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インテル® インテリジェント・パワー・テクノロジー

 •  インテル® ノード・マネージャーとインテル® データセンター・マ
ネージャーを使用して、制御ポリシーに基づいてパフォーマン
スを低下させずに 15%の消費電力を削減できました。

 •  停電の発生時には、サービスレベル・アグリーメントにほとん
ど影響を与えずにアプリケーションを運用しながら、ソウル DC
の無停電電源装置（Uninterrupted Power Supply; UPS）
の稼動時間を最大 15%延長できました。

 •  インテル® ノード・マネージャーによる電力制御を導入し、稼動
率の低いラックを省電力状態に移行させることで、年間電力コ
ストをさらにラック1台当たり2,000米ドル以上削減できる可
能性があります。

この資料では、高温環境で運用されるソウルのデータセンターに
おけるインテル® インテリジェント・パワー・テクノロジーのテスト手
順と得られた結果について説明します。

手 法
高温環境でのデータセンター運用とインテル® インテリジェント・パ
ワー・テクノロジーの PoCには、インテルのテクニカル・プロジェク
ト・エンゲージメント・メソドロジー（TPEM）を使用します。ここでは、
この手法の具体的な手順の説明ではなく、TPEM全体のガイドラ
インを示します。

番号 説 明 HTA NM/DCM

1 顧客の目標と要件 √ √

2 データ採集 √ √

3

設計
  DCルームの建設
  サーバー・プラットフォームの選択

× ×

4
インストルメンテーション
  HTA：データ収集の対象となる

× √

5 設計テストケース √ √

6 実行テストケース √ √

7 データ収集 √ √

8 分析 √ √

9 データモデリング √ √

10 レポートと推奨事項 √ √

表 2. インテルのテクニカル・プロジェクト・エンゲージメント・メソドロジー
（TPEM）の使用
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概 要
インテルと KTは、インテル® ノード・マネージャー（インテル® NM）
とインテル® データセンター・マネージャー（インテル® DCM）で構成
されるインテルのパワー・マネジメント・テクノロジーと、高温環境
でのデータセンター（以下、DC）運用を組み合わせた 3カ月以上
にわたる概念実証（Proof of Concept; PoC）を、韓国のソウルに
ある木洞データセンターで、共同で実施しました。この PoCの目
的は、スペース、電力、冷却能力に制約のある同 DCの施設内で、
サーバー・コンピューター・ノードの数を最大化することでした。

インテル®ノード・マネージャー
インテル® インテリジェント・パワー・
テクノロジーは、サーバー単位、
ラック単位、またはデータセンター
全体でポリシーベースの電力監視
および電力管理機能を提供する、
インテル® プラットフォームのソフト
ウェア・ベース・ツールです。

高温環境（HTA）
データセンターのコンピューター・
ルーム内の動作温度を引き上げ
て、冷却機の電力コストを削減し、
電力使用効率を高めます。

表 1. インテル® ノード・マネージャーとHTAの説明

この PoCでは、以下の検証結果が得られました。

 •  電力使用効率（PUE）［詳細は用語集を参照］が 1.39に向上
し、ソウルの木洞データセンターでは約 27%の消費電力を削
減できました。この効果は、22℃の冷却水ループの使用によっ
て達成できました。
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ソフトウェア・ツール
KTの環境の測定とモデル化には、以下 3つのソフトウェア・ツー
ルを使用しました。

1.  インテル® データセンター・マネージャー /インテル® ノード・マ
ネージャー（インテル® NM/インテル ® DCM）を使用して、ワー
クロード、吸気口の温度、実際の電力使用量（アイドル時とワー
クロード実行中の両方）のデータを収集しました。

2.  3Dコンピューター・ルーム・モデリング・ツールを使用して、
3D仮想コンピューター・ルームを作成し、電力システム、ケー
ブル、ラック、パイプ、およびコンピューター・ルーム空調機器
（Computer Room Air Condit ioning; CRAC）のエアフロー
の影響を視覚的にアニメーション表示しました。これにより、さ
まざまな概念設計での熱性能オプションを簡単に評価すること
ができました。

3.  さらにインテルは、データセンター・アーキテクチャー設計ツー
ルのソフトウェアを使用して、データセンターのキャパシティー、
電力効率、総コストや、地理的条件が KTのデータセンター設
計に与える影響などを正確に予測しました。

ビジネス課題
DC内の IT機器の増加は、ラックおよびルームの電力密度の増大
をもたらしています。KTは、最新のテクノロジーを利用して、自社
のクラウド・コンピューティング・ビジネスに最大限のパフォーマン
スと電力効率を確保しようとしていました。

技術的課題
KTの木洞 DCの建設はすでに完了しており、床面積を変更するこ
とはできません。したがって、電力と熱の最適化は、主に熱力学の
問題（すなわち、サーバーから発生する熱の放散）になります。そ
のためには、熱を空気に移して、サーバーの高温の排気をダクトか
ら排出する必要があります。この高温の空気は CRACユニットに
渡され、そこで冷却水（Chil led Water; CW）で冷やされます。それ
からコンピューター・ルームに戻されて、希望の周囲温度（設定温
度）の維持に使用されます。CWは、コンピューター・ルームの外部
に配置される1台以上の冷却機から別のループで供給されます。

木洞データセンターの最大電力容量は 5MWです。この電力で、
サーバーの電力とデータセンター施設の冷却をまかなわなけれ
ばなりません。つまり、冷却インフラストラクチャーの効率が高いほ
ど、実際のコンピューター・インフラストラクチャーにより多くの電
力を使用することができます。

KTのデータセンターのコンピューター・ルームで IT機器を設置で
きる固定スペースは、合計 1,133.35m2でした。コンピューター・
ルームのレイアウトについては、設置面積も主要な測定基準の 1
つになります。

インテル® ノード・マネージャーと 
インテル® データセンター・マネージャー
インテル® ノード・マネージャーは、DCの電力使用状況の監視と最
適化、冷却効率の向上、DC内の熱溜まりの特定を支援する強力
なツールです。このツールは、サーバー単位、ラック単位、データ
センター全体の消費電力の履歴トレンドデータを提供します。KT
では、ノードの吸気口温度監視機能を利用して、DC内の熱溜まり
をリアルタイムで特定しました。

テスト環境
テスト環境は、ビジネス環境とラボ環境の 2種類の構成でセット
アップしました。

デバイス 説明

サーバー・ 
プラットフォーム

2基のインテル® Xeon® プロセッサー E5640
（2.66GHz）、48GBメモリー、インテル® NM 
v1.5

ビジネス環境（電力監視）：2台のラック（34
台のサーバー）

ラボ環境（電力 /温度監視および電力管理）：
1台のラック（18台のサーバー）

サーバーOS
ビジネス環境：Xen*（v5.6.0）

ラボ環境：Windows Server* 2008

ツール

パワー・マネジメント・ツール：インテル® データ
センター・マネージャー v2.0

ワークロード・シミュレーション・ツール：
SPECpower_ssj*2008

赤外線温度計、電力計

表 3. インテル® ノード・マネージャーとインテル ® データセンター・マネー
ジャーのテスト環境
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PoCに使用した条件は以下のとおりです。

電力監視と電力上限設定
「電力監視と電力上限設定」のテストシナリオは、サーバー・プラッ
トフォーム上でリアルタイムの電力監視と電力ポリシー管理を記
録するように設計されています。インテル® データセンター・マネー
ジャーは、DC全体で有用なワークロードのバランスをとるツール
として使用できます。ワークロード管理と電力管理により、DC内の
ワークロードと電力を、状況に応じて最も必要とされる場所に移動
できます。

テストケース 
番号

テストケース 説 明

TC1.1 電力監視 サーバー /ラック /列レベルで電力
を監視

TC1.2 パフォーマンス 
認識型の電力
最適化

ワークロードのパフォーマンスを低
下させずに、あるいはワークロードの
パフォーマンスへの影響を限定して、
電力を最適化

TC1.3 優先度に基づ
く電力最適化

インテル® データセンター・マネー
ジャーのグループ電力解決アルゴリ
ズムにより、電力が制限される状況
で優先度の高いノードに大きな電力
を割り当てる

表 4. インテル® ノード・マネージャーとインテル® データセンター・マネー
ジャーの電力監視および電力上限設定

これらの結果の分析により、KTでは、仮想マシン（V i r t u a l 

Machine; VM）の導入による全体的なサーバー稼動率の引き上げ
によって、サーバーの利用率と電力効率を改善できることがわかり
ました。VMを統合すれば、未使用状態にある個々のノードおよび
サーバーのラック消費電力を自動的に削減する電力管理ポリシー
を適用できます。ラックがアイドルで低消費電力状態のとき、電力
ポリシーの適用を解除すれば、直ちにフルパワーに復帰します。

テストケース 1.2の結果では、PUEは 1.39、単位電力コストは
0.07米ドル /KWhになり、ラックの電力設定の変更による年間電
力コスト削減額は 2,179米ドル（=2.369kW×1.39×24×365
×$0.07）になります。

温度監視と温度上限設定
「温度監視と温度上限設定」のテストシナリオの目的は、冷却の制
約条件の下でデータセンターの密度を高めることです。

テストケース
番号

テストケース 説 明

TC2.1 温度監視 ノードレベルで吸気口の温度を監視

TC2.2 温度に基づく
電力管理

吸気口の温度でトリガーされるイベン
トによる電力管理

表 5. 温度監視と温度上限設定

ノードの吸気口の温度は 19℃～ 20℃に保たれます。境界最大値
は 21℃、最小値は DCの設定温度に近い 18℃です。この情報は、
異常な温度イベントが発生した場合に DC管理者が DC内の冷却
リソースを管理するのに役立ちます。

ビジネス継続性
「ビジネス継続性」のテストシナリオの目的は、停電時にサービス
の可用性を長続きさせることです。

テストケース
番号

テストケース 説 明

TC3.1 異常な電力イ
ベント発生時
のビジネス継
続性

最小電力ポリシーにより、停電時の
ビジネス継続時間を延長

表 6. ビジネス継続性
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インテル® ノード・マネージャーとインテル® データセンター・マネー
ジャーの全体的な主要テスト結果は以下のとおりです。

テストケース ID メリットの説明

1.2 パフォーマンス認識型の電力制御
ポリシーにより、パフォーマンスを
低下させずに50%～80%のワー
クロード・レベルで最大 15%の消
費電力を削減 

1.3 電力が制限されたシナリオで、優
先度の高いワークロードに大きな
電力を割り当てることで、優先度
に基づく電力制御に成功

2.1および 2.2 異常な電力 /温度イベントの発生
時にトリガーされるアラーム

3.1 停電発生時に 80%のワークロー
ド・レベルでビジネス継続時間を
最大 15%延長

2.1および 2.2 吸気口の温度があらかじめ定義し
たサーマルバジェットを超えたと
き、ノードの発熱量を削減

表 7. 全体的な主要テスト結果

数値流体力学
3つの構成を検討した上で、208台のラックで構成される数値流
体力学（Computational Fluid Dynamics; CFD）をモデル化し
ました。データの収集後、インテルは 3つの構成を詳細に分析し
ました。そして、以下の根拠に基づいて構成 3を推奨しました。

CFDシミュレーションでは、3つのシナリオをすべてモデル化しま
した。その結果、6.7kWのラック 208台の冷却能力をサポート
可能であることがわかりました。208台のラックが消費する IT負
荷は、設備容量（負荷を稼動）で 1.3964MW（6.7kW×208
ラック）、仕様書に記載された（またはプロビジョニングされた）負
荷（ワーストケース）では 1.664MW（208×8kW）になります。
N+1の構成では 17ユニットの CRACが使用されます。冷却負荷
は 105kWの定格に対して73～ 94kWで稼動します。供給温度
は 22℃、戻り温度は 31℃～ 36℃です。表 8にシステムの詳細
な説明を示します。

システムの説明 分 析

機器の負荷 ラック当たりの定格 6.7kWのラッ
クが 208台。供給空気の温度は
22℃

CRAC冷却 N+1の構成では 17ユニットの
CRACが使用される。冷却負荷
は 105kWの定格に対して 73～
94kWで稼動。供給温度は 22℃

DCの室温 ホットアイル封じ込めエリアは平
均約 36℃、コールドアイルおよび
DCのその他の箇所は平均 22℃

エアフロー 6.7kWのラック208台：208台
のラックに必要な総エアフローは
188,241CFMで、17ユニットの
CRACの能力の範囲内で供給可能

表 8. システムの説明

CRACは約 85%の利用率で稼動しました。結論として、1台当た
り6.7kWのラック208台を17ユニットの CRACでサポートできま
した。この冷却負荷の要件を満たすために、CFMモデルのデルタ
温度（Delta Temperature; デルタT）は 11℃～ 14℃の範囲で
変化しましたが、CRACユニットのデルタTの 10℃は満たしません。

図 1. ラックの吸気口の温度に問題がないことを示すビュー
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CFDツールで、ラック当たり6.7kWのラック208台の構成をテス
トしました。（より大規模な CFDから抽出した）上記のサンプル画
面は、青色のデータセンター環境、すなわち約 21℃（70°F）を明
確に示しています。このビューは、ラックの吸気口の温度に問題が
ないことを示しています。

高温環境データセンターのシミュレーション
CFDシミュレーションを使ってサポートされるラックの総数を確認
した後、インテルはさらにデータセンターを最適化する方法を検討
しました。DCの主要なシステムからのデータ収集後、インテルは、
最適化とコスト削減の最大の機会をもたらす領域に焦点を合わせ
ました。データ収集に使用したツールは、図 2に示すようなビジュ
アルレポートを生成します。

 
データセンターのデータ採集および分析プロセスから、改善の可
能性が最も大きい箇所は冷却水（CW）のループであることが判明
しました。インテルの分析の結果、22℃の冷却水ループを使用
することで（エコノマイザー使用時と不使用時のいずれも）、冷却
機および CRACの効率を大幅に改善できることがわかりました。
22℃の冷却水ループを使用すると、PUEは 1.39に向上します。
この PUEの向上は、主に冷却機とCRACの消費電力削減の結果
です。ベースライン（7℃）に比べて、間接的電力は 27%削減され
ます。最も効率が高くなるのは、22℃の冷却水ループとエコノマイ
ザーを組み合わせて、間接的電力を43%削減し、PUE = 1.30を
達成する構成です。エコノマイザーを使用すれば PUEを高められ
ますが、KTは以下の理由でこの構成を除外しました。

1.  既存の施設内のスペースの制約

2.  DCプロジェクトの後期段階でエコノマイザーを導入すると、資
本コストが高くつく

全体的な結果
インテル® ノード・マネージャー /インテル® データセンター・マネー
ジャー、CFDモデリング、HTAデータセンター・シミュレーションの
PoCは、運用の最適化によって最大限の省電力効果と冷却効率
を実現する機会を明確に示しました。

既存のサーバー上でインテル® ノード・マネージャーとインテル® 
データセンター・マネージャーをアクティブにし、インテル® データ
センター・マネージャー 2 .0を使用して、ノードレベルの吸気口の
温度に基づいてデータセンターの運用を管理し、実際の冷却の必
要に基づいてコンピューター・ルームの冷却機能を調整することを
お勧めします。KTは、コンピューター・ルームにサーバーラックを
設置する際、インテル® ノード・マネージャーとインテル® データセン
ター・マネージャーを使用して、既存のデータセンターへのサー
バー増設が冷却機能に与える影響を監視できます。

新たに建設する DCにエコノマイザーを導入する場合、特にソウル
以外の場所に新しい DCを建設する場合、韓国の気候は最適化さ
れたウェットサイドおよびエアサイド・エコノマイザーの設計に有利
であることを、今回のデータは示唆しています。エコノマイザーの
設計は、高温環境データセンターの基盤となるものであり、そのモ
デリングに関しては徹底した検討が行われてきました。予測では、
1.05～ 1.1の PUEが達成可能です。このレポートは、大きな省
電力効果をもたらす主要なリファレンス・アーキテクチャーになる
でしょう。

図 2. データセンター・アーキテクチャー設計ツールのグラフィック
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用語集
電力使用効率（PUE）

PUE
データセンター全体の消費電力

IT機器の消費電力

PUEはコンピューター・データセンターの電力使用効率を示す指標です。特に、（冷却などの間接的電力を除いて）どれだけの電力がコン
ピューター機器によって実際に使用されたかを示します。値が小さいほど高効率です。

CFD Computational Fluid Dynamics（数値流体力学）

CRAC Computer Room Air Conditioning（コンピューター・ルーム空調機器）

CW Chilled Water（冷却水）

DC Data Center（データセンター）

HTA High Ambient Temperature（高温環境）

PoC Proof of Concept（概念実証）

TPEM Technical Project Engagement Methodology（テクニカル・プロジェクト・エンゲージメント・メソドロジー）

UPS Uninterrupted Power Supply（無停電電源装置）

VM Virtual Machine（仮想マシン）

インテル® DCM Intel® Data Center Manager（インテル® データセンター・マネージャー）

インテル® NM Intel® Intelligent Power Node Manager（インテル® ノード・マネージャー）

デルタT Delta Temperature（デルタ温度：通常は冷却システムまたはサーバー温度の供給温度と戻り温度の差を指します。）



  本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも
許諾するものではありません。製品に付属の売買契約書『Intel 's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテル製品の販売や使
用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む）に関してもいかなる責任も負いません。インテルによる書面
での合意がない限り、インテル製品は、その欠陥や故障によって人身事故が発生するようなアプリケーションでの使用を想定した設計は行われていません。

  インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更されることがあります。機能または命令の一覧で「留保」または「未定義」と記されているものがありますが、その「機能が存在しない」あるいは「性質が留保付であ
る」という状態を設計の前提にしないでください。これらの項目は、インテルが将来のために留保しているものです。インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が生じたり互換性が失われたりして
も、インテルは一切責任を負いません。この情報は予告なく変更されることがあります。この情報だけに基づいて設計を最終的なものとしないでください。

  本資料で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、公表されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在確認済みのエラッタについては、インテル
までお問い合わせください。最新の仕様をご希望の場合や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。本書で紹介されている注文番号付きのドキュメントや、
インテルのその他の資料を入手するには、1-800-548-4725（アメリカ合衆国）までご連絡いただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。

  Intel、インテル、Intelロゴ、Xeonは、アメリカ合衆国および /またはその他の国における Intel Corporationの商標です。

  Microsoft、Windows、Windows Server、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationおよび /またはその関連会社の商標です。
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