルギー技術戦略を策

定し、省エネルギー技術開発及び支援の重点化を行うことが示され、２０３０年に向

けて、省エネルギー技術戦略２００７がとりまとめられている。 
省エネルギー技術戦略２００７には、省エネ型生活情報空間創生技術が重点技術分

野とされ、通信機器等そのものの省エネルギー化と、大容量・高速通信を低消費電力

で実現するためのネットワーク関連技術の研究開発が重点技術課題として取り上げら

れている。 
また、平成１９年度に提案されたＣｏｏｌ Ｅａｒｔｈ  ５０では、世界全体のＣ

Ｏ２の排出を現状から２０５０年までに半減という長期ビジョンとその達成のための

革新的技術開発として、「Ｃｏｏｌ Ｅａｒｔｈ  ―  エネルギー革新技術計画」の策

定が行われ、重点的に取り組むべきエネルギー革新技術として「省エネ型情報機器・

システム」がうたわれている。 
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
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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（２０１３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、「エネルギー利用最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。 
本技術の確立により、データセンタ及びネットワークの３０％以上の年間消費電力

量が低減されるのみならず、共通基盤技術の形成、産業競争力の強化、新規産業の創

出にも資する。 
 
（２）研究開発の目標 

データセンタの年間消費電力量を３０％以上削減可能なエネルギー利用の最適化を

実現するデータセンタに関する基盤技術と、ネットワーク部分の年間消費電力量を３

０％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

る要素技術を、平成２４年度までに確立する。 
最終目標及び中間目標の詳細については、別紙研究開発項目のとおり。 

 
（３）研究開発の内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に

基づき研究開発を実施する。 
なお、研究開発項目の一部について「ステージゲート方式」を採用する。 
 

[委託事業、共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率１／２又は２／３）]   

※を付記した研究開発項目については、平成２３年度以降は、共同研究事業（ＮＥ

ＤＯ負担率１／２又は２／３）として実施する。 

 

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 
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 

※イ）ストレージシステム向け省電力技術の開発  

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 

ｃ）データセンタの電源システムと最適直流化技術の開発 
ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価 

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 
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 
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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 
 
２．研究開発の実施方式 
（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥ

ＤＯ」という。）が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組合、公益法人等の

研究機関（原則、本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、

国外の企業等（大学、研究機関を含む）の特別の研究開発能力、研究施設等の活用

又は国際標準獲得の観点から国外企業等との連携が必要な部分を、国外企業等との

連携により実施することができる。）から公募によって研究開発の実施者を選定後、

委託又は共同研究により実施する。各実施者がそれぞれの強みを生かした最適な共

同研究体制を構築するとともに、必要に応じて再委託先を設定するものとする。ま

た、各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活用により効率

的な研究開発の推進を図る観点から、プロジェクトリーダーとして、平成２０年度

から平成２２年度までは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
井俊浩氏を置き、平成２３年度から、プロジェクトリーダーを独立行政法人産業技

術総合研究所 情報技術研究部門 研究部門長 関口智嗣氏に変更して実施する。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にサブプロジェ

クトリーダーとして平成２０年度から富士通株式会社 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、及び平成２３年度から独立行政法

人 産業技術総合研究所 情報技術研究部門 副研究部門長 伊藤智氏を、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にサブプロジェクト

リーダーとして平成２０年度からアラクサラネットワークス株式会社 CTO 林剛

久氏、平成２０年度から平成２２年度までは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 （平成２３年

度から 三木和穂氏）、及び平成２３年度から独立行政法人 産業技術総合研究所 情
報技術研究部門インフラウェア研究グループ長 工藤知宏氏を置き、密接な関係を維

持するとともに、それぞれの研究開発項目における達成目標を実現すべく研究開発

グループごとに研究開発を実施する。 
 
（２）研究開発の運営管理 

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



4 
 

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。さらに研究実施主体が競争的に研究開発を

行うことによりイノベーションを加速させることを目的として、研究開発項目の一

部について「ステージゲート方式」を導入する。具体的には、複数の研究開発グル

ープから異なる原理、方式等の提案があり、現段階ではその性能、機能等が実証さ

れておらず、かつ必ずしもそれらの優劣が明確でない場合には、その研究開発項目

については複数の研究開発グループに委託を行うこととするが、プロジェクト実施

期間の最初にフィージビリティスタディを行う「第１ステージ」（平成２０年度）と

後半の「第２ステージ」（平成２１～２４年度）に分け、「第１ステージ」の最終段

階に、絞り込み評価を実施する。絞り込み評価では、研究開発目標に対する「達成

度」等を踏まえ、定性的・定量的に評価する。絞り込み評価を踏まえ、「第２ステー

ジ」（平成２１年度以降）では、高く評価された研究開発に絞り、これらを継続して

本格的研究開発に移行させる。絞り込みに当たっては、原則、研究開発項目ごとに、

1 グループに絞ることとする。また、「第２ステージ」に移行するに当たり、研究開

発の進捗状況を踏まえ、必要に応じて、研究開発項目及び実施体制を見直すことと

する。 
 
３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成２０年度から平成２４年度までの５年間とする。ステ

ージゲート方式を導入する場合は、「第１ステージ」の期間を平成２０年度、「第２

ステージ」の期間を平成２１年度から平成２４年度までとする。 
 
４．評価に関する事項 

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へ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年度、事後評価を平成２５年度に実施する。また、中間評価

結果を踏まえ必要に応じプロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。

なお、評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究

開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 
また、上記中間評価とは別に、ステージゲート方式を導入した研究開発項目につ

いては「第１ステージ」の最終段階に絞り込み評価を実施し、「第２ステージ」（平

成２１年度以降）に移行させる。 
 
５．その他の重要事項 
（１）研究開発成果の取扱い 

①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 
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得られた研究成果については、ＮＥＤＯ、実施者とも、普及に努めるものとする。 
 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 
得られた研究開発の成果については、必要に応じ知的基盤整備又は標準化等との

連携を図るため、データベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案

等を積極的に行うとともに、ＩＳＯ等の国際標準の提案にも努めることとする。 
 

③知的財産権の帰属 
委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定等

に基づき、原則として、すべて委託先に帰属させることとする。 
 
（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、国内外

の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発費の

確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研

究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 
 
（３）根拠法 

 本プロジェクトは、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項第一号ハ及び第六号に基づき実施する。 
 
６．基本計画の改訂履歴 
（１）平成２０年３月  制定。 
（２）平成２０年５月  研究開発項目名等に軽微な変更。 
（３）平成２０年７月  イノベーションプログラム基本計画の制定により改訂。 
（４） 平成２０年９月  プロジェクトリーダー及びサブプロジェクトリーダーの委嘱に 

より、研究開発の実施体制に軽微な変更。  
（５）平成２１年３月  研究開発項目名称の変更。 
（６）平成２３年３月   一部の研究開発項目について、委託事業から共同研究事業に変更 
           及びプロジェクトリーダーを変更、サブプロジェクトリーダー2

名を追加。 
（７） 平成２４年１月  サブプロジェクトリーダーの変更により、研究開発の実施体制

に軽微な変更。  
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（別紙）研究開発計画 
 
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」 
 
１．研究開発の必要性 
データセンタにおける消費電力量は、空調系、給電系等が消費する電力量がＩＴ機器そ

のものに匹敵しており、本来のＩＴ機器による消費電力量は全消費電力量の半分以下との

試算がある。また、データセンタを構成している機器の内訳で見ると、電源、サーバ、ス

トレージシステムが多くの電力を消費しているとされている。従って、データセンタの省

エネルギー化を進めるためには、サーバ自身は勿論、空調や給電、ストレージシステムの

消費エネルギー低減が重要である。 
従来のデータセンタにおいては、以下の問題点が指摘されており改善の余地が大きい。 
・サーバの高性能化がますます求められており、消費電力量が増加している。 
・データセンタの空調については、現在は、ＣＰＵを始めとするＩＴ機器や電源等で発

生する熱による温度上昇を防止するために、サーバを納めるデータセンタ全体の空気

を冷却していることから冷却効率が低い。 
・サーバを始めとしたデータセンタ全体へのエネルギー供給源である電源については、

最大負荷時や停電時における安定供給を図ることが優先されているため、エネルギー

使用効率が悪い。 
・ディスクドライブ等のストレージシステムについても同様に、アクセスがあった場合

にいつでも短時間で応答可能なように、アクセスがない場合でも常にアクティブ状態

で電力を消費している。 
一方、次世代のデータセンタにおいては、膨大なコンピューティング能力を背景に、Ｏ

ＳやサーバなどのＩＴリソースやアプリケーションなどの情報サービスを意識することな

く、必要な時に必要な機能を必要な分だけ利用できるクラウド・コンピューティング環境

を提供するために、ＩＴリソースの仮想化や共通化技術などを用いてＩＴ機器の利用効率

改善を図るなど、エネルギー利用の最適化が求められている。 
本研究開発では、ますます強まるデータセンタの低消費電力化への要請に対応していく

ため、サーバのアーキテクチャー、データセンタ及びサーバにおける最適抜熱方式、デー

タセンタの電源システム及びストレージシステムについて、エネルギー使用効率向上の観

点からシステム全体で最適化が図れる要素技術を開発し、エネルギー利用の最適化を実現

するデータセンタに関する基盤技術の確立を行う。 
 
２．研究開発の具体的内容 
エネルギー利用の最適化を実現するデータセンタに関する基盤技術の確立を行うため、

データサーバの最適構成と進化するアーキテクチャーの開発、最適抜熱方式の検討とシス

テム構成の開発、データセンタの電源システムと最適直流化技術の開発を行う。また、こ
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れらの技術開発、研究を通じて得られた成果から、データセンタのモデル設計と総合評価

を行い、トータルなデータセンタ・サーバシステムとしての技術を評価する。具体的には

以下の研究開発を行う。 
 
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

チャーの開発 

将来の進化を想定した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

立するため、以下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う。 
（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（高密度光インターフェース内蔵のスイッチＬＳＩモ

ジュール技術等） 
・筐体内光接続技術（筐体内高密度光配線・コネクタ技術等） 

（イ）ストレージシステム向け省電力技術の開発（データ配置自動最適化技術、格納効

率最適化技術、逐次メディア利用技術等） 
（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リソースの統合・

集約・共通化技術、ＩＴリソースのスケーラブル化・インテグレーション技術等） 
 

ｂ）最適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 
データセンタ及びサーバにおける最適抜熱方式に関する基盤技術を確立するため、以

下の要素技術を開発する。 
・高効率冷却システム技術（高効率冷却・集熱・伝熱・放熱技術等） 

 
ｃ）データセンタの電源システムと最適直流化技術の開発 

データセンタ及びサーバの低消費電力化につながる電源システムに関する基盤技術を

確立するため、以下の要素技術を開発する。 
・サーバにおける情報と電力のダイナミックフロー分析技術 （情報処理量の高速・動

的な観測技術、消費電力量の高速・動的な観測技術、情報処理量と消費電力量との

高速・動的な分析技術等） 
・電源のアダプティブマネージメント技術（サーバ構成機器・デバイスの情報処理状

態に応じた電源コントロール技術、電源負荷状態に応じたサーバ構成機器・デバイ

スのコントロール技術、電源システム最適設計技術等） 
・データセンタ及びサーバの電源システム最適直流化技術（システム最適化設計技術、

直流を利用する上での信頼性・安全性確保に必要な技術等） 
 
ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価 

エネルギー利用最適化データセンタの実現可能性と有効性を評価、確認するために、

以下の検討、設計、試作及びトータルなデータセンタ・サーバシステムとしての技術の
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総合評価を行う。 
・次世代データセンタ・サーバシステムの最適化指標・最適配置の検討、システム・

インフラ基本設計 
・次世代データセンタ・サーバシステムの熱と消費電力のシミュレーション、検証モ

デル試作と評価 
 
３．達成目標 
（１）【最終目標（平成２４年度）】 

データセンタの年間消費電力量を３０％以上削減可能な、エネルギー利用の最適化を

実現する、データセンタに関する基盤技術を確立する。そのために、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最適化を図ることが可能な、以下の要素技

術を確立する。 
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

クチャーの開発 
・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３

０％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）最適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 

・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３

０％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

おける最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最適直流化技術の開発 

・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３

０％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３

０％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最適直流化システム

を確立する。 
ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価 

・上記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

てエネルギー利用最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
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削減を実証する。 
 
（２）【中間目標（平成２２年度）】 

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

クチャーの開発 
・光電気集積インターポーザーや筐体内光接続技術、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。 
ｂ）最適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 
・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。 

ｃ）データセンタの電源システムと最適直流化技術の開発 
・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最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、電源システム最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。 
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を評価できる指標を確立

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

システム・インフラに関する基本設計を完了する。 
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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」 
 
１．研究開発の必要性 

従来のネットワーク・ルータは、情報量の多少に関わらず常に一定の性能で動作して

いる。そのため、情報量が少ない低負荷時や待機時のような本来消費電力が小さくても

良い状況においても、大きな電力を消費をしている。このような待機電力は全消費電力

の８割程度を占めるとの試算もある。 
このため、ネットワークの負荷に応じてネットワーク・ルータの性能を増減すること

により省電力化を図ることも行われているが、現状、性能の増減による省電力モード切

替は、確実に情報量が予想可能な限られたケースにおいてのみ、固定的で限定的に行わ

れているに過ぎない。 
本研究開発では、情報量の減少に応じて動的に省電力モードに切り替わる、革新的な

省エネルギーのネットワーク・ルータ技術につながる要素技術の確立を行う。 
 
２．研究開発の具体的内容 

情報量に応じた動的な性能増減実現のために、情報のダイナミックフロー測定と分析

ツール技術の開発、省エネルギー型ルータ技術の開発とともに、ＩＴ社会を遠望した情

報の流れと情報量の調査研究も併せて行う。また、これらの技術開発、調査研究を通じ

て得られた成果から、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を行

い、トータルなネットワーク・ルータシステムとしての技術を評価する。具体的には以

下の研究開発を行う。 
 
ａ）ＩＴ社会を遠望した、情報の流れと情報量の調査研究 

将来のネットワーク・ルータのあるべき姿を予見するため、以下の要素技術を調査、

研究する。 
・情報化社会未来予測調査（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） 
・次世代・次々世代ネットワーク調査研究（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とそれを満たすネットワークシステム、機器、構成及

び技術等の予測等） 
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 

トラフィック量に応じて動的にネットワーク・ルータの性能を増減させる上で不可

欠な、ネットワーク上を流通する情報量のダイナミックな観測、予測技術並びに転送

性能制御技術を確立するため、以下の要素技術を開発する。 
・トラフィック観測・予測・最適性能予測技術（ルータの入出力トラフィック量、ネ

ットワークのトラフィック量を動的かつ高速に観測する技術、観測トラフィック量
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に基づき、ネットワーク・ルータのトラフィック量を動的かつ高速に予測する技術、

予測トラフィック量に基づき、ルータの最適な転送性能を予測する技術等） 
・電力可視化技術（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） 
・データ流量適応型性能制御技術（複数のエンジンを備え、エンジン性能を多段階に

増減することで省電力モードを実現するマルチエンジンのルータアーキテクチャー、

回路技術、性能増減に起因する通信品質劣化を防止する通信品質確保技術等 
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 

社会インフラとしての革新的省エネルギーネットワーク・ルータシステムの実現可

能性と有効性を評価、確認するために、以下の要素技術の開発及びトータルなネット

ワーク・ルータシステムとしての技術の総合評価を行う。 
・電力最適化ネットワークアーキテクチャー技術（ネットワークトポロジ策定、シス

テム構成機器の機能分担の最適化の検討、ネットワーク・ルータシステムのモデル

設計等） 
・ネットワーク消費電力の総合評価（ネットワーク・ルータシステムの評価モデル開

発、負荷変動に対するネットワーク・ルータシステムの消費電力計測、省エネルギ

ー効果評価等） 
 
３．達成目標 
（１）【最終目標（平成２４年度）】 

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、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 

・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 

・上記ａ）及び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

力を最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
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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。 
 
（２）【中間目標（平成２２年度）】 

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。 
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 

・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、ダイナミックな情報量の観測、予

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。 
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 

・電力最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最適化の検討、ネットワーク・ルー

タシステムのモデル設計を完了する。 


