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Ｐ０８０１７ 

 

 

平成２４年度実施方針 

 

省エネルギー部 

 

 

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項第一号ニ及び第六号ロ 

 

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、共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率１／２又は２／３）］ 

  

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。 

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 

・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 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 

・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 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 

平成 20 年度～平成 22 年度まで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 研究部門長 関

口智嗣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｣のサブプロジェクトリーダーとして、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
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宏氏を置き、以下の研究開発を実施した。 
 
４．１ 平成２０年度～２３年度（委託、共同研究）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（実施体制：日本電気株式会

社） 

平成２１年度 ～２３年度まで、 筐体内高密度化によるボード間信号伝送、及び大容

量接続による冷却ファンの消費電力削減を狙いとして、熱シミュレーションで部品配置

や筐体構造を検討し、その 適化によりサーバ冷却の消費電力を従来比３０％削減する

筐体構造を定義した。また、ボード上高密度配線接続を満足するための光導波路の設計、

筐体との光接続方式、光トランシーバ間接続等の 適化を実施した。これらを統合した

筐体プロトタイプ１次設計、試作を完了した。 

イ）ストレージシステム向け省電力技術の開発（実施体制：富士通株式会社） 

平成２０年度～平成２３年度まで、データセンタの基盤に適用できるブロックストレ

ージレベルでの冗長性除去を リアルタイムで行うために、ストレージの逐次化方式と冗

長性除去方式の設計と開発を行い、消費電力を３０％削減できる見通しを得た。 

また、データセンタで利用されるような大規模ストレージシステムの消費電力削減量の

評価を効率良く行うための冗長性除去率推定手法の基礎検討を行った。 

ウ）クラウド・コンピューティング技術の開発（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） 

平成２１年度 ～平成２２年度まで、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、電力削減効果を検証した。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、それらの 適構築・配置技術のモデル開発を行っ

た。さらに、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

発を行った。これらを踏まえ、平成２３年度では、全体統合にむけた統合システム設計

を開始し、これまで開発したシステムの技術改善事項の抽出と省電力効果を得る為の指

針の作成と、実アプリケーションへの適用評価方法、及び消費電力量の低減方法を作成。

加えて電力系統からの配電状況に基づいた節電アルゴリズムとその運用技術の開発と評

価システムの構築を開始した。 

 

ｂ） 適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 

ア）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（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） 

平成２０年度～平成２３年度まで、薄型流路単相流冷却システムはプラグイン式熱移

動ケーブル、コネクタの開発を進めると共に、熱移動ケーブル技術の完成度を高めた。

実装冷却システムを完成させ更なる薄型化によるプラグイン接続との複合化を目指した
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技術開発に着手した。高性能薄型ヒートパイプは複合冷却システムの完成度を高め、熱

輸送能力 100W 時の熱抵抗値 0.4K/W を確認した。ナノ流体は伝熱性能、経済コスト、環

境負荷などを総合的に評価し、 適なナノ流体の選択を行い、構造、熱物性などの基本

データの取得とともに FC ベースナノ流体の合成についても検討を進めた。 

また、冷却ネットワークによるサーバラックを用いた単相流及び沸騰二相流による冷却

システムの省エネルギーの実証、 適化を行なった。 

イ）集熱沸騰冷却システムの開発（実施体制：日本電気株式会社） 

平成20年度～平成23年度まで、沸騰冷却性能向上に向けた気泡発生核の形成など、

適設計パラメータの研究と、冷却器の装置実装性を向上する柔軟配管・接続構造、およ

び接触伝熱部の温度耐久性などの信頼性を実証した。また、データセンタにおける冷却

電力削減効果の可能性を検証するため、１Ｕサーバに冷却器を組込み、サーバ単体での

冷却電力削減効果を実証した。 

 

ｃ）データセンタの電源システムと 適直流化技術の開発（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） 

平成２１年度～平成２３年度まで、データセンタにおける電源の高効率運転による省

電力化を達成するアダプティブマネージメント直流電源システムを実現するため、５０

０、２０００ｋＷ高電圧直流電源システム構成と電源装置仕様、ディジタル制御を用い

たサーバ電源部運転制御方式、及び電源システム運転制御アルゴリズムを導出し、シミ

ュレーションによる本電源システムの 30％消費電力量削減効果検証及び試作機開発を行

なった。また、信頼性・安全性確保の為、直流電源システムにおける短絡事故時の保護

システムを模擬した実験による保護動作検証及び直流電源システム用遮断器試作機開発

と動作検証を行なった。また、系統状況に応じてデータセンタ内の ICT 装置類の需要制

限を安定的に行う技術及び、ICT 装置と協調し電源側の運転台数を制御する技術の開発を

行うと共に、 適化された高電圧直流電源装置、ディジタル制御を用いたサーバ電源部、

及び電源システム監視制御端末についての仕様検討を行った。 

 

ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価（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） 

平成２０年度～平成２３年度まで、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。また、データセンタの省エネルギーを図る際に必要となる契約事項（Green SLA）

について影響する項目を策定した。データセンタ全体でエネルギー利用 適化可能な消

費電力測定の基準となるリファレンスモデルを作成し、高度化を行った。データセンタ

に関わる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実証評価環境の構築を実施した。更に、研

究開発項目①の各項目の効果を反映した次世代グリーンモジュール型データセンタの設

計を行った。 
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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」 

 ａ）ＩＴ社会を遠望した情報の流れと情報量の調査研究（実施体制：独立行政法人産業技術総

合研究所） 

平成２０年度に、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

いて動向調査すると共に、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、回線網を選択する方式による２０３０年削減電力量についての予測を

行った。 

 

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（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） 

平成２０年度～平成２３年度まで、トラフィック量の計測と予測アルゴリズム、トラ

フィック量に応じて４段階に制御可能なルータの転送性能制御技術を開発すると共に、

予測技術を実装したサーバと転送性能制御技術を実装したルータを試作し、結合評価実

験により実用性を検証した。さらに、予測アルゴリズムの予測精度の向上のため、ネッ

トワークのトラフィック量を総合的に考慮するアルゴリズムを開発し、性能を１６段階

以上の多段階に制御可能な転送性能制御技術の見通しを得た。 

 また、電力可視化の枠組みを実装した試作サーバにて、長期変動及び数分オーダーの

短期変動に対応可能な電力の収集・表示技術を確立し、試作サーバと試作ルータとの連

動システム評価により電力可視化技術の実用性を検証した。さらに、数秒オーダーの短

期変動に対応可能な消費電力取得・観測技術、および複数のルータからなるネットワー

クの消費電力情報の可視化技術の見通しを得た。 

 

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（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） 

平成２０年度～平成２３年度まで、ネットワークにおけるトラフィック粒度、容量の現

状、及び今後の予測推移について調査を実施した。この調査結果を基に、将来のトラフ

ィック予測手法を開発し、電気ルータ部の制御により消費電力を大幅に削減可能な事を

明らかにすると共に、光パス網用伝送特性及びノード機器の消費電力評価系、更にシス

テム全体の省エネ効果を評価する実験系の設計を完了した。 
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４．２ 実績推移 

 

 平成２０年度 

委託 

平成２1年度 

委託 

平成２２年度 

委託 

平成２３年度 

（見込み） 

委託、共同研究 

実績額推移 

需給勘定 

 

１，２８３百万円

 

１，９９０百万円

 

１，５６３百万円 

１，７５２百万

（委託） 

４６百万 

（共同研究） 

特許出願件数（件） ２ １９ ３５ ９４ 

論文発表数（報） １ １３ ３０ ２４ 

講演会･学会発表

（件） 

１３ ４６ ５０ ３９ 

 

５．事業内容 

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、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｣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 三木和穂氏、アラクサラネットワークス株式会社 CTO 林剛久氏及び独立行政法人 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、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２４年度（委託、共同研究）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 

     ・ ボード間光接続で１０ｄＢ以下の損失、１０Ｇｂｐｓ光伝送を実証する。 

・ プロトタイプ筐体において実使用条件下で従来比３０％の消費電力削減を実証す

る。 

イ）ストレージシステム向け省電力技術の開発 

・ ストレージ利用パターンに則した複数のデータセンタモデルに基づく消費電力削

減量の評価を実施する。 

ウ）クラウド・コンピューティング技術の開発 

・ これまで個別に開発をしてきた分散システムや理論モデルを用いた統合システム
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の開発及び評価を行い、データセンタに於ける省電力効果の検証する。 
・ 電力系統からの配電状況に基づいた節電アルゴリズム適用運用技術の開発と検証用

のデータセンタの構築、及び節電効果についてを評価する。 
 ｂ） 適抜熱方式の検討とシステム構成の開発 

 ・ プラグイン式ネットワーク技術研究開発においては、プラグ接合部の伝熱特性の

実証試験を実施する。また、直接液冷技術に関する単相流システムの研究開発にお

いては、除熱目標値を増大させた状態での長時間運転での実証試験を行う。さらに、

高性能薄型ヒートパイプスプレダ技術の研究開発においては CPU 熱源からの除熱

100W で連続 100 時間以上の実証試験を実施する。 

・ ナノ流体による伝熱促進の研究開発においては、ナノ流体の伝熱性能・経済コスト・

環境負荷などを総合的に評価することで 適なナノ流体の選択を行い、構造・熱物

性などの基本データを取得する。また、FC ベースナノ流体の合成についても検討

する。冷却ネットワークシステムに関する研究開発においては、単相流及び沸騰二

相流により冷却ネットワーク化したサーバラックを用いた冷却システムの省エネ

ルギーの実証、 適化を行う。 

 ・ 沸騰冷却性能向上のための新しい方策の可能性と信頼性、柔軟接続の実用性、及

び接触伝熱・沸騰冷却システムを、製品レベルでそれぞれ実証する。  

    ｃ）データセンタの電源システムと 適直流化技術の開発 

・ 高電圧直流電源装置、ディジタル制御を用いたサーバ電源部、及び電源システム

監視制御端末の試作機の評価・改良する。 

・ 系統状況に応じてデータセンタ内の ICT 装置類の需要制限を安定的に行う技術及

び、ICT 装置と協調し電源側の運転台数を制御する技術の開発を行うと共に、 適

化された高電圧直流電源装置、ディジタル制御を用いたサーバ電源部、及び電源

システム監視制御端末についての試作機開発と動作検証を実施する。 

・ 導出した保護システムの模擬実験による動作検証、及び直流電源システム用遮断

器試作機の開発と動作検証を実施する。 

ｄ）データセンタのモデル設計と総合評価 

・ 平成 23 年度までに構築した実証評価環境により、データセンタに関する各研究開

発項目の成果を統合し、データセンタとしての電力消費量、及び定量的な効果を

測定・推定・評価し検証を実施する。 

・ 平成 23 年度に引き続き、各研究開発項目の効果を反映した次世代グリーンモジュ

ール型データセンタの開発と検証を行い、従来型と比較して全消費電力の 30%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・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を行う。 

・ 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

の予測を行う。 

・ 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を行

う。 
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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であり、かつ情報量のダイナミック

な予測が可能なことを実証する。 

・ 消費電力モードの切替時間が１ｍｓ以下で、性能が１６段階以上の粒度で増減可

能な転送制御技術を完成させ、データ流量適応型性能制御技術の有効性を実証す

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

応可能な電力可視化技術を完成する。  

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 

・ これまで開発したシミュレーション技術を基に、１００Ｇｂｐｓ／ｃｈ以上の膨

大な情報量に対応可能な伝送技術及び、その省エネルギー効果量の実測技術開発

を狙い、ノードの光終端部を大規模化し、光パス網用伝送特性評価を含めたネッ

トワークシステム全体の消費電力量評価の実験系を構築することで、省電力効果

が３０％以上であることを検証する。 

 

５．２ 平成２４度事業規模 

            委託事業 

需給勘定  １，０７４百万 （継続：委託） 

４６百万 （継続：共同研究） 

      （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

に将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の事後評価を平成２５年に実施

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～

２４年度の複数年度契約及び平成２１～２４年度の複数年度契約とする。 

     
７．実施方針の改訂履歴 

 平成２４年３月１４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 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

共同研究 

（1/2） 

共同研究 

（2/3） 

共同研究 

（1/2） 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

共同研究 

（1/2） 

・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 

（再委託）

プロジェクトリーダー 
・（独）産業技術総合研究所 関口智嗣 

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 
・（独）産業技術総合研究所 伊藤智   項目①担当 
・（株）日立製作所      三木和穂  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 
・（独）産業技術総合研究所 工藤知宏    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） 

（共同実施） 

（共同実施） 

（共同実施） 

ＮＥＤＯ
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