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JouleX と Cisco EnergyWise：企業のエネルギーの効率的な管理 
はじめに 
エネルギー コストの増大、政府の規制強化、環境への配慮に対処しようとする企業にとって、持続可能性とエネルギー管理は緊急性

の高い問題です。企業が全社のエネルギー使用量を削減または最適化するためには、その前提として、IT（コーポレート キャンパスと

データセンター全体）、設備、製造など、異なるエネルギー領域のエネルギー消費量や利用状況を正確に測定する必要があります。こ

れまで、こうした測定データを 1 ヵ所に集め、建物別、デバイス別、場所別、コスト センター別、部門別、または 1 日の時間帯別に詳細

に分析することは難しく、またコストが高すぎて実現不可能な作業でした。 

企業が求めているのは、キャンパス、データセンター、設備、製造など、全社を網羅する包括的なエンタープライズ エネルギー管理ソ

リューションです。IT インフラには、デスクトップ、ラップトップ、VOIP 電話機、アクセス ポイント、物理サーバと仮想サーバ、スイッチ、

ルータなどがあります。設備には、暖房、換気、空調（HVAC）、照明システムなどが含まれ、製造には、プロセス制御、産業オートメー

ション システムなどが含まれます。Internet Protocol（IP）は均一化の手段として有効なので、ネットワークの能力を強化すれば、IT だ
けでなく、設備や製造についても電力消費の測定や制御が可能です。大企業の場合は、規模が大きく分散環境でもあるため、エンドポ

イント デバイスやシステムにソフトウェア エージェントをインストールしなくても機能するという特長は、効果的なエンタープライズ エネル

ギー管理ソリューションの重要な条件となります。包括的なエージェントレス ソリューションを使用することで、組織はそのキャンパス、

データセンター、設備、製造の全環境におけるエネルギー消費量を最適化し、削減できます。このソリューションには、次のような機能も

あります。 

• 全社のエネルギー節約機会の特定と最適化 

• 電力使用量の多い社内ユーザの場所を特定し、より電力効率の高いデバイス モデルにアップグレード 

• ネットワークやシステムのインフラストラクチャ全体で、需要に応じて動的に容量を調整 

• ポリシーの作成およびリモートからの自動電力制御 

• 仮想化環境やクラウド コンピューティング環境の最適化 

• IT 機器を含めたポリシーによる需要対応プログラムをサポート 

• ビジネスとエネルギーの両面を考慮した容量計画 

• 企業の持続可能性レポートの作成 

Cisco EnergyWise 
Cisco® は、エネルギー管理アーキテクチャ、Cisco EnergyWise をリリースしています。このアーキテクチャは、全社の電力消費量の

測定と電力利用の最適化を目的として、ネットワークに接続されているデバイスのエネルギー情報を提供できるように設計されている

ので、全社に電力を効果的に配分できます。Cisco EnergyWise には、ネットワークに接続されているデバイスやシステムの現在の電

力消費量の測定のほか、自動化やアクションによる電力レベルの最適化、コスト節約の実現に役立つ電力利用法のアドバイスなどの

機能があります。Cisco EnergyWise は、IT システムに関するエネルギーの測定や制御をネットワークを通じて実行します。設備シス

テムや製造システムに対しては、既存のエネルギー計装へのインターフェイスとしてネットワークを使用します。 

JouleX Energy Manager 
JouleX Energy Manager（JEM）は、全社のエネルギー使用状況の監視、測定、分析を通じて、エネルギーの節約機会を特定し、最適

化するネットワークベースのテクノロジーです。また、JEM は、IP 接続の HVAC システムも含め、ネットワークに接続されているすべて

のデバイスとシステムのエネルギー使用量を制御することで、一歩進んだエネルギー管理を実現できます。他のシステムとは異なり、

JEM は単一のソリューションでありながら、キャンパスからデータセンター、設備や製造システムに至るまで、社内の全エネルギー領域

の広範なデバイスについて、エネルギーの消費状況を把握できます。このテクノロジーは、ネットワークベースのエージェントレス ソ
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リューションであるため、従来のエージェントベースのエネルギー管理 テクノロジーほど、導入、設定、管理、保守にコストがかかりませ

ん。 

JEM は、組織の既存のネットワーク インフラを最大限に活用し、エージェントを使用しない独自の手法で、社内ネットワークのすべての

デバイスを自動的に検出します。検出後は、エネルギーの使用量と使用状況を継続的に監視し、レポートします。JEM を使用すること

で、企業は社内のエネルギー消費を監視し、分析し、制御できます。JEM には、収集したエネルギー関連の測定値に基づいて節約機

会を特定したり、ポリシーやルールを作成する機能があります。これらの機能を通じて、エネルギー利用の最適化や大幅なコスト削減

が可能となります。一般的に、年間 30 ～ 60 % のエネルギー節約効果をもたらす機会を特定できます。JEM には信頼性の高いレ

ポート機能もあります。これらのレポートは、コンプライアンスや企業の持続可能性に関連した取り組みのサポートや、時間の経過に伴

う継続的な改善効果を示すために役立ちます。 

JEM は  Cisco EnergyWise に対応したすべてのデバイスに加え、レガシー  インフラも検出し、可視化します。また、Cisco 
EnergyWise に接続されているデバイスとシステムだけでなく、社内のその他のデバイスやシステムについても詳細に分析し、グラ

フィック形式のレポートを作成します。ポリシー管理が簡単になるだけでなく、Cisco EnergyWise やその他の標準的なネットワーク プ
ロトコルを使用して、ネットワークに接続されているすべてのデバイスおよびシステムの電力制御が可能です。JouleX は、Cisco 
EnergyWise を通じて、IT 以外のエネルギー領域（設備や製造など）にもネットワークを拡張できます。 

企業のエネルギー管理に役立つ 4 つの機能 
JouleX とシスコのソリューションは、社内のネットワークに接続されているすべてのデバイスおよびシステムに、測定、分析、レポート、

制御の 4 機能を実行します。しかも、エージェントを導入する必要がないため、複雑さやコストの増大は生じません。以下では、これら

の各機能について詳しく説明します。 

機能 1：全社のエネルギー使用量をシステム単位またはデバイス単位で測定 

JEM は、ネットワークに接続されているすべてのデバイスおよびシステムについて Cisco EnergyWise が提供するエネルギー情報を

利用し、ネットワーク セグメントに存在する資産を自動的に検出し、それらの資産のエネルギー消費量と利用状況、コストと二酸化炭素

排出量を測定します。 

JEM の自動検出機能は、エネルギーを使用しているデバイスおよびシステムのインベントリを通じ、これまでにない詳細度でエネル

ギー消費を可視化します。また、既存の資産管理システムやディレクトリを最大限に活用することで、インベントリにビジネス関連の重

要な情報も採り入れます。 

エンドポイントのデバイスやシステムは、Cisco EnergyWise に対応したスイッチにエネルギー情報を送信し、JEM は検出時にこの情

報を読み出します。このデータは JEM のダッシュボードに表示されます。ダッシュボードは電力使用量やシステムの利用状況を示すと

ともに、1 日の時間帯、イベントまたはロケーションベースのポリシーに従ってエンドポイントを制御する機能もあり、特定の時間帯の負

荷を削減することができます。Cisco EnergyWise ネットワーク プロトコルは、固有のネイバー関係機能を使用して、シスコ ネットワーク

に接続されたデバイスの場所を特定し、消費電力のインベントリを作成します。Cisco EnergyWise ネットワーク プロトコルは IP と類似

したルーティング プロトコルで、ネットワーク全体を網羅するアプローチとクエリー メカニズムを使用し、ネットワークを通じて消費電力を

即座に検出できるようにします。デバイス間には親子関係があり、あるデバイスがそのネイバーの消費する電力を中継することも可能

です。このメカニズムは、HVAC コントローラに接続されているエア ハンドラーの消費電力をレポートする場合などに便利です。 

機能 2 および 3：エネルギー使用量の分析とレポート 

JouleX Energy Manager は、任意の分類（日付、時間、場所、デバイス、アプリケーション、コスト センター、部門など）別にエネルギー 
データ（消費量、コスト、炭素排出量、節約量など）を分析することにより、エネルギーの削減機会を示します。また、JEM には、エネル

ギー節約シナリオのシミュレーション機能もあります。 

Cisco EnergyWise のクエリー メカニズムを使用することで、JEM は所定の時間の建物内の電力消費量やその変化を示すことができ

ます。クエリー メカニズムには、デバイスのロケーション情報に基づいてデバイス群の電力を集計する機能やデバイスごとの電力量を

取得する機能が含まれます。たとえば、JEM は、構内の複数の建物のロビーにある電話機すべての消費電力をレポートできます。こ

れにより企業は、ネットワーク内の特定のデバイスの電力レベルを変更した場合にどの程度の電力が節約されるかを、実際にネット
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ワークに変更を加えることなく、把握できます。実際の電力使用量が、お客様が求める電力予想値を超えた場合にアラームを使用する

ことも可能です。 

JEM には、ドリルダウン可能なインタラクティブ レポーティング機能があります。JEM を使用すれば、場所、コスト センター、部門、デバ

イス、システム、またはグループ単位で、エネルギー使用量、コスト、炭素排出量、潜在的またはリアルタイムの節約効果を把握できま

す。また、特定のデバイスや場所などについて、時間の経過に基づき、コストや使用量を比較することも可能です。 

機能 4：ポリシーの自動適用によるエネルギー消費の制御 

JEM にはポリシーを作成する機能があります。企業は時間、場所、イベントに基づくポリシー エンジンによって、エネルギー消費を自動

制御できます。JEM の実行プロキシは、ネットワークおよびシステムの既存の管理インフラストラクチャを使用してデバイスやシステム

のエネルギー使用量を自動的に制御します。 

これらのポリシーは、デバイスの種類、デバイスの場所、デバイスの優先順位、およびその他のパラメータに基づいて適用できます。

Cisco EnergyWise プロトコルでは、優先順位と電力レベルを組み合わせて使用することで、ネットワークベースの信号に対するエンド

ポイントの反応を詳細に調整できます。JEM と Cisco EnergyWise システムは、電力を最適化するための信号にデバイスを反応させ

るかどうかを、そのデバイスの優先順位に基づいて判断します。優先順位の最も高いデバイスは負荷が制限されませんが、優先順位

の低いデバイスはシャットダウンされるか、電力が削減される可能性があります。 

たとえば、JEM を使用すれば、優先順位の低いデバイスをスリープ状態にして、優先順位の高い IP 電話はシャットダウンされないよう

にするといったことが可能です。最適化は、エネルギーの節約だけでなく、配線クローゼットや建物の資源を適切な規模にすることに

よってコストの削減に役立ちます。電力を最適化することで、お客様は長期的および短期的なコスト削減を実現できます。 

JEM のお客様は、時間の経過に伴いポリシーを検証し、変更することで、長期および短期の電力節減目標の達成度を確認できます。

Cisco EnergyWise が有効に機能しているネットワークでは、ドメイン内の単一のスイッチにネットワーク内のデバイス グループの消費

電力を照会できます。このようなネットワーク ベースのクエリー メカニズムによって、JEM は直接すべてのエンドポイントと通信せずに

済みます。だからこそ大規模な拡張が可能なのです。たとえば、1 台のシスコ スイッチへの 1 回のクエリーで、1 つの Cisco 
EnergyWise ドメイン内のすべての IP 電話の優先順位を変更したり、電力消費量を取得することができます。 

こうしたインテリジェンス機能の前提となっているのは、デバイスの接続状態やデバイスの位置をネットワークが認識し、クエリーの結果

をクエリーの送信元スイッチを介して JEM に送信する能力です。Cisco EnergyWise が有効になっているデバイスはいずれも通信に

共通のメッセージ フォーマットを使用するので、エネルギー管理が簡素化されます。JEM と Cisco EnergyWise は、管理システムと

ネットワークの間、クライアント間、およびネットワーク デバイス間での認証によって、ネットワーク セキュリティを維持します。 

JouleX Energy Manager（JEM）の特長 

JEM の主な特長は次のとおりです。 

• ネットワークベースのエージェントレス システム：エージェントのメンテナンス オーバーヘッドは生じません。 

• JEM のエネルギー ポリシー：エネルギー情報をビジネスに合わせて活用し、ルールを適用して使用量を制御します。 

• マルチベンダー サポート：IP インフラやレガシー インフラにも対応できます。 

• 複数のエネルギー源、価格、通貨のサポート：正確なエネルギー会計が可能です。 

• 柔軟なルール エンジン：時間やイベントまたはロケーション ベースのルールなど、単純なルールを使用することでエネルギー

の無駄を排除できます。 

• 強力なレポーティング モジュール：過去および現在のエネルギー使用状況を把握し、意思決定に活用できます。 

• コーポレート エネルギー ダッシュボード：全社のエネルギー コストを明確に把握できます。 

• 炭素排出量レポート：新しい規制環境の遵守に役立ちます。 
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Cisco EnergyWise と JouleX Energy Manager の利点 

Cisco EnergyWise と JEM を併用した場合、次のような利点が得られます。 

• 簡素：導入、管理、継続的なメンテナンスを迅速かつ簡単に実行できます。 

• 新しい規制環境へのコンプライアンス：ソリューション導入後に炭素排出量の削減値の追跡を開始できます。 

• エネルギーの透明性：全社のエネルギー使用状況を把握できます。 

全社で最大 60 % のエネルギー コストの削減につながる節約機会を特定できます。 

JEM と Cisco EnergyWise ソリューションの機能 
Cisco EnergyWise と連動させた場合、JouleX Energy Manager は次の機能を提供します。 

• 集中管理型インターフェイス：既存のインフラストラクチャを活用しながら、ネットワークに接続されているすべてのデバイスの

エネルギー消費量と利用状況の測定、分析、レポート、制御が可能です。 

• 高度なポリシー：業務に影響を及ぼすことなく全社のエネルギーを最適化できます。 

• シミュレーション機能：ポリシーを実行した場合の潜在的な節約効果を、実際に導入する前に分析できます。 

• エネルギーの分析、ポリシーの最適化、トラブルシューティング、エネルギーの節約に関するレポート 

• エンタープライズレベルのスケーラビリティ、セキュリティ、信頼性 

• セットアップ、構成、管理の簡便性による運用オーバーヘッドの軽減 

エンドツーエンドのインテリジェンス機能および分析機能の仕組み 
ネットワークベースのエージェントレス ソフトウェア ソリューションである JEM と、Cisco EnergyWise プロトコルを組み合わせて使用す

ることにより、企業のエネルギーの包括的なライフサイクル管理が可能となります。このプロトコルは、Cisco EnergyWise に対応したス

イッチおよびルータを通じて、ネットワーク全体のエンドポイントおよびシステムから、エネルギー利用情報を伝送します。まず JEM が、

エージェントを必要としない独自の検出/監視手法を使用して、社内ネットワーク上のすべてのデバイスおよびシステムを自動的に検出

し、リモートから測定します。この動作には、これらのデバイスやシステムで使用されている標準的なプロトコルが使用されます。 

検出後、JEM は Cisco EnergyWise が取り込んだエネルギー使用量やシステム利用率を測定、分析、レポートします。これにより、企

業は全社のエネルギー消費量の制御に役立つポリシーを作成できます。Cisco EnergyWise プロトコルは、JEM を使用して作成され、

管理されているポリシーやルールに従って、デバイスを異なる電力状態に変更できます。 

JEM は、ネットワークベースのアーキテクチャで構成され、Web ベースのダッシュボードを通じて管理できるので、負荷の大きいエー

ジェントは必要ありません。JEM のダッシュボードは、デバイス、部門、場所など、多様な基準に基づいて、エネルギー使用量やエネル

ギー管理データを表示できるようにカスタマイズできます。JEM が示した節約機会が重要な効果をもたらす場合もあります。現在、多く

の国で、ビジネスにおけるエネルギーの節約が義務付けられるようになり、エネルギー節約の証拠を示すことで財務的なインセンティブ

が得られる可能性があります。一般的に、このソリューションを利用することで、年間 30 ～ 60 % のエネルギー節約効果をもたらす機

会を特定できます。現在さまざまな国で炭素排出量の監視が求められていますが、JEM にはこうした場合に利用できる信頼性の高い

レポート機能もあります。 

エネルギーの自動分析およびパフォーマンスベースのエネルギー最適化 
JouleX と Cisco EnergyWise を使用すると、ネットワークを通じて電力消費量をインテリジェントかつ予防的に管理し、継続的にポリ

シーを適用することで、エネルギー消費を削減できます。JEM には、電力消費状況に関する詳細なデータを提供し、エネルギー利用の

測定、分析、制御を行う機能があります。JEM に Cisco EnergyWise プロトコルを使用すれば、ビジネス ニーズに応じて、最大限の電

力を使用する常時稼働デバイスを、最適な電力を使用する常時使用可能なデバイスへと変えることができます。 
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JEM と Cisco EnergyWise を併用し、シスコ ボーダレス ネットワークの拡張性と通信機能を活用することで、協調的な電源管理を簡

単に実現できます。たとえば、従業員が建物内に入ると、電力効率の向上に役立つような一連のイベントを開始することも可能です。従

業員のアクセス カードによって、オフィス内のその従業員に関連する電話機、照明、コンピュータ、ワイヤレス アクセス ポイントの電源

をオンにしたり、オフィスの温度を適切なレベルに調節できます。1 日の終業時には、従業員のカードが逆のプロセスのトリガーとなり、

アイドル状態の機器や必要のない機器の電源をオフにします。オンデマンドの電源管理を全社に適用すれば、大きなエネルギー節約

効果が期待できます。 

ただし、このようなシナリオでは、動的なエネルギー割り当てを適切に調整できることが重要な要件となります。多くの企業は、ビルの制

御、電話機、アクセス ポイントなど、1 つの建物内であっても、デバイスの種類に応じて専用の管理システムを使用しています。電源管

理イベントを調整するためには、通常、これらのシステムすべての統合が必要となります。しかし、多様なシステムの統合は簡単なこと

ではなく、費用もかかります。Cisco EnergyWise のネットワーク規模のポリシーと JEM を組み合わせれば、多様なデバイスやシステ

ム全体の電力を制御できるので、高コストの統合は必要ありません。 

Cisco EnergyWise を通じて、JEM はエネルギーの自動分析を取り込むことができます。この貴重なエネルギー インテリジェンスは、

エネルギー効率の高いデバイスの調達など、企業の持続性計画に活用できます。また、エネルギーの節約につながる仮想化機会を特

定するためにも役立ちます。JEM のエネルギー自動分析では、デバイス別のエネルギー消費量やエネルギー節約量、炭素排出量の

軽減などのいくつかの指標について、企業の持続可能性に関連したレポートを作成することもできます。エネルギー使用量を正確に把

握することで、企業は、データセンター、キャンパス環境、建物の設備全体の電力容量計画にエネルギーの視点を適用できます。 

JEM は、Cisco EnergyWise プロトコルを活用することで、単純な監視ではなく、より高度なポリシーベースのエネルギー最適化機能を

提供します。Cisco EnergyWise は、ネットワークを移動する各パケットにエネルギー使用に関する情報を載せます。JEM には、キャン

パスの IT 機器の電源管理、データセンターの仮想化およびクラウド コンピューティングで消費されるエネルギーの最適化、そして自動

的な需要対応の機能があります。JEM はさらに、Load Adaptive Computing によって、生産的な作業を実行する必要のあるデバイス

のみに適切な電力を割り当て、アイドル状態またはフル稼働ではないデバイスには最小限のエネルギーを提供します。 

まとめ 
JouleX は、エネルギーの自動分析とポリシーベースの最適化によって、企業のエネルギー消費量の可視化、分析、制御を支援します。

独自のエージェントレス アプローチと Cisco EnergyWise の活用により、JouleX は、ネットワークに接続されているあらゆるデバイスの

エネルギー使用量を継続的に追跡し、レポートします。これらの機能を使用することで、お客様は全社のエネルギー消費の基準を作成

し、監視し、制御できます。 

この革新的なソリューションは、ネットワーク インテリジェンスを通じて、全社のインフラの電力消費を積極的に管理し削減する企業を支

援します。 

JouleX と Cisco EnergyWise は、ネットワークの力を利用することで、エネルギー消費の特定、管理、削減、そしてエネルギー コスト

の軽減を実現できます。 

関連情報 
JouleX Energy Manager と  Cisco EnergyWise の詳細については、Cisco-sales@joulex.net を参照してください。Cisco 
EnergyWise の詳細については、Cisco EnergyWise の製品ページ（http://www.cisco.com/jp/go/energywise/）をご覧ください。 
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