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・ ネットワークトラフィックの急増 
 2006 年 637Gbps 
 2025 年 121Tbps （推計値）約190倍 
 
・ 消費電力の増加 
 トラフィックの増加 
 ⇒ ルータ・スイッチなどのネットワーク機器の台数の増加 
 ⇒ 消費電力の増加 
  ネットワーク機器の消費電力量は， 
  2025 年には，2006 年と比較すると13 倍 
  （原子力発電一基分に相当） 

ネットワークの省電力化が必要不可欠 
・ ネットワーク機器の消費電力の低減技術 
・ ネットワーク制御・設計による消費電力削減技術 本技術 
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新技術：経路制御によるトラフィック集約を利用した 
      ネットワーク機器休止・起動制御 
ネットワーク機器の停止による消費電力削減 

特定の機器にトラフィックが集中して輻輳が発生する危険性 

目的関数：消費電力量⇒最小化 
制約条件： 
・各ネットワーク機器が処理するトラフィックが処理能力以内 
・標準的なルーティングプロトコルによる経路決定 

トレードオフ 最適化による解決 

（１）消費電力最小化 

上記制約条件を満たしつつ目的関数を最小化する停止リンク・ノードの決定 

（２）トラフィックの急激な変化を抑制するリンクメトリック変更制御 

下記の最適化問題に対する高速近似アルゴリズムを設計 
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制御全体の流れ 

実用的なネットワーク省電力制御が可能 

Step 1. トラフィック需要の変化の検出により以下を実行 
Step 2. 消費電力が少なくなるように停止リンク・ノードを決定 
              （「（１）消費電力最小化」技術の適用） 

Step 3. Step 2で得られた停止リンク・ノードへトラフィックが 
            ルーティングされないよう，リンクメトリックを更新 
              （「（２）トラフィックの急激な変化を抑制するリンクメトリック変更制御」技術の適用） 

Step 4. Step 2で得られたリンク・ノードの停止 
※ トラフィック増加時は，同様の流れでリンク・ノードを起動 

・ 輻輳を引き起こさないように消費電力を最小化 

・ リンクやノードの停止・起動によるトラフィックの変化の悪影響を抑制 
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（１）消費電力最小化 

稼働リンク（容量1） 

稼働ノード 

稼働リンク（容量2） 

ノード間トラフィック需要（要
求量1） 

元のネットワーク 

本技術では 
このような停止機器を決定 

停止リンク数   4 停止ノード数   2   
停止リンク 停止ノード 

 輻輳 

停止 

輻輳が発生する停止例 

稼働リンクに容量以上の 
トラフィック需要が流入する ⇒ 輻輳 

稼働リンク（容量1） 

輻輳が発生しない停止例 

トラフィック需要が 
稼働リンクの容量以内 ⇒ 輻輳無し 

停止リンク数   4 停止ノード数   2   
停止リンク 停止ノード 

稼働リンク（容量2） 

停止 
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（２）トラフィックの急激な変化を抑制するリンクメトリック変更制御 

𝑠1 

𝑠2 

𝑡1 

𝑡2 

𝑒1 

𝑒2 𝑠1 

𝑠2 

𝑡1 

𝑡2 

𝑒1 

𝑒2 

𝑠1 

𝑠2 

𝑡1 

𝑡2 

𝑒1 

𝑒2 

𝑠1 

𝑠2 

𝑡1 

𝑡2 

𝑒1 

𝑒2 

𝑒1のメトリックを 
変更 

𝑒2のメトリックを 
変更 

𝑒2のメトリックを 
変更 

𝑒1のメトリックを 
変更 

輻輳が
起こる 

リンクメトリック変更による経路変更 
⇒ 停止予定リンク・ノードのトラフィックを 0 に 
⇒ リンク・ノードの停止 

メトリックを変更する辺：𝑒1, 𝑒2 

各トラフィック需要は１ 

各リンクの元のメトリックは１ 

𝑒1: 1 → 3, 𝑒2: 1 → 2 

各リンクの容量は１ 

リンクメトリック変更順序によって 
輻輳が発生する可能性： 
e1 ⇒ e2の順なら輻輳が発生 
e2 ⇒ e1の順なら輻輳は発生しない 

リンク・ノードの停止・起動時の急激なトラフィック変化を抑制 
⇒ リンクメトリック変更順序制御が必要 

本技術では 
・ 順序決定問題を離散最適化問題として定式化 
・ 高速アルゴリズムの設計 
により解決 
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主な従来技術： 
・ルーティングプロトコルの変更によるトラフィック制御 
    ⇒ ネットワーク機器の停止による消費電力削減 
従来技術の問題点： 
・ルーティングプロトコルの変更が必要 
    ⇒ ネットワーク機器の大規模な更新が必要 
    ⇒ 導入コスト大 
・ ネットワーク機器の停止・起動時の経路変更によるトラフィックの急激な変化 
    ⇒ 通信品質に悪影響 

本技術： 
・ルーティングプロトコルの変更不要 
    ⇒ ネットワーク機器の更新が不要 
    ⇒ 導入コスト小 
・トラフィックの急激な変化を抑制する 
     ネットワーク機器の停止・起動制御 
    ⇒ 通信品質への影響小 
・ 最適化による消費電力の大幅な削減 

需要ノード対数 

停止リンク数 

消費電力削減例 
（ノード数27，リンク数57の実ネットワークにおける例） 
20%近くのリンクを停止可能 
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・ 通信キャリアにおける，需要変動に追随した 
     省電力ネットワークオペレーションシステムへの導入 
 
・ クラウドサービスにおける，需要変動に追随した 
     省電力ネットワーク・サーバオペレーションシステムへの導入 
 
・ データセンタにおける，需要変動に追随した 
     省電力ネットワーク・サーバオペレーションシステムへの導入 
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・現在，基本的な制御アルゴリズムについては開発済み 
    実際の多数のネットワーク機器を用いた性能評価については未実施 
 
・今後，実際のネットワーク環境やトラフィック変動を考慮した 
    制御アルゴリズムのブラッシュアップを行う必要がある 
 
・実際の多数のネットワーク機器を用いた性能評価も行う必要がある 
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・実際のネットワーク環境やトラフィック変動を考慮し， 
    実環境における性能評価を実施 
    ⇒ 本技術の有効性の強化が期待できる 
 
・ネットワークやサーバオペレーションシステムの研究開発を行っている 
    企業との共同研究開発を通した実用化 
    ⇒ 低コストで高性能なオペレーションシステムとして， 
         多くの通信キャリアなどへの導入が期待できる 
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関西学院大学研究推進社会連携機構 

ＴＥＬ ０７９－５６５ － ９０５２ 

ＦＡＸ ０７９－５６５ － ７９１０ 

e-mail  ip.renkei＠kwansei.ac.jp 
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