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•  サーバーの消費電力の監視や上限設
定が可能

•  実行時間に影響を与えずにサーバー
の消費電力を最大20%削減

•  処理能力、省電力性能およびビジネス
継続性向上の可能性

インテル IT部門は、インテル® インテリジェント・パワー・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® DCM）に関する技術的な評価を実施しました。評価の目
的は、これらのインテルの電力管理技術によってデータセンターの電力効率を改善できる可能
性について調べ、利用モデルの候補を検証することです。

評価は、仮想化された典型的なデータセンターのテスト環境で、インテル® Xeon® プロセッサー
5500番台搭載サーバーを使用して実施されました。

インテル® インテリジェント・パワー・ノード・マネージャーとインテル® DCMを使用し、個別サー
バーとサーバーグループで消費電力の監視や上限設定を行うことに成功しました。図 1に示
すように、プロセッサーへの負荷が高くないワークロードについては、パフォーマンスに影響を
与えることなくサーバーの消費電力を最大約 20%削減しています。

電力監視は、ワークロードの特性を把握し、データセンターの電力効率向上の機会を見極め
る上で欠かせない機能です。評価の結果、インテルの電力管理技術は、データセンターの電
力と冷却に関する主要な課題に対処し、処理能力の強化、消費電力の削減、ビジネス継続性
の維持に貢献することがわかりました。
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図 1. 上限設定により、I /O負荷の高いワークロードについては、実行時間に影響を与えることなくサーバーの消費電力を約
20%削減できました。



ビジネス課題

インテル IT部門は他の組織と同様に、デー
タセンターの電力と冷却に関する大きな課
題に直面しています。需要の急速な拡大に
伴い、コンピューティング・リソースの増加が
常に求められるようになりました。そのため、
データセンターの電力 /冷却能力は限界に
達しつつあります。また、電力コストと冷却コ
ストが総保有コスト（TCO）の中で大きな割
合を占めるようになってきました。

需要の増加への対処方法としては、データ
センターの新設や、既存のデータセンターの
電力 /冷却能力の強化が挙げられます。た
だし、いずれの選択肢も、実行には莫大なコ
ストと時間がかかります。

このため、既存のデータセンターの電力の効
率的な使用に着目した手法の採用を進める
ことで、処理能力の強化、電力コストの削減、
インテルの事業活動に伴う二酸化炭素排出
量の削減を図っています。

従来から、IT部門ではサーバーの日常的な
使用における実際の消費電力について詳細
な情報が不足しているために、データセン
ターの処理能力は、仕様書に記載された消
費電力、サーバーのピーク時消費電力、また
は出力レベルを下げた消費電力に基づいて
定められてきました。しかし、実際のデータ
センターのワークロードを使用すると、サー
バーの消費電力はほぼ必ず、これよりも少な
くなります。こうした状況は、データセンター
への電力の過剰供給、IT設備の過剰冷却、
TCOの増加につながります。

サーバーの消費電力を正しく把握し、制御で
きれば、既存のデータセンターの電力をより
効率的に使用することが可能になり、処理能
力の強化や電力コストの削減などの利点を
得られます。数万台のサーバーに適用した
場合は、相当な額のコスト削減になります。

この目的の達成に当たり、インテルの新しい
電力管理技術であるインテル® インテリジェン
ト・パワー・ノード・マネージャーとインテル® 
データセンター・マネージャーの評価を実施
しました。これらの技術を利用すると、データ
センター全体にわたってサーバーの消費電
力を監視・測定し、消費電力を目標レベル以
下に制限できます。

インテル® インテリジェント・パワー・ 
ノード・マネージャー
インテル® インテリジェント・パワー・ノード・マ
ネージャーは、インテル® Xeon® プロセッサー 
5500番台で利用可能なアウトオブバンド
の電力管理ポリシーエンジンです。この技術
を利用すると、プロセッサーのパフォーマンス
（P）ステート（高出力状態）とスロットル（T）
ステート（出力抑制状態）の切り替えによっ
て個別サーバーの消費電力の制限（パワー・
キャッピング）が可能です。インテル® インテ
リジェント・パワー・ノード・マネージャーは、
サーバーの実際の消費電力を測定 /報告し
て、対応コンソール・マネージャーで指定され
た目標値以下に消費電力を制限します。目
標値を維持できない場合は、アラートを管理
コンソールに送信します。

インテル® データセンター・マネージャー
インテル® データセンター・マネージャー
（インテル® DCM）は、データセンター内の
サーバー、ラック、サーバーグループに対し
て電力 /温度の監視や管理を可能にするた
めのソフトウェア開発キットとリファレンス・
ユーザー・インターフェイスです。この技術を
利用すれば、管理コンソールのプロバイダー
とシステム・インテグレーターは、個別サー
バーやサーバーグループの消費電力と温度
を監視し上限設定を行うインテル® インテリ
ジェント・パワー・ノード・マネージャー採用
の管理コンソールを構築できます。インテル® 
DCMは、インテル® インテリジェント・パワー・
ノード・マネージャー対応システムからデータ
を集約します。その結果、管理者はサーバー

使用効率、ビジネス条件、消費電力の傾向に
基づいて上限を調整できます。

データセンターの使用例

インテル® インテリジェント・パワー・ノード・
マネージャーとインテル® DCMの利用によ
り、処理能力の強化、消費電力の削減、ビジ
ネス継続性の向上が期待できるデータセン
ターの使用例をいくつか特定しました。

処理能力管理
サーバーの消費電力を測定すると、実際に
必要な電力に基づいてデータセンターの処
理能力をより正確に判断できます。その結
果、コストのかかるデータセンターを建設し
たり、電力回路や冷却装置を増設することな
く、使用されていない既存の電力を活用し
て、電力に制約があるデータセンターの処理
能力とラック密度を増やせます。

省電力性能
I /O負荷の高いワークロードやメモリー負荷
の高いワークロードなど、プロセッサー・パ
フォーマンスに制約されないワークロードに
ついては、インテル® インテリジェント・パワー・
ノード・マネージャーとインテル ® DCMを利
用すると、全体的なパフォーマンスに影響を
与えることなくサーバー・プロセッサーの速
度を抑えられます。結果として、サービスレベ
ル合意（SLA）を守りながらサーバーの消費
電力を削減できます。

ビジネス継続性
サーバーの電力監視を利用してアプリケー
ション・ワークロードの特性を把握すれば、上
限設定により、電力障害時でもビジネス継続
性を維持できます。残りの電力をサーバー間
で分散することや、基幹業務ワークロードに
優先順位を付けることが可能になります。

技術の評価

技術の評価では、インテル® インテリジェント・
パワー・ノード・マネージャーとインテル® DCM
を利用して、仮想化 IT環境をモデル化した
テスト構成でインテル® Xeon® プロセッサー 
5500番台搭載サーバーの消費電力を監視
し、上限設定を行いました。評価の目的は以
下のとおりです。

•  インテル® インテリジェント・パワー・ノード・マ
ネージャーとインテル® DCMの機能をテスト

•  主要なデータセンター使用例におけるこれ
らの技術の価値を調査
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図 2. テスト環境
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テスト環境
テスト環境を図 2に示します。このテスト環
境は 4台のインテル® Xeon® プロセッサー 
X5550搭載サーバーで構成され、各サー
バーではハイパーバイザーと 1つ以上の仮
想化テスト・ワークロードが実行されます。3
台のサーバーは 3つのテスト・ワークロード
をそれぞれ独立した仮想マシン（VM）でサ
ポートし、4番目のサーバーはテスト自動化
フレームワークと 1つのテスト・ワークロード
を実行します。テスト・ワークロードは合計で
10個になり、テストでは 10個がすべて同時
に実行されます。

テストで使用した合成ワークロードでは、演
算操作とデータベースの I /O操作が生成さ
れ、この組み合わせは調整が可能です。テス
ト内容に応じてワークロードを調整し、演算
負荷を高めたり、I /O負荷を高めたりしまし
た。この手法により、予測可能で一貫性のあ
るテストロードを作成できたほか、上限設定
がパフォーマンスに与える影響をワークロー
ドの種類別に観察できました。

機能テスト
インテル® インテリジェント・パワー・ノード・マ
ネージャーとインテル ® DCMの機能をテスト
し、個別サーバーとサーバーグループの消
費電力および温度の監視、上限の設定、長
時間にわたるサーバーの電力使用率データ
の保持に成功しました。

テストケース
テストケースでは、処理能力管理、省電力性
能、ビジネス継続性への上限設定の適用に
ついて調査しました。

処理能力管理と省電力性能
I /O負荷の高いワークロードと CPUへの負
荷が高いワークロードについて、上限設定が
実行時間に与える影響を測定しました。各テ
ストでは、テストサーバー上の VM全体に分
散された 10個の同じワークロード（I/O負荷
の高いワークロードまたは CPUへの負荷が
高いワークロード）を同時に実行しています。
まず、消費電力の上限を設定せずにワーク
ロードを実行しました。テスト中は消費電力
を測定し、テスト環境全体の消費電力がアイ
ドルレベルに戻るまでに要する時間をジョブ
完了時間として記録しています。

次に、インテル® DCMのポリシーとインテル® 
インテリジェント・パワー・ノード・マネージャー
の設定により消費電力の上限を設定した上
でテストを実行しました。消費電力を 1度に
100ワット（W）ずつ削減しながら、テストを
繰り返しています。

図 1に示すように、I /O負荷の高いワーク
ロードについては、パフォーマンスに影響を
与えることなくサーバーの消費電力を約 20%
（200W）削減できました。インテル® インテ
リジェント・パワー・ノード・マネージャーによ
りプロセッサーの Pステートと Tステートを
動的に切り替えることで、サーバーの目標消
費電力を満たしています。このワークロード
は CPUに制約されないため、消費電力の削
減量が 20%を超えるまで、全体的なパフォー
マンスは影響を受けていません。

CPUへの負荷が高いワークロードを使用し
た同様のテストでは、異なる結果が見られま
す。図 3に示すように、消費電力を 20%削
減すると、実行時間が約 18%増加しました。

ビジネス継続性
テストでは、データセンターの一部が停電に
なる障害をシミュレートしています。上限設定

の利用により残りの電力を全サーバー間で
分散して、すべてのワークロードの実行が継
続されるようにしました。また、消費電力にさ
まざまなレベルの上限を設定することで、サー
バー・ワークロードに優先順位を付けました。

図 4に示すように、2つの異なるワークロード
を使用しました。1つは CPUへの負荷が高
いワークロード（左）で、もう1つはリソース
要件がより限られたワークロード（右）です。
CPUへの負荷が高いワークロード（上）が実
行されるサーバーでは、上限を大幅に下げる
と、実行時間が約 35%増加しました。一方、
パフォーマンス要件の限られたワークロード
（下）が実行されるサーバーでは、上限を設
定しても、パフォーマンスへの影響は最小限
でした。この結果から判断すると、部分的な
停電の発生時でも、上限設定によってダウン
タイムの回避や優先順位が高いワークロード
のパフォーマンスの維持が可能です。
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図 3. CPUへの負荷が高いワークロードで上限設定が実行時間に与える影響。消費電力を 20%削減する
と、実行時間が 18%増加しました。

図 4. 上限設定によるビジネス継続性の維持
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性能に関するテストや評価は、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、またはそれらを組み合わせて行ったものであり、このテストによるインテル製品の性能の概算の値を表しているものです。システ
ム・ハードウェア、ソフトウェアの設計、構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合があります。システムやコンポーネントの購入を検討される場合は、ほかの情報も参
考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。インテル製品の性能評価についてさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、http://www.intel .co. jp/jp/performance/resources/
benchmark_limitations.htmを参照していただくか、1-800-628-8686または 1-916-356-3104（アメリカ合衆国）までご連絡ください。
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分 析

テスト結果によれば、上限設定の利用によっ
て SLAに影響を与えずにサーバーの消費
電力を削減し、データセンターの処理能力
の強化と電力コストの削減を実現できます。
CPUへの負荷が高くないサーバー・ワーク
ロードについては、パフォーマンスに影響を
与えることなくサーバーの消費電力を最大
約 20%削減できました。

評価で実証されたその他の点として、アプリ
ケーション環境の特性を把握し、インテル® 
インテリジェント・パワー・ノード・マネージャー
とインテル® DCMをビジネス継続性に利用
すれば、上限設定によりダウンタイムの回避
や優先順位が高いワークロードのパフォー
マンスの維持が可能です。

その他の可能な利点
テストを行った使用例に加えて、今後の検討
対象となる可能な利点をいくつか明らかにし
ました。

サーバーの消費電力を監視し管理すると、
データセンター・ルーム全般で実際の電力
使用率を把握して制御できます。これが可能
になれば、無停電電源装置（UPS）など施設
内の電力設備について適切な使用効率と規
模を決定できるため、データセンター全体の
TCOの削減が実現します。

インテル® インテリジェント・パワー・ノード・
マネージャーとインテル® DCMは、警告機能

を備えたサーバーレベルの温度監視も提供
します。この機能を利用すると、データセン
ターの運用温度を安全に高められるので、
冷却装置を増設せずに処理能力を強化でき
ます。

まとめ

評価結果によると、インテルの電力管理技術
を利用すれば、データセンターの処理能力
の強化、消費電力の削減、ビジネス継続性
の維持、施設管理の向上を実現できます。

上限設定は、I /O負荷の高いワークロードや
メモリー負荷の高いワークロードなど、CPU
に制約されないワークロードが実行される
サーバーでは特に、消費電力の削減に効果
的です。

サーバーの監視は、アプリケーション環境の
特性把握と制御を可能にする重要な機能で
す。アプリケーション環境を把握すれば、パ
フォーマンスと消費電力とのバランスを正し
く評価した上で、何に対して上限を設定すべ
きか判断できるようになり、データセンター
の電力効率向上の利点が実現します。

 

インテル IT部門のベスト・プラクティスの
詳細については、http://www.intel .
co. jp/jp/go/itatintel/を参照してく
ださい。
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