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データセンタと省電力

Effectiveness）がある．PUE は，DC の冷却や電力，
照明などファシリティの効率を表し，PUE=（DC

データセンタ（DC）の省電力化が叫ばれるように

全体の消費電力）／（IT 機器の消費電力）と定義さ

なったのは，2006 年にクラウドコンピューティン

れる．今後，増え続ける DC に対し消費電力を削減

グという単語が初めて世に誕生し全世界にクラウド

するには，IT 機器以外の空調等の削減により PUE

ブームが訪れたのと同じころである．2007 年 2 月

を 1.0 に近づけることも必要だがもう 1 つの係数で

に は DC 電 力 コ ス ト 削 減 を 目 指 す 業 界 団 体 The

ある「IT 機器の消費電力」を抜本的に削減する必要

Green Grid が設立され，また 2007 年 6 月には IT

がある．

機器の電力効率向上を目指した業界団体 Climate

今回は，ディスクアレイから分散データストアま

Savers Computing Initiative が設立された．業界

で，クラウド時代のデータを格納するシステムに焦

各社は IT 機器や DC の電力効率向上をともに目指

点を絞り，グリーンな DC を目指した省電力化技術

している．ストレージシステムにおいても，2007

を俯瞰的に紹介する．

年 10 月には業界団体 SNIA（Storage Networking
Industry Association）内に Green Storage Initiative
（GSI）が設立され，2011 年には SNIA Emerald な
る省電力指標の標準が策定されようとしていること
から，省電力化が活況である．

データストレージを
システムとして省電力化するには
クラウド時代のストレージを省電力で実現するに
はどのようなアプローチがあるだろうか．データを

DC 省電力化のモチベーションは，CO2 排出量削

格納し処理するシステム全体の消費電力を削減する

減など環境への配慮に加え，ラックごとの供給可能

には，「装置の数を減らすこと」と「装置の消費電力

電力の限界，冷却能力の限界，運営コスト削減な

を下げること」が必要である．現在ストレージシス

どさまざまな要因による．また，IT 化による社会

テムを省電力にできるアプローチは大きく次の 6 つ

全体の省エネ化（Green by IT）の訴求のためにも IT

があると考えている．

自身の省エネ化（Green of IT）が求められる．現在

1. データ量を減らす

クラウド時代を迎え，国内外の DC 延床面積も増加

2. アクセス量を減らす

の一途をたどっている．DC 内へ多くのサービスが

3. データを自分のところに置かない

移行されるため市場は拡大しており，さらに DC 全

4. 必要な資源だけを用意する

体の消費電力は市場全体を上回る伸び率で増加して

5. HDD の消費電力を減らす

いると言われている．DC の省電力化はこれまで以

6. 部品の消費電力を減らす

上にさらに重要となる．

まず 1 つ目のアプローチとして，そもそも格納す

DC 省電力性指標の 1 つに PUE（Power Usage

るデータ量を減らすことで装置数を削減することが
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できる．スナップショットや重複排除機能を利用し

HDD，CPU などから電源ユニットなど，システム

て，重複した同じデータを実質 1 つのデータへの参

を構成する部品自体の電力を削減する技術を導入す

照にまとめ，格納データを減らせる．また，データ

ることでシステムを省電力化できる．

ストリーム技術などそもそもデータを溜めず捨てる

これらのアプローチは複数の相乗効果も見込める．

ことや，信頼性の高いハードウェアを用いデータ冗

たとえばアクセス量を減らすアプローチと HDD 省電

長度を減らすこともデータ量削減，省電力につながる．

力モード遷移の組合せは多くの製品で見られる．次章

2 つ目のアプローチとしてアクセス量を減らすこ

以降では，これらのアプローチの一部で実現された省

とも装置数削減につながる．ストレージ装置の大規

電力システムの例について，筐体内の実現，および筐

模化は必ずしもデータ格納のためではなく，データ

体間
（システム全体）
での実現のそれぞれを見ていく．

の書込みや読込みなどの性能を維持するための場合
がある．そこで，省電力デバイスやメモリなどのキ
ャッシュで，消費電力や下層ストレージの電力を考
えた追出しアルゴリズムを使うことでストレージア
クセス量を減らし，省電力化できる．

筐体内の省電力技術動向
HDD を停止する
HDD の電源を停止し，消費電力を下げるアプロ

3 つ目のアプローチはデータを自分のところに置

ーチはコロラド大学の D. Grunwald 氏らによって

かないことによる装置数削減である．VM（Virtual

2002 年に提唱された Massive Arrays of Inactive

Machine）にアプリを入れるよりクラウド上のサー

Disks（MAID）がある．MAID 技術の適用はスト

ビスを使う，データの参照のみ保持してデータを持

レージにおいてすでに多くの製品で採用されている．

たないなど，データを持たなければ電力も必要ない．

MAID 技術ではどの HDD をいつオンオフするか

つまり企業やプロバイダ間をまたいだ重複排除であ

が重要である．オリジナルの MAID は，停止した

る．残念ながらこのアプローチを自動化した省電力

HDD にアクセスのあった場合に，その HDD を起

手法はいまだ存在しない．

動させる．よってアクセスが行われてから実際にデ

以上の 3 つで，ストレージに求められる実際のデ

ータが読み出されるまで HDD 起動のため十数秒の

ータ量・アクセス量が決まる．その後，4 つ目のア

時間がかかり，この時間が問題とならないバックア

プローチとして，必要な資源だけを用意することが

ップ・アーカイブ用として主に用いられる．NEC

ある．そもそも必要な装置数を見極め，可能な限り

iStorage D シリーズではストレージの管理サーバで

余剰装置を減らすことで，運用装置数を削減し，消

のスケジューリング機能により，筐体内バックアッ

費電力が削減できる．シン・プロビジョニングや仮

プ作業後にアクセスを行わなくなった HDD の電源

想化で少量のデバイスを多数に見せることなどが省

を積極的にオフにすることで最大 30% の消費電力

電力につながる．また，未使用の装置を作り出し電

削減効果を得ている（図 -1）．

源供給を断つこともこのアプローチに含む．

5 つ目は構成装置の HDD を省電力化するアプロ

SSD を活用する

ーチを指す．一般にストレージ製品においては，デ

さらに近年では，フラッシュメモリを使った大

ータをデータセンタ内で集約して蓄積するという性

容量 Solid State Drive（SSD）を用い，省電力化を

格上，装置の消費電力にしめる HDD の割合が比較

謳うストレージ製品が現れている．SSD は Read/

的大きくなりがちで，大量のデータが扱われるクラ

Write を行う際に機械的な可動部や回転部分を持た

ウドデータセンタにおいて特に顕著である．

ないため，HDD に比べドライブあたりの消費電力

最 後 に 6 つ 目 の ア プ ロ ー チ と し て， 装 置 を 構
成する部品の消費電力を減らすことが挙げられる．
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SSD を利用した省電力化の 1 つは HDD の置き
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と SSD によるライト用キャッシ
ュメモリを組み合わせ，高性能
かつ低消費電力を実現している．

サーバを省電力化する
クラウドでは専用のストレー
ジ製品だけではなく，サーバ内
蔵のメモリや HDD を用いソフ
図 -1

トウェアによりストレージの実

管理サーバスケジューリングによる NEC の MAID 方式

装を行うことがある．これらを
構成するサーバの省電力技術も

換えである．パフォーマンスを必要とするディスク

ストレージ省電力化に直結する．

アレイでは大量の HDD を並列に動作させ性能を稼

サーバ内の電源ユニットによる供給電力の変換によ

ぐため，HDD の消費電力は大きい．SSD はまだ容

る損失は，省電力化での問題である．通常サーバは

量あたり価格が高いものの，ランダムアクセス性能

AC100V の商用電源を整流・降圧し CPU やメモリな

に優れるため，HDD と置き換えると，同等以上の

どに必要な電源を確保するが，この変換時に電力が

性能を維持しつつ大きな電力効率向上となる．

失われる．解決方法の 1 つは変換効率の向上である．

SSD の別の利用法はキャッシュ用途や階層スト

大きな効率化として，複数の筐体間で電源ユニッ

レージ管理として HDD と併用する手法である．価

トを共有する方法がある．これらの電源は故障に備

格は安いが SAS や FC の HDD に比べ性能が劣る

えて二重冗長を取り，かつそれぞれが Active で動

SATA の HDD の性能改善の手法として，アクセス

作し，これをサーバごとに持っているため，多くの

頻度の高い一部のデータを SSD に置くことで性能

電源で電力の損失が発生する方式となっている．共

を改善しつつ消費電力を低下させる手法である．例

通の電源から電力の供給を行うことで電力損失を

として，NEC のデータセンタ向け NAS iStorage

減らすことができる．例として NEC のサーバ製品

Ne シリーズでは，大容量ニアライン SAS ディスク

Express5800/E110b-M は図 -2 のように，共有電

図 -2

サーバ電源ユニットの省電力化
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源ユニット EcoPowerGateway を持つ．共有電源

クセスのないデータの例としては，バックアップ

ユニットには電源を最大 4 台内蔵することが可能

データやデータ保管（アーカイブ）用途のデータが

で，冗長構成もとることが可能となっている．サー

ある．また，情報の重要度や頻度により適切なス

バに対してはこの共有電源ユニットから DC12V で

トレージを選択し，データの配置を行う技術とし

電源供給を行い，最大 80 台までのサーバに対し電

て Infomation Lifecycle Management（ILM）の技

源供給が可能となっている．

術を利用すると，アクセスの少ないデータを推定す

データセンタ自体が直流電源を供給することも

ることができる．一般にシステム側でデータの重要

電 源 効 率 を 向 上 さ せ る．NEC の Express5800/

度を完璧に推し量ることは困難であるため，実際

E120b-M や，ストレージ製品でも iStorage D シリ

の ILM ではデータへのアクセス頻度を用いてデー

ーズは直流電源（DC-48V）による省電力化手法を取

タの重要度を推定する方式や人間による推定の補助

り入れている．D シリーズでは装置のみで 6% の省

が用いられる．これらの手法を用いた製品としては，

電力化，データセンタの空調や電源設備に波及する

たとえば，NEC のストレージ制御ソフト iStorage

効果まで含めると 20% の省電力効果を得られている．

Perforsure では，ストレージ内のボトルネック要因

電源以外のサーバ省電力化としては，省電力 CPU

の検出と負荷の高いディスクから低いディスクに業

の採用や，発熱の変動に合わせた冷却ファン送風量

務を停止させることなくデータを移動させる機能や，

変化などもあり，全体的に大きな省電力効果が得ら

再配置を行う際にあらかじめ性能を予測し効果を確

れる．たとえば，前述の Express5800/E110b-M は，

認するといった機能を備え，複数のストレージの使

それぞれのサーバの CPU には省電力な IntelAtom

い分けを実現する．

プロセッサを用いており，その他の省電力の手法を
あわせて従来機比約 70% の省電力化を実現している．

格納データを，アクセスが少ない大量のデータと，
アクセスが多い少量のデータに分割できれば，電力
と性能の特性の異なるストレージ使い分けによっ

筐体間にまたがる省電力技術向

てシステム省電力化ができる．アクセスが多いデ
ータは性能の優れた SAS ディスク，SSD，あるい

データセンタ内のシステム全体に対し，提供する

は DRAM ストレージを使うことで，性能を維持し

性能に応じた電力でストレージ機能を実現するため

つつ装置数を減らすことができる．アクセスが少な

に大きく 2 つのアプローチが取られている．1 つは，

い大量のデータは，容量効率や省電力性に優れる

格納およびアクセス性能効率の異なるストレージシ

SATA の HDD やテープドライブを使う，MAID

ステムを使い分ける手法である．もう 1 つは，計算

により電源を削減する，重複排除機能を利用すると

機クラスタによるストレージシステムにおいて，シ

いった，容量あたり電力効率の高いストレージに

ステムを構成する計算機の一部を省電力モードに移

配置する．たとえば NEC iStorage HS シリーズは，

行する手法である．以降，それぞれについて行われ

バックアップ用途向けディスクストレージであるが，

ているアプローチについて簡単に説明し，有名な事

重複排除機能によりバックアップデータ間の同じデ

例についていくつか紹介する．

ータを特定しまとめることができる．用途によって
は物理容量の 20 倍以上のデータを格納することが

利用効率の異なるストレージシステムの使い分け

でき，容量あたり電力効率を大きく削減できる．

よく使うデータをより多く電力を使うストレージ
に格納し，あまりアクセスのないデータをまとめて

構成ノードの省電力モード活用

省電力ストレージに格納することでシステム全体と

同じ構成の大量の計算機によるシステムでは，そ

して性能を維持しつつ消費電力を削減できる．ア

の一部の計算機を省電力化することで，システム全
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体の消費電力を抑えることができる．

データ配置とノード省電力化戦略

クラスタベースのシステムを構成するサーバにお

構成ノードを省電力モードに移行させる際，性能

いては，HDD が占める電力よりも，その他の定常

に影響がない省電力化の機会をどのように創出する

消費電力の割合が大きい．図 -3 は，トロント大学

かが主な問題となる．MapReduce のような大規模

と HP 社の報告による，計算機に占める電力消費量

データ処理をターゲットとしたシステムでは，単純

である．この報告によると，定常消費分の電力消費

に負荷に応じて稼働ノード数を増減させるだけでは，

量で約 50% 以上占められている．そのため，HDD

停止中ノード内のデータへアクセスすると大きなレ

の消費電力を削減するだけでは不十分で，定常消費

イテンシ劣化が発生してしまう．

電力分を削減するために計算機ノードの省電力モー
ドを活用することが必要である．

レイテンシ長大化を回避する方法として，デー
タ の 複 製 を 有 効 活 用 す る ア プ ロ ー チ が あ る． レ

以降では，一部ノード省電力化に関する最新研究
事例を紹介する．

イテンシ悪化を起こさないためには，省電力モー
ド の ノ ー ドへ の ア ク セス を抑 制 させ る 必 要が あ
る．そのために，アクセスされ
るすべてのデータの少なくとも

1 つ以上の複製を，省電力モード
へ移行させないノード集合に格
2x CPUs
active
（112W）

4x SSDs
active（10W）
図 -3

48W
Server idle
power
（156Ｗ）

54W

2xCPUs idle
4xSDDs idle
4xHDDs idle
System board
4GB DIMM
4GB DIMM
4GB DIMM
4GB DIMM

4x HDDs active（10W）

計算機ノードの電力消費割合

出典）Tsirogiannis. D., Harizopoulos. S., and Shah. A. M. : Analyzing the Energy Efficiency
of a Database Server, In Proceedings of the 2010 international conference on
Management of data（SIGMOD '10）,ACM, New York, NY, USA, pp. 231-242.（2010）

納させる手法（図 -4）が，スタン
フォード大学やジョージア工科
大学により研究されている（この
ノード集合は前者では covering
set，後者では primary set と呼ば
1），2）

れる）

．そして covering set

以外のノードのいくつかを必要
性能や負荷に応じて省電力モー
ドへ移行することで，消費電力の
削減を行う．このようなアプロー
チは，分散ストレージシステムの
データ配置戦略を変更する必要
があるが，データへのアクセス可
用性を満たしつつ電力を削減す
ることができる．
一方，構成ノードを省電力化さ
せる機会をより増加させるため，
ILM 技術と組み合わせたアプロ
ーチもある．たとえば，Yahoo! 社
の R. T. Kaushik は，Hadoop ク
ラスタを 2 つに分け（Hot Zone/
Cold Zone），それらをデータの可

図 -4

Covering Set

用性と性能の要件に合わせて使
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5）

4）

い分けるシステムを提案している ．Cold Zone の

置にいったんオフロードしておく手法である ．こ

クラスタは，ノードごとにディスクを多数保持し容

れにより，回転が抑止されているディスクが保持す

量効率の優れた構成をとり，利用率の低いノードを

るデータに対する書込み冗長性の維持を，アクセス

省電力モードへ移行することで消費電力を削減する．

性能劣化最小で実現することができる．

一方，Hot Zone のクラスタは Cold Zone と比較し

図 -5 に基本的な Write Offloading の仕組みを示

て CPU ごとのディスク量を減らすなど性能効率の

す．データの冗長性保持のため，複製を最低 3 つ

優れた構成をとり，省電力モードへの移行は行わな

のノードに格納する必要があるシステムを想定する．

い．データ
（ファイル）
の利用頻度により，データを

図 -5 上段のように，格納先ノードのいずれかが省

双方のクラスタ間で移動させることによって，シス

電力モードの場合，冗長性の低下なく Write 処理

テム全体の消費電力を削減できる．このように，頻

を行うためには省電力モードのノードが復帰するこ

繁にアクセスされるデータを Hot Zone に配置させ

とを待つ必要があり，アクセスレイテンシが劣化す

ることによって，多くのケースでレイテンシ悪化が

る．そこで，図 -5 中段のように，省電力モードの

起きないことが期待される．

ノードに対する Write アクセス処理の内容をログな

さらに，データへのアクセスレイテンシ劣化が許容

どの形式でほかのノードにいったん書き出しておく

できるようなケースでは，より省電力効果を高くする

のが Write Offloading である．データへの冗長性を

ことが可能である．ウィスコンシン大学の W. Lang

確保しつつ，ノードは省電力モードのままのため消

らが提案する All-In Strategy は，すべてのノードを

費電力は低い．図 -5 下段のようにノード復帰時に

省電力モードへの移行の対象とし，計算処理実行時

は，ログを反映する．

にはすべてのノードを起動させ計算に利用するアプ
3）

ジョージア工科大学の H. Amur や筆者らは，本

ローチである ．サーバの省電力モードと通常動作

手法をクラスタベースの分散ストレージに対して

状態との遷移時間分のレイテンシ劣化があるものの，

本手法を適用することを提案している．H. Amur

covering set 手法と比較して多くの計算リソー
スを利用できる．そのため，計算コストが遷移
時間分より十分に大きいケースにおいて全体
としての省電力性に勝ることがある．また，分
散ストレージシステムのデータ配置を変更す
る必要がないため，汎用性に勝る .

省電力モード移行時の性能劣化回避
ここまで述べたような，ノードの停止戦略
とデータの配置手法の工夫の方法のほかに，
構成ノードの省電力モードへの移行の機会を
増加させるために，クラウド向けストレージ
システムに対する Write Offloading 機能の導
入が議論されている．Write Offloading とは，
Microsoft Research の D. Narayanan らが提
案している，回転が抑止されているディスク
への Write アクセスを，ほかの Active な装
図 -5
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5.クラウド時代を支えるグリーンなデータセンタのストレージ技術動向
は，covering set 手法におけるノード数減に対す

うまでもない．人と地球にやさしい情報社会実現の

る Write スループット性能低下に対して，Write

ため，クラウドストレージを含めたデータセンタ全

Offloading 機能を組み込むことにより Write 性能劣

体の省電力化は引き続き重要な課題である．

化を防ぐことを言及している．これは，稼働ノード
数を減少させることによって一部のノードに Write
負荷が偏るためであり，偏った負荷を別のノード
2）

に平準化させることで性能改善を図る ．筆者ら
は，構成ノードの電源停止・復旧機能を持つ分散キ
ーバリューストアに Write Offloading 機能を実装し
た．我々の実装では，ストレージのクライアント
となるサーバが古いデータ配置情報を元に，Write
Offloading 対象ノードではなく省電力モードノード
へアクセスしタイムアウトによるレイテンシ劣化が
見られた．このタイムアウト回避のために，元のア
クセスノード
（省電力状態になっているノード）
のア
ドレス宛てリクエストが Write Offloading 対象ノー
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6）

情報制御を行うことで，性能劣化を抑えられる ．
クラスタストレージの省電力化はまだ研究途上の
ものが多く，今後早期の実用化が望まれる．

今後に向けて
クラウドストレージというと，資源を大量投入し
管理工数を減らすイメージであるが，データセンタ
へ設置する以上，その大きな消費電力は無視できな
い課題である．本稿では主にクラウドストレージの
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