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あらまし 本論文では新世代ネットワークの研究開発において一つの重要な軸となる省電力性について議論を
行う．映像を中心としたコンテンツの台頭により，ネットワークトラヒックは今後も急速な増加を続けることは
確実であり，トラヒックの増加に伴ってネットワークの消費電力も急速に増加することが予想されている．昨今
の地球温暖化への意識の高まりにかんがみれば，今後の情報通信技術においてネットワークの低消費電力化は重
要なテーマとなる．このような観点から本論文ではネットワークとエネルギー問題を消費電力量，社会活動のグ
リーン化，環境センシング，排出権取引の四つの観点から検討するとともに，ネットワークの省電力化に向けた
技術課題とアプローチについて，研究動向を交えながら議論を行う．
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1. ま え が き

の要求を満たすために設計哲学を考えることなくその

インターネットがここまで普及した大きな理由は，

ンドツーエンドの原則」に従う機能拡張ではあるもの

「エ
場しのぎの解決策を導入した結果である．第 3 に，

新しいアプリケーションの登場を促す将来を見据えた

の，プレーヤの要求にそぐわないものが出てきている．

見事な設計哲学があったからである．しかしながら，

例えば，IP Security (IPSEC) はエンドツーエンド原

30 年前と現在とでは，インターネットを取り巻く環境

則を満たすものの，ISP にとってはネットワーク管理

があまりにも大きく異なり始めている．

の観点から必ずしも望ましい機能ではない．IPSEC

第 1 は，当初のインターネットでは想定していなかっ
たサービスや技術が登場してきたことである．イン

により暗号化されてしまうことで，パケットの種別の
判断が困難になるためである．

ターネットの基本プロトコルである TCP/IP は，モバ

第 4 に，ユーザの多様化が挙げられる．設計当初は

イル，センサネットワーク，CDN (Contents Delivery

技術者のみを対象ユーザとしていたのに対し，ユーザ

Network)，P2P，などの環境を想定してはいない．ま

層が拡大するにつれ，より使いやすいネットワーク，

た，ラベルスイッチングや光パスなどといったスイッ

信頼できるネットワークへの要求が高まってきている．

「エ
チ技術の登場ももちろん想定していない．第 2 に，

現在のインターネットは，だれもが容易に利用できる

ンドツーエンドの原則」にそぐわない機能拡張が登場

とは言いがたい．
「エンドツーエンドの原則」として，

してきたことを挙げることができる．NAT (Network

アプリケーションなどのインストールや更新，設定処

Address Translator)，ファイアウォール，コンテンツ

理などをユーザ自身が行わなければならないためであ

キャッシュなどだ．ベンダ，ユーザ，ISP などが，個々

る．また，サイバーアタックやスパムなどを排除し，
信頼のおけるネットワークを実現するためには，ネッ
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今後も省エネルギー性を一つの主要な評価項目として
新世代ネットワークのアーキテクチャ設計を行う予定
である．

2. ネットワークとエネルギー問題
新世代ネットワークに代表される今後の通信ネット
ワークは情報化社会の新たな時代を切り開く ICT 基
図 1 社会的要求から設計要求への展開
Fig. 1 Social requirements and design requirements.

盤として大きく期待されている．その一方で，そのよ
うなネットワークシステムの環境負荷（主に電力使用
による炭酸ガス排出）は，昨今の地球温暖化問題にか
んがみると，今後重要な課題である．現在の ICT の

インターネットは 20 年後，30 年後の情報ネットワー

消費電力は日本の総消費電力比較で約 5.8%（2006 年

ク社会を支える基盤であるのみならず，多様な社会問

度）をも占めると算定されており [2]，ICT の電力使

題を解決する手段となる必要がある．

用量についてはその低減に継続的かつ重点的に取り組

このような観点から，独立行政法人情報通信研究機

まなければならない課題であることは明らかである．

構 NICT では，2006 年から新世代ネットワークアー

一方，ネットワークはその積極的利用によって，我々

キテクチャ設計プロジェクト（AKARI プロジェクト）

が社会活動に伴い排出する炭酸ガス量を低減する手段

を開始している [1]．新世代ネットワークに課せられる

としても大きく着目されている．例えば人間の移動を

社会的要求を予測した上で，理想のネットワークアー

最小限に抑える遠隔勤務などである．現在世界規模で

キテクチャを白紙から設計することを目的としたプロ

議論されている大きな炭酸ガス排出削減目標を達成す

ジェクトである（図 1）．

るには，積極的にこのような取組みを推進する必要が

本論文では，社会的要求としてエネルギー分野を取
り上げ，ネットワークをエネルギー問題からとらえる

あると考えられ，ネットワークが果たす役割はますま
す重要となる．

視点を示すとともに，ネットワーク自体の省電力化に

このように通信ネットワークとエネルギーを議論す

向けての技術課題を明らかにする．省電力に関する視

る場合，いくつかの側面が存在する．その代表的なも

点は，地球温暖化問題への対応のみならず，
「炭素」本

のとして下記の四つの観点で検討することが妥当であ

位経済が語られ始めている世界情勢にかんがみて重要

ると考えている．

度を増しつつある．例えば，Bank of America は融

(1) ネットワークシステムの消費エネルギー量

資審査の際，CO2 排出を 1 トン当り 20〜40 ドルの

(2) ネットワークを活用した社会活動のグリーン化

負債として計算すると発表している．また，ドイツの

(3) ネットワークを用いた環境センシング技術

BASF は炭素排出管理責任者として CPO（気候保護
責任者）職を新設している．このような情勢をも考慮
して，AKARI プロジェクトにおいても省電力指向新
世代ネットワークの研究開発を開始している．

AKARI プロジェクト内においてはネットワークシ

(4) CDM (Clean Development Mechanism) にお
けるネットワーク技術を用いた炭酸ガス排出権取引
以下ではこれら四つの観点で新世代ネットワークと
エネルギー問題を考える．

2. 1 ネットワークシステムの消費エネルギー量

ステムが消費するエネルギーを大きな課題の一つと位

現在の ICT が発生する電力消費量は日本の総量比較

置づけており，その低減に向けた多くの研究開発を推

で既に約 5.8%（2006 年度）をも占め，更に増加する

進している [1]．現時点では，光パケットや光パスなど

傾向にある [2]．また，その結果から推定される 2012

フォトニックネットワーク技術をネットワークの基盤

年予想の各構成要素の内訳から，ネットワーク機器が

構成に用いることで，従来の IP ルータと比較して大

発生する電力量は ICT 全体のおよそ 50%程度である

幅な消費電力削減が見込めることを示している．また，

ことが分かる．当委員会の調査をはじめこれまで国

無線通信においてもモビリティや通信速度の向上に加

内外において多くの調査，予測，学術研究等が存在す

えて消費電力量の低減を大きな目標関数の一つと位置

るが，算定手法（大きくマクロ手法とミクロ手法があ

づけ検討を進めている．AKARI プロジェクトでは，

る），算定範囲，算定年設定等の評価条件がそれぞれ
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異なっている．このため，これらの結果を総合するこ

・加入者数の推移：

ブロードバンドユーザ数が今

とによってネットワークの各構成要素の内訳等を厳密

後どのように推移するか，住宅数を上限に頭打ちとな

に算定することは現時点では困難であるが，おおむね

るかどうか，また，ワイヤレスアクセスアクセス型ブ

以下に示す総括が現時点のネットワークシステムにお

ロードバンドの動向に注意する必要がある．現在実用

ける電力使用量に関する概要と考えられよう．

化が進められている 100 Mbit/s レベルのワイヤレス

(1) ネットワークの使用電力量は ICT 全体のおよそ

ブロードバンドが本格普及すれば，FTTH，DSL な

50%を占める．1 MB 転送当りの CO2 排出量は約 1 g

どによるホームユースのトラヒックが支配的である現

（ブロードバンドサービスのユーザ 1 人当りの排出量
に換算すると約 290 g 日）となる．

状のトラヒックを急激に増加させる可能性がある．
一方，無線・有線という観点からエネルギー問題を

(2) 宅内通信機器（電話機，ブロードバンドルータ，

考える場合，電源容量制約に対し技術革新を繰り返し

ONU，DSL モデム，LAN-SW 等）の使用電力が最も

てきた携帯電話端末に関しては既に高度な電力マネジ

多く，ネットワーク全体の 50〜80%を占める．機器を

メント技術に基づき高度な省電力化を実現している．

利用していないときの待機電力が非常に大きい．

また，最近の報告によれば，携帯電話網に関しては基

(3) アクセス設備の製造・敷設にかかわる使用電力
は 20〜30%程度となる．光アクセスの場合，PON 形
態のファイバ共用による低減効果は大きい．シングル
スターを採用すると大きく増加する．

地局の消費電力が問題となっており [5]，その削減に向
けた研究開発が進められつつある．
有線ネットワークにおいては，宅内通信機器，ルー
タ等その他の通信機器は低価格化や大容量化が優先さ

(4) 携帯電話では端末製造及び基地局電力が支配的
であり，端末の使用電力量は比較的小さい．

れた開発がなされてきており，低消費電力化について
は重点化されてこなかった．しかしながら，近年のエ

(5) 現在のところ，基幹網の使用電力量はネットワー

ネルギー問題に対する意識の高まりから，それらの機

ク全体の中では，非常に少ない．しかしながら，ブ

器に対しても消費電力の低減化技術の研究開発が行わ

ロードバンド化に伴い，無視できない量へと増加傾向

れるようになっている．その代表的な例として次のよ

にある．

うな事例を挙げることができる．

日本のトラヒックはおよそ年率 1.4 倍の指数関数的
（注 1）

に増加していることが解っている [3]

・ADSL2 規格：

欧州を中心として ADSL モデム

．仮にこのト

の非使用時，及び低速通信時にスリープまたはクロッ

ラヒック増加傾向が今後も継続すると仮定すると，新

ク低減により電力消費量を低減する技術の標準化を推

世代ネットワークの時代にはトラヒック量が現在比で

進している [4]．

3

5

10 〜10 倍程度となる [1]．したがって，ネットワー

・ブロードバンドルータや LAN-SW の低消費電力
情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) を中心

クの使用電力量を現在と同程度に維持することを目標

化：

すれば，新世代ネットワークの時代では「単位情報転

として，トップランナー制度を利用した家庭向けブ

送当りの電力使用効率を現在比の 103 〜105 倍程度に

ロードバンドルータ，LAN スイッチの低消費電力化が

増加させる」必要があり，これが現時点での目標設定

積極的に推進されている [6]．

として妥当となろう．
「ネットワークの使用電力量を現
在と同程度に維持する」という目標は後述する三つの
観点との関係も含めて今後賛否両論が予想されるが，

・コア/エッジルータの低消費電力化： 低消費電力
型ルータの開発 [7] がなされている．
これらの取組みはいずれも現在のネットワークアー

おおむねこのような大きな効率向上に向けて積極的な

キテクチャをそのまま踏襲する前提で，ネットワーク

技術開発を行わなければならないことは明らかである．

機器単位で内部構成，使用デバイス，方式等を改善す

ただし，目標値推定の根拠としたトラヒック量につ

ることによって消費電力量削減が行われる．携帯端末

いては下記の要因等に関連して増減双方に変化する可

を除く他の通信機器に関してはこれまで低消費電力

能性もあり今後の推移に注意を払う必要がある．

化が重点的に行われていなかったため，これらの取組

・キラーアプリケーションの出現・衰退：

みによって大きな電力消費量削減が期待できる．しか

過去，

P2P 型ファイル交換アプリケーションによるトラヒッ
ク量の急増と，ウイルス発生による一時的急減が発生
している．

（注 1）
：利用者一人当りの利用トラヒック増加分と利用者数の増分の双
方の効果によるものである．利用者増分を除いた「一人当りの利用トラ
ヒック増」は年率約 1.2 倍程度である．
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し，現在の予想ではその削減量は単位情報転送当りの

その排出削減量に対して CER（クレジット）が発行

効率にしておよそ 10 倍程度（2015 年程度）との検討

され，それをプロジェクト実施国の排出削減目標達成

結果 [8] もあり，その効率は新世代ネットワーク時代

に用いることができる．新世代ネットワークの時代に

の目標値には大きく及ばない．すなわち，3. で述べる

は，ICT 技術を国際的に活用することによって，地球

ように，現在のネットワークアーキテクチャに限定せ

規模での炭酸ガス排出抑制を積極的に推進する必要が

ずに，各種通信機器の使用電力削減を行う方法が今後

あろう．更に炭酸ガス排出権取引については，今後国

必要となる．

間だけではなく，企業間，個人取引などへの拡張の可

2. 2 ネットワークを用いた社会活動のグリーン化

能性もある．

ICT は社会活動に有効利用することによって大きな

しかし，現在では ICT を用いた炭酸ガス削減に関

エネルギー削減効果が得られることが期待され，これ

して削減量の算定方法の明確化・標準化が十分でない

までも多くの取組みが行われてきた．例えば，サプラ

等の理由から，国際取引が困難な状況にある．これら

イチェーンマネジメント (SCM)，ビルや住宅における

の状況を踏まえて，日本の総務省，TTC が中心的役

エネルギーコントロール (BEMS，HEMS)，ITS など

割を担い ITU-T において議論が開始されており，当

に ICT を活用することによって大きなエネルギー削

課題を議論する FG (Focusing Group) が設立されて

減効果が期待できるという報告がある [2]．新世代ネッ

いる．

トワークは様々な社会活動を十分に支援できるネット
ワークとしての要件を満足し，社会全体としてのエネ
ルギー削減に大きく貢献する必要がある．

3. 省電力化に向けた課題
本章では 2. での議論を踏まえ，特にネットワーク

2. 3 ネットワークを用いた環境センシング

の省電力化の観点から掘り下げた議論を行うとともに，

電力消費による地球環境負荷を考える場合，電力消

いくつかの具体的なアプローチを紹介する．

費量や CO2 排出量の計測など，環境負荷の度合を正

ネットワークに限らず，システムの省エネルギー化

確に把握するための環境センシング技術が重要となる．

に向けた最も基本的かつ効果的なアプローチは非効率

環境センシング技術の計測範囲・粒度は地球，国，地

性の発見とその改善である．システム内のどこの部分

域，ビル，家屋，各コンセントなど多様でであり，そ

にどれくらいのエネルギーが使われているかを把握し，

れらごとに必要となるネットワーク技術，センサ技術

支配的な部分を改善することで低消費電力化が可能と

も異なるであろう．

なる．徹底的な効率化を図った結果，それ以上の改善

新世代ネットワークは多種多様なセンシングシステ

が望めない場合には，システムアーキテクチャ自体を

ムを統合化し，地球規模での環境センシング実現する

変更することも求められる．新しいネットワークアー

ための重要な要素技術としても位置づけられる．例え

キテクチャの創出を目指す新世代ネットワークにおい

ばこれまで研究開発が行われているリモートセンシン

ては，省エネルギー的な観点からネットワークアーキ

グ，レーザを用いた CO2 濃度検出，大気汚染物質検

テクチャを再考することも重要なテーマである．また，

出など環境センシング技術から得られる各種データを

単にネットワークの省エネルギー化だけに着目するの

新世代ネットワーク上で連携・可視化する技術は啓蒙

ではなく，様々なサービスの開発サイクルを改善し，

活動や省電力化技術の具体的効果を確認するために有

それらサービスを利用することにより社会全体の省エ

用となる．

ネルギー化が促進されるようなプラットホームデザイ

2. 4 CDM におけるネットワーク技術を用いた炭
酸ガス排出権取引

CDM (Clean Development Mechanism) は国連気

ンが必要となる．
これに向けては，ネットワーク内のどこでどの程度
の電力が消費されているかを知るためのプロファイリ

候変動枠組み条約の第 3 回締約国会議 (COP3) にお

ング技術が必要となる．プロファイリングを通じて，

いて採択され，後の京都議定書で規定された「柔軟性

消費電力の観点からボトルネックを明らかにすること

措置（京都メカニズム）」の一つであり，市場メカニ

ができる．ボトルネックが明らかになった後は具体的

ズムを活用して炭酸ガス排出を削減するものである．

な技術開発を通じて低消費電力化を目指すことになる

CDM では，他国において温暖化対策のプロジェクト

が，この際，プロファイリング結果に基づいて現状の

を行い，その結果として排出量削減を実現できた場合，

ネットワークを消費電力の観点から制御・管理する技

608

招待論文／省電力志向新世代ネットワーク

クストと消費電力の関係を明らかにするプロファイリ
ングが必要となる．
プロファイリングを行うためには，電力及びコンテ
クストを計測するためのネットワークシステム及び可
視化を含めた分析システムの構築が必要となろう．例
えば日本からアメリカらまで IP パケットを 1 個送るた
めに必要な電力を正確に求めることができれば，ネッ
トワークの消費電力を考える上での重要な知見が得ら
れるだけでなく，そのような情報をユーザにフィード
バックすることでネットワークの消費電力に関する関
心を高めることもできる（電子メールを 1 通受け取る
たびに，そのメールを送り届けるのに消費された電力
が表示されるなど）．

IP パケット 1 個単位で消費電力を知ろうとする場合，
現在のインターネットを構成する各機器の消費電力と
図 2 省電力ネットワークに向けた技術課題
Fig. 2 Technical challenges.

トラヒックの関係をリモートから正確に知る必要があ
る．これに向けては，trace route，nmap (Network

Mapper) などのツールや remote physical device fin術が必要になる．これに加え，アーキテクチャ的な観

gerprinting [9] 等の技術を使い，あるネットワークパ

点からネットワークを再考することも必要となろう．

ス上に存在するネットワーク機器を間接的に特定し，

特に，現在のインターネットが消費電力を強く意識し

カタログスペック等を利用して消費電力を推定するこ

て設計されていない点にかんがみれば，現在のアーキ

とも考えられる．しかしながら，それらツールを使っ

テクチャのままの低消費電力化はいずれ限界を迎える

たとしても，パス上に存在する MPLS ルータなどの

ことになる．そのような場合，消費電力の制御をも考

存在を知ることはできない．ネットワークの正確な消

慮した新しいネットワークアーキテクチャが必要にな

費電力を知り，サービス単位，パケット単位で消費電

る可能性もある．更にその先を見据えれば，消費電力

力を見積もるためには，各 AS 内のネットワーク構成，

を評価軸にした新しいサービスの登場も期待できる．

ルータやスイッチの消費電力，各機器のトラヒックな

以下では「プロファイリング」「制御・管理」「アー

どの情報を収集し，それらの情報を外部からも参照で

キテクチャデザイン」「新サービスの創出」の各課題
について，より詳細な議論を行う．

きるような枠組みが必要となろう．
そのような枠組みを全インターネット規模で実現す

3. 1 プロファイリング

ることは現段階では困難であるため，最初のステップ

図 2 にネットワークの省電力化に向けた諸課題を

としては組織規模でシステムを構築し，ネットワーク

示す．現在のネットワーク機器は家庭，オフィス，街，

の消費電力とコンテクストの関係を明らかにし，そこ

工場など，様々な空間に浸透している．これらネット

から得られる知見を一般化していくことが有効である．

ワークの利用状況は人間の行動，時間，物理的位置な

また，このようなアプローチに加え，将来的にはネッ

どの各種コンテクスト情報と関連がある．しかしなが

トワークの電力消費のモデル化と消費電力の算定基準

ら，現在のネットワークはそのような利用状況に適応

の明確化も重要となろう．CDM 等の排出権取引まで

的な制御がなされておらず，トラヒックの多少にかか

を視野に入れる場合には，CO2 削減量の算定基準を明

わらずほぼ一定の電力を消費する．また，トラヒック

確化し，定量的に評価を行うことが求められる．ネッ

の増加に対しては provisioning を行うことで対応が

トワークの消費電力をどのようにモデル化し，どのよ

なされるため，ピークトラヒックの増加に伴って消費

うな測定を行えばよいのかについて明確な指針を与え

電力も増加してしまう．したがって，ネットワークの

る必要がある．

低消費電力化に向けた最初のステップとしては，トラ

3. 2 制御・管理

ヒック量を含めたネットワークに関する様々なコンテ

プロファイリングにより消費電力のコンテクスト依
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存性を掌握した後は，そのコンテクストを利用する形

トワークを利用することで低消費電力なバックボーン/

で具体的な省電力化手法を考えていくことになる．具

アクセスネットワークを構築可能であるという議論が

体的な省電力化手法に関してはこれまでいくつかの従

ある一方で，光ネットワークの導入によってユーザ側

来研究で提案が行われている [10], [11]．

の宅内終端装置の消費電力が大きくなってしまう場合，

インターネットの消費電力の問題に本格的に着目し

そのアーキテクチャが消費電力の観点から正しいデザ

た最初の研究は文献 [12] である．省電力化における最

インなのかどうかは疑問となる．このように考えれば，

も基本的な手法は機器をスリープさせることである

消費電力的な観点からネットワークアーキテクチャを

が，文献 [12] はルータを対象にして，現行の TCP/IP

再考することも，新世代ネットワークの研究において

の枠組みを壊さずにどのようなスリープの形態が可

重要となる．

能かを検討している．このほかにも，バースト的なト

新世代ネットワークにおける消費エネルギー削減技

ラヒックを生成することでスリープ時間を作り出す方

術の具体的な研究開発は今後の取組みではあるが，2.

法 [13]，プロキシに本質的でないパケットの処理をさ

で述べた動向からいくつかの指針は得られる．例えば，

せてプロキシの後方にあるデバイスをスリープさせる

ICT 全体の電力消費量を大きく削減する有効な手段

方法 [14]，イーサネットのリンクレートをダイナミッ

は，電力使用量が最も大きい宅内通信装置への対策と

クに可変することで省電力化を図る方法 [15]，仮想化

して，スリープ機能を実装する方法であろう．しかし，

による省電力化 [16]，ラインカードときょう体の最適

スリープ機能を ONU (Optical Network Unit) やブ

割当による省電力化 [17] なども提案されている．
これら既存研究を要約すれば，ネットワークの省電

ロードバンドルータ，LAN スイッチなど宅内装置の

L1，2 プロトコル層に導入した場合，それら装置をス

力化手法は「新デバイスの利用」，
「スイッチング」，
「集

リープから起動させる方法や，起動までの不通時間，

約・分散化」の形に分類できる．
「新デバイスの利用」

電力制御による通信速度変化などの問題が生じ，現在

は基本的には半導体電子デバイスの技術革新に頼るア

用いられている上位プロトコルの振舞いに影響を及ぼ

プローチであり，省電力型の新しいデバイスを利用し

す可能性がある．つまり，消費電力効率の大きな向上

た機器の導入や光ネットワーク化による省電力化 [18]

を目標とした場合，現在のアーキテクチャのまま個々

などが含まれる．また待機電力の削減を目的とした低

の装置やレイヤごとに対処を行う方法では限界があり，

消費電力ウェイクアップ機構 [20], [21] などのキーデバ

ネットワーク全体（マルチプルレイヤ）で検討するこ

イス技術も重要となる．
「スイッチング」はスリープの

とが効果的であると考えられる．ただし，その検討に

タイミングやリンクレートを適応的にコントロールす

あたってはネットワークの将来的な発展を考えた通信

るアプローチであり，前述の先行研究の多くがこれに

レイヤ間の独立性確保や既存ネットワークからのマイ

含まれる．
「集約・分散化」にはルータやスイッチの最

グレーション方法については十分に考慮が必要である

適配置，インネットワークでのデータ圧縮 [19] あるい

ことは自明である．

は筐体の統合化などが含まれる．

図 3 にエネルギー消費に着目したマルチレイヤの技

これらの基本的な手法を単独あるいは複合的に用

術領域を示す．最下位のレイヤは装置レベル，低位プ

い，サービスの品質を劣化させることなく消費電力を

ロトコルレベルのレイヤである．このレイヤでは各装

制御・管理することが現在のネットワークの低消費電

置機能の構成法やデバイス技術の革新による使用電力

力化技術における中心課題となっている．今後は，ど

量低減と，待機時のスリープや低速通信時のクロック

のようなコンテクストに着目し，どのような省電力化

低減などによる使用電力量低減が主となる．また，IP

手法を適用すればネットワークの消費電力を効果的に

ネットワークで問題視されているルータの消費電力を，

低減させることができるかが一つの研究トレンドとな

フォトニックネットワーク技術を用いて低減するなど

ることが予想される．

の，ネットワークアーキテクチャの革新により基幹網

3. 3 アーキテクチャデザイン

における電力消費量の低減効果も大きく期待できる．

プロファイリング及び制御・管理によって低消費電力

ネットワークプロトコルは現在のレイヤ 3 及び 4 相

化を実現したとしても，ネットワークアーキテクチャ

当のプロトコル層を想定している．このプロトコルレ

自体が省電力化を意識した設計となっていなければ，

ベルでは，下位層においてスリープや通信装置の電力

低消費電力化の効果は限定的なものとなろう．光ネッ

制御による通信速度変化や一時的な通信断が発生する

610

招待論文／省電力志向新世代ネットワーク

の情報を用いて機器や什器のレイアウトを変えたり，
部屋の使用目的を変更すれば，より効率的なオフィス
環境を構築できると考えられる．このような「環境設
計」のサービスを導入した結果，オフィス内での非効
率性が改善されれば，単位消費電力当りの知的生産量
を増加させることが可能となる．
垂直統合的な「システム」から水平分散的な「プラッ
トホーム」へと変化しつつある今日の ICT 分野におい
てはアプリケーションサービスの開発効率は飛躍的に
改善されつつある．その結果，インターネットもこれ
図 3 新世代ネットワークの環境エネルギー技術領域
Fig. 3 Energy issues in new generation network.

までのようなコンテンツベースではなくサービスベー
スに移行するであろう．多種多様なサービスが生み出
されて淘汰される中で，生産活動の効率化やエンター
テイメント性だけでなく，社会全体の低炭素化にも貢

ことを考慮した通信方式が必要となる．
コンテンツ流通プラットホームは，エネルギー最適
化を目標関数として情報流通を行うミドルウェア層で

献できることがサービスのアピールポイントの一つと
なり，ビジネスチャンスを広げる可能性も十分に考え
られる．

ある．例えば現在の CDN は使用エネルギーを考慮し

消費電力は端末，ネットワーク，サービスを総合的

た方式はとられていないが，ネットワークやサーバ装

かつ定量的に評価する新しい軸である．従来の常識に

置トータルの使用電力最小化を目標関数としたコンテ

とらわれず，消費電力の観点からサービスを見直すこ

ンツの配信方式は十分考えられる．

とで，多くの研究課題，ビジネスチャンス，そしてイ

最後はアプリケーションアーキテクチャである．ト
ラヒック送受を行うのはアプリケーションであり，そ
の方式次第ではトラヒック量削減による使用電力量削

ノベーションの機会を見出すことができる．

4. 研 究 事 例

減も可能であろう．現行の www や検索エンジンのあ

本章では 3. で述べた課題に対する筆者らの具体的な

り方を含め，現在及び将来にわたりネットワークアプ

取組について紹介する．現在，筆者らは低消費電力な

リケーションをサポート可能なアーキテクチャを ICT

ネットワークの実現に向けて，プロファイリングを中心

全体のエネルギーを考慮して再設計することなどもこ

に研究を進めている．例えば，筆者らは IEEE802.15.4

の領域に含まれるであろう．

の無線インタフェースを備えた電力計測ネットワーク

3. 4 新サービスの創出

の構築を進めている（図 4）．この研究では，まず，研

社会全体の省エネルギー化という視点からネット

究室内の個人個人の机にプラグ単位での測定が可能な

ワークを見た場合には，その応用サービスが人間の社

電力計を設置して，個人レベルでの消費電力を計測す

会生活環境をいかに快適かつ効率的にするかという

るとともに，研究室内のルータやスイッチ等の消費電

点も重要である．インターネットのキラーアプリケー

力も計測し，研究室全体での消費電力の詳細な内訳を

ションである電子メールと Web は人間の社会活動を

求める．これと同時に位置情報やドアの開閉を検出す

ある面では効率化した．しかしながら，その効率化の

るセンサ等を設置し，個々のユーザがセンサ情報を活

度合をエネルギー消費量の観点から見れば全体として

用して独自の省電力化ポリシーを作れるような環境を

はまだ改善の余地は多く残されている．様々な知的・

構築する．その後，個々のユーザの消費電力ランキン

物的生産活動を効率化するとともに，結果として社会

グとともにポリシーをネットワーク上で公開し，他の

全体のエネルギー消費量も削減できるようなアプリ

ユーザが作成した様々なポリシーを再利用できる環境

ケーションサービスの登場が望まれる．

を提供することで，全体の消費電力を効果的に下げる

例えば，オフィスビルに様々なセンサを設置して行

ことができるような枠組みを考えている．

動モニタリングを行うことで，コンテクストに応じた

また，機器単位で収集した電力情報をより大規模な

人とモノのインタラクションを知ることができる．こ

環境でマッシュアップして様々なサービスに応用できる
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図 4 ワイヤレス電力計によるプロファイリング
Fig. 4 Wireless energy metering system.

ようにするため，NGN/IMS (Next Generation Net-

work/IP Multimedia Subsystem) 上で電力管理を行
う研究なども進めている [22]．更に，ルータやスイッ
チ等のネットワーク機器に関しては，SNMP (Simple

Network Management Protocol) の MIB (Manage-

図5

無線リンクを活用した有線ネットワークの消費電力
制御
Fig. 5 Power-aware local area network using wireless
LAN.

ment Information Base) を拡張してトラヒック情報
と消費電力情報を収集できるようにするとともに，研
究室内のネットワーク構成とサービスごとのトラヒッ
ク等を調査しどのサービスが消費電力的な観点から支

5. む す び

配的であるか等の調査も行っている．加えて，プロファ

本論文では新世代ネットワークの研究開発において，

イリングを行う計測システム自体の消費電力も問題と

特にネットワークの省電力化の観点から議論を行った．

なるため，バッテリレス型の無線センサネットワーク

ネットワークの省電力化に向けては，ネットワークシ

などの研究 [23] も継続的に行っている．

ステム自体の省エネルギー化に加え，ネットワークを

管理・制御の観点からはトラヒックに応じて研究室

活用した社会活動のグリーン化，環境センシング技術，

内有線 LAN のリンクを無線 LAN に集約させ，有線

ネットワークを活用した排出権取引の四つの観点が重

側の LAN スイッチを適宜 OFF にすることで消費電力

要であることを示した．また，ネットワーク自体の省

を低減させるといった研究も進めている（図 5）．また，

電力化について技術課題を明確にするとともに，いく

特に無線ネットワークシステムを対象に，アイドルリ

つかの具体的アプローチを紹介した．

スニングによる電力浪費を軽減させる目的で，様々な

地球温暖化問題を取り巻く世界情勢にかんがみれば，

デバイスをサービスに応じて選択的にウェイクアップ

ICT の省電力化は今後の研究開発において極めて重

させるウェイクアップ無線モジュールの開発なども進

要な課題となろう．その一方でネットワークの消費電

めている [21]．

力問題は様々な要素が複雑に絡み合い，研究対象の幅

アーキテクチャ的な観点からはプロファイリングを

もデバイスレベルからサービス運用レベルに至るまで

通じたインターネットにおける本質的なボトルネック

極めて広い．このため，広い視野をもちつつ長期的な

を明らかにすることが先決ではあるが，その中でも光

視点に立った戦略的な研究開発が重要であると考えて

ネットワーク技術が一つのキーになると考えており，

いる．

光パケット・光パス統合型ネットワークの研究等も進
めている．[24], [25]
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