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IT 設備連係制御における IT 機器入気温度平準化手法
沖津 潤†

間瀬 正啓†

鈴木 英一†

野尻 徹†

データセンタ市場の拡大とその総消費電力量の拡大を受け，データセンタの空調機電力の削減が
求められている．我々が提案する IT 設備連係制御では，空調機電力を削減するために，空調機
の風量を抑制し，各 IT 機器の電力増加が IT 機器入気温度へ与える影響を評価した IT 優先度指
標を用いて IT 負荷配置制御をすることを特徴とする．本論文では，本指標を IT 電力分布と IT
機器入気温度の稼働履歴の相関分析により導く手法を提案する．データセンタにおける評価実験
により，本指標に基づく IT 制御によって IT 機器入気温度を平準化し，空調機の給気温度を 2℃
向上させる効果を確認した．空調機の風量制御が導入されたデータセンタにおける IT 機器入気
温度平準化手法を明らかにした．
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Under the data center market growth and the expansion of the power consumption, power
saving of air conditioning is required in data centers. To save the power, IT-facilities
collaborative control system reduces air flow volume of air conditioning and uses IT
workload allocation priority that detects which server is less impact for server inlet
temperatures. This paper proposes a calculation method of the priority by using correlation
analysis of operation history of IT power and server inlet air temperatures. Experiments of
the controlling IT workloads in a real data center confirmed the effect of equalizing IT inlet
temperatures and increasing the supply air temperature 2 degree. As a result, we show the
novel method of equalizing of IT inlet temperatures for data center with air flow reduction.

IT 機器，空調設備それぞれの省電力化が必要であ

1. 背景と目的
近年のクラウドコンピューティングの発展に伴
いデータセンタ(DC)市場が拡大し，その総消費電力
量は 2007 年から 2012 年にかけて倍増すると予想
されている[1]．このため，環境対策として DC 電
力の削減が課題である．一般的な DC 電力の内訳は，
IT 機器が約 50%，空調設備が約 30%，その他が残
りの約 20%を占めている．DC 電力を削減するには，

†

る[2]．我々は，2012 年迄に 2007 年度比 DC 電力
50％削減を目標に掲げ研究に取り組んできた．
我々は，この目標の実現の為，IT 設備連係制御
システムの開発を進めてきた[3][4]．本システムは，
三次元熱流体解析を活用した空調最適制御による
空調機電力の削減，IT 負荷配置機能による IT 電力
と空調機電力の削減を特徴とする．
IT 負荷配置機能では，ラックの IT 電力増加が空
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調機電力へ与える影響に基づき IT 優先度指標を定
め，これに基づき IT 集約制御を行うことで空調機
電力を削減する．[3][4]では，IT 優先度指標を三次
元熱流体解析にて導出する手法を提案した．しかし

法(アイルキャップ)が用いられている[10]．本研究

ながら，この手法はモデル生成工数やモデルが想定
しない事象の解析に問題があった．さらに空調機の
風量が変動する場合に対応できない問題があった．
本論文では，ラックの IT 電力増加がラック入気
温度に与える影響を抑制するための IT 優先度指標
を，三次元熱流体解析およびデータセンタにおける
実験による知見を用い，IT 電力分布とラック入気
温度の稼働履歴の相関分析にて求める．本指標は，
空調機の風量が変動するデータセンタへの適用を
考慮する．また，実際のデータセンタにおける実証
実験にて，本指標を用いた IT 負荷配置機能の適用
効果を検証する．

用しづらい．そのため，アイルキャップされたデー

は，顧客にサーバ設置スペースを提供するデータセ
ンタを適用対象とする．このようなデータセンタで
は，顧客の作業効率を考慮してアイルキャップは適
タセンタは本研究の対象外とする．ただし，今後の
研究課題とする．
表 1 に，データセンタの運用によって空調機電力
を削減する関連研究を示す．[3][4][11]では，三次元
熱流体解析を用いて室内温度分布を求め，その結果
を運用に適用する手法を提案している．しかしなが
ら，三次元熱流体解析で用いる 3 次元モデルは，部
屋ごとに生成され，室内の構成に変更が生じるたび
に修正および調整を行う必要がある．そのため，導
入・維持管理のコストが大きい．
3 次元モデルを用いない手法として，データセン

2. 研究の位置づけ

タの稼働履歴の数値解析の結果をデータセンタの

本論文は，空調機の風量が変動し，室内がホット

運用に適用する手法がある．[12]では，ラック間の

アイルとコールドアイルに分離されたデータセン

熱の影響を評価した温度モデルに基づき，エアフロ

タにおいて，ラック入気温度の平準化による空調機

ー情報やラック位置情報から室内温度分布を予測

電力削減を実現するための IT 優先度指標を求める

する手法を提案している．しかしながらこの手法は

手法を提案する．ただし，データセンタはアイルキ

隣接機器情報を必要とする．[13][14]では，熱回り

ャッピングされていないことを前提とする．

込み量を抑制するようにデータセンタ運用を行う

空調機電力の削減には，データセンタ内の IT 機

手法を提案している．しかしながら，ラック間の熱

器の稼働状況に応じて空調機を制御する手法が有

の影響を考慮せずに単純に熱回り込み量を抑制し

効である[5][6][7][8]．特に，空調機の風量を抑制す

ても空調機電力の削減に結び付かない場合がある

る変風量制御が有効であり，
従来制御と比べて 30%

ため，この手法は他の手法よりも効果が小さい．

以上の空調機電力を削減可能である[7][8]．そのた

[15][16]では，隣接機器情報を用いずに，ラック間

め，本研究では，空調機の風量が変動するデータセ

の熱の影響を考慮して室内温度分布を予測する手

ンタを前提とする．

法を提案している．しかしながら，これら手法は，

IT 機器入気温度を平準化する手法として，室内

空調機の風量制御を考慮しない．

をホットアイルとコールドアイルに分離する手法

本論文は，関連研究と比べ，空調機の風量制御を

が広く用いられている[9]．さらに，熱回り込みを

考慮する点，運用に用いる情報を単純化して簡便な

抑制するために，両者を壁やカーテンで区画する手

手法にて IT 優先度指標を導く点に違いがある．

表 1：関連研究
研究

3 次元モデル

隣接機器情報

風量制御

ラック間の影響

運用に用いる情報(予測情報)

[3][4]

必要

－

非考慮

考慮

室内温度分布・空調機電力

[11]

↑

－

↑

↑

室内温度分布

[12]

不要

必要

↑

↑

↑

[13]

↑

不要

↑

非考慮

熱回り込み量の大小

[14]

↑

↑

↑

↑

室内温度分布

[15][16]

↑

↑

↑

考慮

空調機電力

↑

IT 機器入気温度最大値
への影響の有無

本論文

↑

↑

考慮
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下するため総空調機電力も削減される．

3. IT 設備連携制御による空調機電力削減

表 2：電力管理システムが管理する稼働情報

3.1 IT 設備連係制御システム

IT 設備連係制御システムは，ラックに格納され
た IT 機器および遠隔制御可能な空調機が稼働する
サーバ室において，IT 機器及び空調機を制御する
ことで，サーバ室の総電力を削減する．IT 機器で
は，VM(Virtual Machine)によって仮想化された IT
システムが稼働する．
IT最適制御システム
・IT負荷配置機能
VM集約制御
IT機器電源制御

IT機器
(ラック)

空調機電力
給気温度
空調モード

(kW)

WITi

IT 稼働
情報

(℃)

TITi

↑

WPACj
(kW)

設備稼
働情報

空調機電力．空調機 PACj の消費電
力．

TPAC

↑

給気温度．空調機の給気温度最小
値．

空調
モード

・変風量制御機能

入気温度
IT電力

種類

(℃)

入気温度,IT電力
空調モード
空調最適制御システム

電力管理システム

項目

WIT

風量制御
給気温度制御

風量・給気温度制御

変風量制御の有効/無効．

(kW)

↑

総空調機電力．室内空調機電力の合
計値(=ΣWPACj)

COP

↑

室内空調機の空調成績係数
(=WIT / WPAC)

↑

入気温度最大値．ラックの入気温度
の最大値(=max(TITi))

↑

入気温度平均値．ラックの入気温度
の平均値(=average(TITi))

↑

入 気 温 度 差 ． Tmax と Tave の 差 分
(=Tmax－Tave)

Tmax
(℃)

図 1 に IT 設備連係制御システムの機能概要を示

Tave

す．本システムは電力管理システム，空調最適制御

Tdiff

(℃)

システム，IT 最適制御システムの 3 つのサブシス

ラック ITi の入気温度．

総 IT 電力．室内 IT 電力の合計値
(=ΣWITi)

WPAC

図 1：IT 設備連係制御システム

ラック ITi の IT 電力．

計算値

(kW)

空調機

↑

定義

(℃)

テムから構成される．電力管理システムは，室内の

3.2 IT 負荷配置による空調機電力の削減

稼働情報を収集し，各サブシステムに送信する．

IT 負荷配置機能では，さらなる空調機電力の削

表 2 に，電力管理システムが管理する稼働情報を

減のため，室内温度環境への影響を考慮する．空調

示す．稼働情報は IT 稼働情報と設備稼働情報と計

機電力は，空調機の給気温度 TPAC を上げ，空調機

算値からなる．IT 稼働情報は IT 機器から収集され

風量を削減することで削減できる．一方で，データ

た情報であり，設備稼働情報は空調機から収集され

センタでは，入気温度最大値 Tmax が環境温度上限

た情報である．また，計算値は IT 情報及び設備情

値を下回るよう空調が制御されることが求められ

報を元に計算された値である．

る．入気温度最大値 Tmax は，式(1)のように表せる．

空調最適制御システムは，変風量制御機能を保持

給気・ラック入気温度差 Tave－TPAC やラック入気温

する[7]．本機能は，ラック最大温度が環境温度上

度差 Tdiff を抑えることで，給気温度 TPAC を上げる

限値を上回らない範囲で，空調機風量の削減と，給

余地が生まれ，空調機電力を削減できる．

気温度を高める制御を行い，総空調電力を削減する．
この制御では，IT 電力分布および各ラックの入気

Tmax  TPAC  (Tave  TPAC )  Tdiff …(1)

温度を基に三次元熱流体解析を用いて適切な空調

Tave－TPAC や Tdiff が増加する主な要因は，IT 機

機風量と給気温度を決定する．IT 電力分布とは，

器の排気を入気として取り込むことである．これを

サーバ室内の各ラックの IT 電力の集合である．

回避するために，サーバ室のエリアを IT 機器の排

IT 最適制御システムは， IT 負荷配置機能を保持

気を集約するホットアイルと，IT 機器の入気を集

する．本機能は，稼働 IT 機器のリソースが業務シ

約するコールドアイルに分離する手法が採られて

ステムの必要リソースを下回らない範囲で，稼働

いる[9]．しかしながら，室内風量の不足や，局所

IT 機器数の削減，VM マイグレーションを用いた

的な発熱が原因で，ホットアイルからコールドアイ

稼働 IT 機器への業務システム集約，不要 IT 機器の

ルへ熱の回り込みが発生し，Tave－TPAC や Tdiff が増

電源遮断を行い，総 IT 電力を削減する(IT 集約制

加しうる．これによって，コールドアイルの一部が

御)．総 IT 電力が低下すると，空調機の熱負荷が低

局所的に温度上昇することで室内のラック入気温
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度に偏りが生じ，入気温度最大値 Tmax が上昇しう

ない．課題とその検討結果を以下に述べる．

る．IT 負荷配置機能は，入気温度最大値を上昇さ

(1) 気流場が変わると IT 電力・温度から温度感度

せないように IT 集約制御を行う．これにより，空

が一意に求まらない
図 2 に，IT 設備連係制御システムを適用した環

調機電力を削減する．

境における依存関係グラフを示す．

4. IT 優先度指標

空調機風量は，IT 電力分布，入気温度最大値に

4.1 実現方針

依存する．空調機風量は，空調最適制御システムに

本提案では，入気温度最大値へ影響を与えるラッ

よって，IT 電力分布に応じて抑制される．また，

クを抽出し，そのようなラック内の IT 機器に IT

入気温度最大値が環境温度上限値を超える場合は，

負荷を割り当てないことで，IT 負荷配置機能を実

温度異常と判定し，空調モードが変風量制御無効に

現する．そのために，ラック毎に入気温度最大値へ

切り替わり，空調機風量が増加する．IT 機器風量

影響を評価した指標である IT 優先度指標 EITi を定

は，IT 電力分布，特に IT 機器の稼働状態に依存す

め，これを基に IT 集約制御を行う．すなわち，IT

る．例えば，IT 機器が停止すると，IT 機器ファン

負荷配置機能は，EITi が高いラックに格納された IT

も停止し，IT 機器風量が低下する．

機器を集約先 IT 機器として優先的に選択する．

気流場は，IT 機器風量，空調機風量，室内構成

IT 優先度指標 EITi は，
ITi の IT 電力 WITi が 1kW

に依存する．また，各ラックの入気温度は，IT 電

上昇した際の入気温度最大値 Tmax の変化量を評価

力分布と気流場に依存する．そのため，温度感度

した値である温度感度 SITi (単位：℃/kW)より求め

SITi の評価では，式(2)の他に IT 機器風量，空調機

ることができる．本提案では，SITi を，IT 稼働情報

風量，室内構成を考慮する必要がある．しかしなが

の稼働履歴の解析により求める．

ら，入気温度最大値が環境温度上限値を超えて空調

実際のデータセンタでは，ラック扉の開閉等の要

モードが変わらない限りは，空調機風量は IT 電力

因で入気温度に測定誤差が生じる．また，複数のラ

分布の従属変数であるとみなせる．また，IT 機器

ックで IT 電力変動が起こり得る．そのため稼働履

風量も IT 電力分布の従属変数とみなせる．すなわ

歴解析により求める温度感度 SITi の精度は高くな

ち，室内構成・空調モードが一定ならば，気流場は

い．そこで，EITi は「0：優先度高」(温度感度低)，

IT 電力分布の従属変数とみなせる．そのため，室

「1：優先度低」(温度感度大)の 2 値情報とする．

内構成・空調モードが一定の条件では，IT 電力分

5.2 節に示すように，入気温度最大値は特定のラ

布から各温度は一意に決まるとみなせる．すなわち，

ックの影響を受けやすい．また，EITi を細かく設定

室内構成・空調モード毎に SITi を算出することで，

しても，IT システムの制約により活用しきれない．

気流場の影響を考慮した SITi を算出できる．

そのため，上記の分類で十分な効果が見込める．

(2) 温度感度の導出に設備稼働情報が必要

4.2 温度感度の導出

式(2)におけるΔTPAC は設備稼働情報である空調

式(2)に温度感度 SITi (単位：℃/kW)の算出式を示

機の給気温度から求める．式(2)においてΔTPAC を

す．SITi は，ITi の IT 電力 WITi が 1kW 上昇した際

考慮する理由は，入気温度最大値 Tmax が給気温度

の入気温度最大値 Tmax の変化量である．この変化

TPAC に依存するためである．IT 設備連係制御シス

量は，給気・ラック入気温度差 Tave－TPAC とラック

テムを適用した環境では TPAC が常に変動するため，

入気温度差 Tdiff の変化量の合計である．温度感度が

ΔTmax の算出ではこの変動を考慮する必要がある．

高いラックほど IT 電力増加に伴い気温度最大値

一方，Tdiff は入気温度 TITi の差分のため，ΔTdiff

Tmax が増加し，空調機電力が増加しやすい．

S ITi 

Tmax (Tave  TPAC )  Tdiff

WITi
WITi

は TPAC に依存しない．温度感度算出の際にΔTdiff
のみを考慮すれば設備稼働情報は不要となる．

…(2)

ラックの IT 電力が増加して熱回り込みが発生す
ると，先ず Tdiff が拡大した後に，熱が拡散し入気温

式(2)を基に IT 稼働情報から温度感度を求めるた

度最大値 Tmax が上昇する．Tmax は Tdiff の変化量が

めには，以下の(1)，(2)の課題を解かなければなら
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支配的であるため，温度感度算出の際にΔTdiff のみ

EITi は室内ラック間の相対評価で求める．S’ITi が
S’ave より高いラックは，温度感度が高いとして，

を考慮するだけで十分とした．

EITi=1(優先度低)とする．

空調最適制
御システム

IT最適制御
システム
IT電力分布

室内構成

IT機器風量

気流場

ただし，S’ITi は ITi の IT 電力変動以外の影響で
増加しうる．そのため，S’ITi のみを用いた判定は不

空調機風量

十分である．この対策のために，ΔTdiff(t)と ΔWITi(t)
の相関係数 R2ITi を評価する．R2ITi および R2ITi の室

給気温度

内平均値 R2ave を評価し，R2ITi が R2ave より小さい

入気温度

場合は，ITi の IT 電力変動以外の影響で S’ITi が増
設備稼働情報

IT稼働情報

減したとみなし，EITi=1(優先度低)としない．

図 2：依存関係(IT 設備連係制御システム適用)

5. データセンタにおける実証実験

室内構成・空調機モード

5.1 評価環境

図 4 にサーバ室の構成図を示す．サーバ室は約

IT最適制御
システム

50m2 の広さであり，2 基の空調機(PAC1~2)と 16
基のラック(IT01～16)が設置されている．ラックは

空調機風量

IT電力分布

2 列のラック列の構成をとり，ラック列の外側をコ

IT機器風量
入気温度差

ールドアイル，内側をホットアイルとした．2 基の
気流場

空調機は，空調最適制御システムによって制御され，

設備稼働情報

IT稼働情報

ラックの入気温度最大値が環境温度上限値 28℃以
下を満たしつつ，空調機風量が約 400 m3/分に抑制

図 3：依存関係(温度感度算出における前提)

されている(制御前：約 700m3/分)．

図 3 に，以上(1)(2)の検討結果を基にした依存関
係グラフを示す．式(3)に本依存関係を基にした温
度感度 S

’

ITi(t)の算出式を示す．温度感度を「IT

吹出し口
コールドアイル

電

義することで，IT 稼働情報の稼働履歴解析により
温度感度を算出可能になる．

S ' ITi (t ) 

Tdiff (t )
WITi (t )



Tdiff (t )  Tdiff _ base
WITi (t )  WITi _ base

ラック

IT01 IT02 IT03 IT04 IT05 IT06 IT07 IT08
実
実
実
サ
サ
サ
疑似サーバ
ー
ー
ー
バ
バ
バ

力が 1kW 上昇した際の入気温度差の拡大量」と定

Ｐ
Ａ
Ｃ
1

ホットアイル
IT09 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16
実
実
実
サ
サ
サ
疑似サーバ
ー
ー
ー
バ
バ
バ

…(3)

S’ITi(t)は，時刻 t における稼働情報を基にした

コールドアイル

Ｐ
Ａ
Ｃ
2
空調機

ITi の温度感度である．WITi_base および Tdiff_base は，
図 4：サーバ室構成図

ある基準状態における ITi の IT 電力および入気温
度差である．基準状態は，特定時刻の稼働情報でも，

中 央 の 10 基 の ラ ッ ク ( 疑 似 サ ー バ ラ ッ ク ，

特定期間の稼働履歴の平均値を用いてもよい．5.2

IT03~07，IT11~15)は，疑似サーバを 2 台ずつ搭載

節では前者を，5.4 節では後者を用いている．

する．疑似サーバは 8 台のサーバを搭載したブレー

4.3 IT 優先度指標の導出

ドサーバシャーシを模した発熱装置であり，サーバ

式(4)に，ITi の IT 優先度指標 EITi の算出式を示

の CPU 使用率の推移を与えると，ブレードサーバ

す．S’ITi は S’ITi(t)の評価期間平均値である．また，

シャーシの挙動に模して発熱量・ファン風量を制御

S’ave は S’ITi の室内平均値である．

する．その他の 6 基のラック(実サーバラック)は実

E ITi

1 ( S ' ITi ≧ S ' ave ,R 2 ITi ≧ R 2 ave )

0 (その他 )

物のブレードサーバシャーシを搭載する．実験では，
…(4)

実サーバラックの IT 電力を一定にし，疑似サーバ
ラックの IT 電力を変えて，総 IT 電力を制御した．
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5.2 実験１： 理想環境での IT 優先度指標の導出

異なる 2 つの IT 電力推移(推移 A,B)について，表 1

ラック IT 電力を 1 基ずつ個別に制御した稼働履

に示す項目を比較することで適用効果を検証した．

歴から各ラックの IT 優先度指標を導いた．ラック

表 4：IT 電力推移の概要
推移

推移 A

推移 B

IT 優先度高

IT03～IT05

IT06,IT07,IT15

評価期間(分)

240

←

WIT 最大値(kW)
WIT 最小値(kW)
WIT 平均値(kW)

70

←

55

←

62

←

の IT 電力と温度変化が 1 対 1 に対応する為，IT 優
基準 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT07 IT06 IT05 IT04 IT03

総IT電力(ｋW)

60
50

5
4

総IT電力

40

3

30

2

入気温度差

20

0

1

2

3

4

5
6
7
時刻(時間)

1

8

9

10

入気温度差(℃)

先度指標を精度よく導出できる．

表 4 に推移 A,B の概要を示す．推移 A は実験 1
で EITi=1 のラック(IT03~05)を優先利用し，推移 B

11

は実験 1 で EITi=0 のラック(IT06,IT07,IT15)を優先

図 5：稼働履歴(実験 1)
図 5 に本実験の稼働履歴を示す．基準状態として，

利用するよう，IT 優先度指標 EITi を設定した．
両推移の IT 電力分布推移は，実際の IT システム

各疑似サーバラックの IT 電力が 2kW である IT 電

の稼働履歴から導いた稼働サーバ台数推移を用い，

力分布を用いた(時刻 0～1 時)．次に，疑似サーバ

表 4 に示す IT 優先度指標を基に生成した．

ラックの IT 電力を個別に基準状態と比べて 4kW

図 6 に各推移における総 IT 電力の内訳((a) 実験

増やした IT 電力分布を用いて，入気温度差 Tdiff を

1 にて EITi=1 ラック(IT03~05)，(b)その他の疑似サ

測定した(時刻 1～11 時，1 時間毎)．各 IT 電力分布

ーバラック，(c)実サーバラック)を示す．推移 A は

において入気温度差 Tdiff の最大値を測定値とした．

推移 B と比べ(a)の割合が大きい．

表 3 に導出結果を示す．IT03～IT05 の温度感度

推移 A は，10 基のうち入気温度最大値への影響

が突出して高い傾向が得られた．IT03～IT05 の周

が大きい 3 基を最も頻繁にサーバを利用する顧客

辺の吹出し口からの風量が不足している為に熱回

に提供し，残りの 7 基をその他の顧客に提供するこ

り込みが起きたと考える．このような熱回り込みは，

とを模したものである．反対に，推移 B は，入気

空調機風量が十分である場合は発生せず，空調機風

温度最大値への影響が小さい 3 基を最も頻繁にサ

量が抑制されるにつれ発生しやすくなる．

ーバを利用する顧客に提供し，残りの 7 基をその他

この結果が示すように，特定のラックの IT 電力

の顧客に提供することを模したものである．両者を

増加に起因して，熱回り込みが起き，IT 機器入気

比較することで，本指標の適用効果を見積もれる．

温度が上昇することが多い．このようなラックの利
電力(kW)

表 3：IT 優先度指標の導出結果(実験 1)
Tdiff
IT03
IT04
IT05
IT06
IT07
IT11
IT12
IT13
IT14
IT15
基準
平均

3.5
3.5
3.9
2.6
2.4
2.5
2.6
2.6
2.6
2.5
2.6
―

⊿Tdiff ⊿WITi
0.9
4.0
0.9
4.0
1.3
4.0
0.0
4.0
-0.2
4.0
-0.1
4.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.0
4.0
-0.1
4.0
―
―
―
―

S’ITi
0.23
0.23
0.33
0.00
-0.05
-0.03
0.00
0.00
0.00
-0.03
―
0.07

推移A

80

用を控えることで空調機電力を削減できる．
R2ITi

EITi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
―

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
―

1

―

推移B

60

(a)

(a)

40
20

(b)

0

(c)

(b)
(c)
240
時刻(分)

480

図 6：総 IT 電力内訳(実験 2)
表 5：評価結果(実験 2，評価期間平均値)
項目

WIT (kW)
WPAC (kW)
COP
Tmax (℃)
Tave (℃)
TPAC (℃)
Tdiff (℃)
Tave－TPAC (℃)

5.3 実験 2：IT 優先度指標の適用効果

5.2 節で導出した IT 優先度指標の適用効果検証
を行った．総 IT 電力が一致し，IT 電力分布のみが
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推移 A
62.4
11.6
5.4
26.6
22.7
18.0
3.9
4.7

推移 B
61.6
11.1
5.5
25.9
23.6
20.0
1.5
3.6

B―A
-0.8
-0.5
+0.1
-0.7
+0.9
+2.0
-2.4
-1.1
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表 5 に評価結果を示す．
推移 B は推移 A と比べ，

間平均値を採用し，Tdiff _base として入気温度差 Tdiff

入気温度差 Tdiff が 2.4℃低下しており，ラック入気

の評価期間平均値を，WITi_base として各 IT 電力の

温度が平準化された．その結果，給気温度 TPAC が

評価期間平均値を用いた．評価期間の稼働履歴を

2.0℃高く設定された．給気温度を高く設定すると，

10 分毎にサンプリングしてΔTdiff およびΔWITi を

総空調機電力の削減や COP の向上につながる．た

計算し，IT 優先度指標を導出した．

だし，本実験では，外気温度が 12℃と低いため，

図 9 に，相関係数 R2ITi が高い IT04 のΔTdiff とΔ

その効果は明確に現れなかった．しかしながら，

WITi の相関分析結果を示す．値が近似線上に分布し

[13]に示す空調機電力換算式を用いてその効果を

ており，IT04 の IT 電力変化が入気温度差に影響を

見積もると，給気温度 TPAC が 18℃から 20℃に 2℃

及ぼしやすいことを示している．このようなラック

向上することで，COP が 2.68 から 3.19 に改善さ

は温度感度 S’ITi の妥当性が高い為，温度感度が高

れ，空調機電力を 16.2%，データセンタ電力を 4.4％

い場合は IT 優先度指標を優先度低とする．
図 10 に，相関係数 R2ITi が低いラック IT06 のΔ

削減する効果が見込める．

Tdiff とΔWITi 相関分析結果を示す．ΔWIT6 が-1kW

図 7 に稼働履歴を，図 8 に全ラック入気温度の稼
働履歴を示す．推移 B は，推移 A と比べ入気温度

の近辺でΔTdiff にばらつきが発生しており，入気温

差が縮小されている，すなわちラック入気温度が平

度差の変動は IT06 の IT 電力変化以外の影響が大

準化されている事が確認できる．ただし，推移 B

きい事を示す．このようなラックは温度感度 S’ITi

においても，総 IT 電力(IT 負荷)が増加するにつれ

の妥当性が低い為，温度感度が高くても IT 優先度

て，入気温度差が拡大した．これは，IT 負荷の増

指標を優先度低としない．

加に伴い，(a)の利用割合が増えたためである．す

表 3 および表 6 に示す IT 優先度指標 EITi を比較

なわち，本指標の適用効果は，IT 負荷が高まり，

すると，温度感度が低いラック(実験 1 にて EITi =0)

IT 負荷配置の自由度の低下に応じて低下する．

は，指標が異なるラック(IT12，IT13)が存在した．

電力(kW)

60

推移B

6

総IT電力

40

入気温度差

4

総空調機電力

20

このような誤判定が起こるのは，参照する稼働履歴

8

2

0

が不十分なためである．IT12 のΔWITi(t)は，温度

温度差(℃)

推移A

80

感度が高い IT05 のΔWITi(t)と正の相関が高いため，
IT05 の IT 電力増加に起因する入気温度差拡大と

0
0

240
時刻(分)

IT12 の IT 電力増加の相関が高くなり，IT12 の温

480

度感度が高いと判定された．同様に，IT13 のΔWITi
(t)は，温度感度が高い IT03，IT04 のΔWITi (t)と正

入気温度(℃)

図 7：稼働履歴(実験 2)
30
28
26
24
22
20

推移A

の相関が高いため，温度感度が高いと判定された．

推移B

長期間の稼働履歴を基にすることで，ラック間の
ΔWITi(t)の相関が低下し，正しい IT 優先度指標を
導くことができる見込みである．
0

240
時刻(分)

表 6：IT 優先度指標の導出結果(実験 2)

480

ﾗｯｸ

S’ITi

R2ITi

EITi

ﾗｯｸ

S’ITi

R2ITi

EITi

IT03

0.39

0.85

1

IT12

0.45

0.49

1

5.4 実運用環境における提案手法の評価

IT04

0.70

0.91

1

IT13

0.47

0.65

1

実運用環境に提案手法を適用した際の効果検証

IT05

0.70

0.57

1

IT14

-0.01

0.01

0

IT06

0.12

0.05

0

IT15

-0.17

0.42

0

IT07

0.01

0.01

0

平均

0.29

0.45

―

IT11

0.26

0.57

0

図 8：稼働履歴(実験 2，全ラック入気温度)

のため，複数ラックの IT 電力が変化する稼働履歴
を用いて IT 優先度指標を導出し，理想環境(実験
1)の導出結果と比較した．実運用環境として，図 6
に示す稼働履歴を用いた．
表 6 に，導出結果を示す．基準状態として評価期
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図 10： IT06 相関分析結果

6. まとめと今後の課題
データセンタでは，特定のラックの IT 電力増加
に起因して，ホットアイルからコールドアイルへの
熱回り込みが発生し，IT 機器入気温度の最大値が
上昇する．その結果，空調機電力が増加しうる．
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cyber-physical forecasting model for datacenters,”KDD
2011,pp.1370-1378,Augast.2011.

制御が導入されたデータセンタを対象とした．
データセンタにおける実験にて，本 IT 優先度指
標に基づく IT 集約制御により，空調機給気温度を
2℃向上させ，空調機電力を約 16%削減可能な効果

[13] J. Moore, J. S. Chase, P. Ranganathan, and R. Sharma,
"Making Scheduling Cool : Temperature-Aware
Workload Placement in Data Centers, "2005 USENIX
Annual Technical Conference, April.2005.

を確認した．また，稼働履歴を元に，本 IT 優先度
指標を導出できることを示した．以上より，空調機
の風量制御が導入されたデータセンタにおける IT

[14] J. Moore, J. S. Chase, and P. Ranganathan,
"Weatherman:Automated, online and predictive thermal
mapping and management for data centers,"In Proc. of
the 2006 IEEE International Conference on Autonomic
Computing, 2006.

機器入気温度平準化手法を示すことができた．
今後の課題は，以下の条件における IT 優先度指
標の導出方式の検討および評価である．
・

変動が小さい稼働履歴の利用．

・

アイルキャップが導入されたデータセンタ．
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