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大胆な新たな IT の責務

今日、組織は、急速に変化するビジネス・ニーズと
市場の需要を満たすために、
イノベーションを起こし
適用する必要性に迫られています。
デジタル変革は
もはや選択肢ではありません。
市場における変化と機会を
活用するための、基本的なビジネス戦略です。
調査結果によると、組織は 2024 年までに自社の IT
予算の 50 パーセント以上をデジタル変革と
イノベーションに費やすことになるとみられています。

デジタル変革によりレガシーのオンプレミス、
プライベートクラウド、
パブリッククラウド、
コロケーションを
含む環境のハイパーコンバージェンスが行なわれ、
プラットフォームとインターフェースの多様性が増す
ため、IT の複雑性は増大します。
動的に変化する
ビジネス要件と複雑性の高まりは、
データセンターには
とてつもなく大きな重圧となり、IT リーダー達はビジネス
目標に合わせて自社のデータセンター戦略を再調整
する必要に迫られています。

それでも組織は、
イノベーションの障壁となるのでなく、
イノベーションを推進するデータセンターの人材を
育成しようと奮闘しています。
多くの組織が熟練した
スタッフの不足により、商機を逃しています。
将来の
キャパシティーと可用性のニーズのみならず、
テクノロジーの変化にも対応できる適応性の高い
データセンター戦略の策定には、専門的なスキル、
実績と優れたツールが必要です。
そこに至るまでの
失敗や誤った意思決定は、計画外のダウンタイム、
サイバー攻撃のリスクの高まり、
デジタル変革
イニシアチブのレベルの低い実装を招く恐れがあります。
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IBM ハイブリッド・マルチクラウド・
データセンター・サービス

データセンター・コンサルティング・サービス
このサービスは、IT 設備環境のアセスメントによる
戦略的なアドバイスや洞察を提供し、
レジリエンシトで
エネルギー効率の高い最適化されたデータセンターを実現
するための、意思決定を容易にします。
また、
サービスの
3 つのカタログを通してアドバイザリー・サービスを提供
します。

データセンター戦略
– DC 業界標準に照らした戦略的ベンチマークと
Uptime Institute 認定
– 財務オプションおよび財務分析 (Capex、Opex、ROI、
チャージバック、
ショーバック)
– オンプレミスとコロケーション DC を含む、
すべての
オプションでの分析
– 事業継続とレジリエンシーのレビュー
– イノベーションとテクノロジー変革
データセンター・アセスメント
– DC 設備のレジリエンシーとキャパシティーの
ギャップ分析
– DC インフラストラクチャーの包括的な監査 – 電力、
冷却、火事と安全
– DC エネルギーの 最適化と電力利用効果 (PUE) 向上
(CO2 削減)
– DC 設備のレジリエンシーとキャパシティーの
ギャップ分析
– DC インフラストラクチャーの包括的な監査 – 電力、
冷却、火事と安全
– DC エネルギーの 最適化と電力利用効果 (PUE) 向上
(CO2 削減)

IBM は、
お客様のデータセンターの図面、
データシート、
要件を詳細に検討し、装置のサポート・システムを評価
して、将来の成長を考慮ながら高度な信頼性のある
施設のシステムの構築を目指します。
プロセスの最後に、
IBM は、
既存のデータセンターを IT 組織の使命にふさわし
い信頼性のレベルまで改善・拡大するコストも含めた
コスト見積もりを提供します。
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データセンター・デザインおよびサイト・エンジニアリング・
サービス
3,000 万平方フィート超のデータセンターのフットプリントの
設計の実績のある IBM には、
あらゆる密度のキャビネット
電源に対応したデータセンターを設計できるだけの
深い知識と専門的技能があります。
IBM の設計では、
長期的なビジネス上のメリットとエコロジカル・
フットプリントの両面が考慮されています。
IBM はコスト効率と
商業的な競争力の両方を持ち合わせた施設の構築と、
その設計が確実に業界の標準と規制に
適合し環境基準を満たすようにすることの両立に注力
してきました。

移転、統合および IT ディスカバリー・サービス
データセンター統合・移転サービスは、IT 環境の
ディスカバリーを行い、
データセンター内またはある
データセンターから別のデータセンターへのアプリケーション、
データ、IT 設備の移転について、代替手段、
メソッド、
リスク・プロファイルの策定、費用の見積もりを行います。
IBM では、
同時に移転しなければならないアプリケーション、
データ、IT 機器の論理的グルーピングを定義し、移転を
達成するためのプロジェクト計画とタイムラインを作成
します。
モジュラー・データセンター・サービス
モジュラー・データセンター・サービスは、
よりリーンかつ
よりレジリエントで、
柔軟性のあるインフラストラクチャーを
実現します。
このサービスは、
プライベートクラウドに
対応したお客様の IT ハードウェア要件に基づいて
「常時
オン」はそのまま続行しながら、成長を支え、
ビジネス
価値を実現し、IBM のポートフォリオは、最もコスト効率の
優れた最適化されたデータセンターに向けた計画策定、
構築、接続を漏れなくまとめ上げます。
ハイブリッド・
エンタープライズのワークロードを運用し、
レジリエンシーの
体制を向上させ、ビジネス目標および運用目標に
足並みを合わせるのを支援します。
IBM は、
管理とサポート・
サービスの改善により、物理的侵入からの保護を
向上させたデータセンターの設計・構築を行います。

機能と特長
ü 需要と供給のバランスを保てる適切なスペースと
電力を確保するための効率的なキャパシティー
計画の策定
ü データセンター向けのビルド・ツー・スーツ手法の
迅速な導入
ü IoT や接続されたアプリケーションからのデータの
移動、取り込み、処理を行うための効率性の高い
アーキテクチャーとビッグデータと分析を支える計算
集中型のアーキテクチャーの設計
ü 経験を重ねた要員が設計と構築を先導できるよう、
熟練した要員の確保
ü エネルギー効率と IT 管理の新たな基準に適合する
法規制への順守の維持

Scalable Modular Data Center
モジュール式のデータセンターには、
電力、
冷却モジュール、
ラック、
ネットワーク機器が完備しています。
このため、
コスト効率の高い、
レジリエントで、拡張可能かつ
「常時オン」の環境を迅速かつ容易に実現できます。
Prefabricated Modular Data Center (PMDC)
PMDC は、
高密度のプライベートクラウド・ソリューションを
提供する、
フル機能で 予め組み立て済みのデータ
センターです。
これは、
オープン・アーキテクチャー・
ソリューション (どのメーカーの IT ハードウェアでも
サポート可能) で、
広くオープンな上げ床の環境を提供する
だけでなく、
インフラ機器、
作業部屋、
ステージング・エリア
などのための複数の部屋も提供できます。
Enterprise Modular Data Center (EMDC)
EMDC は、
カスタマイズされたターンキー設計で、
平屋の建物にでも複数階の建物にでもデータセンター・
ソリューションを構築できます。

新しいテクノロジーのサポート
– 各モジュール内の密度を 3 倍増大
– ラック、
メインフレーム、
ストレージを分離すること
なくサポート
– 頭上と床下の電力/冷却オプションを提供
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柔軟性を確保した設計
– 不動産の条件に合わせた平屋あるいは複数階の
設計
– 顧客の要件に基づいたモジュール・サイズの選択
– 1 つのモジュールから複数モジュールに容易に拡張
– 既存の設備に設置

エネルギー効率の促進
– PUE 1.2 で開始
– IT のニーズに見合った適正なサイズの物理的
インフラストラクチャー

ライフサイクル全体の総所有コストを低減
– 資本コストを 40% 削減
– 運用コストを 50% 削減

可用性の高い予測可能な運用を実現
– IBM、UI、
または TIA の信頼性標準に足並みを揃える
– モジュール毎に信頼性を絞り込む
– アップグレード中に中断のない操作

メリット
– お客様の要件に基づいた柔軟なラックと電力密度の
オプション
– クラウド対応で、
ハイブリッド IT
インフラストラクチャーを実現
– プラグ・アンド・プレイ・モデルを備えた迅速な実装
– 最先端の DC 正常性モニタリング管理
– アクセス制御と消火システムで強化されたデータ・
セキュリティー
– どこにでも設置可能で、不動産の適切な活用を実現
する、部屋に依存しない設計

クラウド・レジリエンシー IT およびアプリケーション・
ディスカバリー
多くの組織では、サーバーに常駐するビジネス・
アプリケーションやそれらのアプリケーションの依存関係の
完全かつ正確な理解が得られていません。
従来の IT インフラストラクチャー・ディスカバリーは
時代遅れの手動のプロセスを採用し、移行のコストと
リスクを増大させ、
IT 環境の正確な状況を提示できません。

IBM クラウド・レジリエンシーIT およびアプリケーション・
ディスカバリーは、IBM Research が開発した特許
取得済みの ALDM (Analytics for Logical Dependency
Mapping) というツールと、
その他の知的財産やメソッドを
使用してビジネス・アプリケーションを検出して IT 環境に
マップします。
これにより、
ビジネス・アプリケーションの
観点からのデータセンター移行を計画することができ、
必要なアプリケーションをサポートするために正しく
構成された DR 環境の確保ができます。
顧客の環境への実装は地味ながらもテクノロジーを
差別化する要因の 1 つです。
その他の差別化要因として
は、迅速かつ実用的な結果の実現と、複雑で包括的な
ワークロードからのビジネス価値の迅速かつ簡単な獲得
などがあります。
さらに、
「別のサーバーへの依存関係を
持つすべてのサーバー」のような共通の移行要件の標準
照会を行い、
プロジェクト特有のニーズに応じた
ユーザー定義照会を扱うことができます。

特長
アプリケーションと IT のディスカバリー・サービスは、
お客様の IT 環境を素早く検出し、多くの IT プロジェクトで
必要なデータと分析を生み出します。
– サーバーの構成と依存関係を検出
– 強力な照会と IBM が開発したシグネチャーを
使用して、
サーバーとミドルウェアのクラスターを検出
– 益々複雑かつ膨大になるデータからビジネス上の
洞察と価値を引き出す
– 顧客や第三者の提供するデータを取り込む
– Docker コンテナ・テクノロジーを使用して、
IBM Cloud と顧客のオンプレミスの実装を実現

IBM 社員とお客様は ADLM ポータルにアクセスでき、
安全なファイルのアップロードや出力のダウンロードが
できます。
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メリット
– 統合と移行のリスク緩和とコスト管理
– 暗号化された安全なコミュニケーション
– 「チャレンジ」
または「応答」
パスワードを持つ
ユーザー作成のアカウント
– テープ・アーカイブ (tar) ファイルの大量アップロード
– 最新スクリプトのダウンロード
– IBM アプリケーション および ITディスカバリー
ツールセット出力のダウンロード
ALDM をお勧めする理由
現行のツールはサーバー依存関係をキャプチャーする
ために常にアクティブである必要があり、
人件費がかさみ
環境内のパフォーマンスが低下する可能性があります。
このようなツールは、
データセンターで稼働している
アプリケーションに関する必須情報のすべてをキャプチャー
できません。
エンタープライズ・レベルの IT ディスカバリー・
ツールには、インストール、保守、運用にかなりの
時間を要します。

ALDM の IT インフラストラクチャー内の振る舞いは控えめ
です。
サーバーとネットワークで最小の経費で周期的に
稼働します。
また結果を出すまでの時間を迅速化し、
通常 4 週間以下となります。

DC インフラストラクチャー

電力系統

DC ツール

冷却システム

IBM Cloud

DCIM

BMS

Intel
DCM

IBM Watson を使用したデータ分析

データ統合

DCAW
ゲートウェイ

現場でのデータ集約
クラウドでの

データ集約
高度な分析

ダッシュボード

IT システム

Data Center Advisor with Watson (DCAW)
現代のクラウド、
IoT、
デジタル・メディアとソーシャルメディアの
時代において、
データセンターはコストの中心から
今日の企業の中枢へと変わってきました。
その結果、
データ
センター運用の管理は、世界中の企業の主要な機能の
1 つになりました。
データセンターが益々高度化する
につれ、運用管理の複雑性が急激に高まっています。
熟練した人材の不足により、装置のパフォーマンスの
最適化とキャパシティーの管理ができなくなります。
これが、可用性、効率性、企業目標を満たす上での障害と
なってしまいます。
従来のデータセンター管理ツールでは、
もはや万全とは言えません。
運用的にも経済的にも実行可能であるためには、
データ
センターに人工知能 (AI) と機械学習 (ML) を実装する
必要があります。
こうすると DCAW は大変革をもたらす
可能性があります。

将来のデータセンター – AI でよりスマートに
Data Center Advisor with Watson (DCAW) は、AI と ML を
使用してデータセンター運用を最適化するする高度な
分析プラットフォームです。
– 既存のモニタリング・ツールからインフラストラクチャー・
エンドポイントの運用データを集約
– ML モデルを使用したデータ分析
– 予測的な運用の洞察の提供
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このソリューションにより、企業はデータ主導でかつ AI
対応の洞察を獲得し、
データセンター・
インフラストラクチャーの信頼性、効率性の向上に向け、
先を見越した選択を行い、運用コストを削減
できるようになります。
また、
データセンターの
オペレーターが運用に関する洞察を活用して
ターンアラウンド・タイムの低減を図れるようになります。
特長
– 障害やパフォーマンスの低下についての予測分析
– 運用上の異常の検知
– 規範的な装置保守
– 履歴データについての記述的分析

お客様導入事例
障害の予測と規範的な保守
DCAW にはディープ・ラーニングが組み込まれ、停電や
電力低下を予測します。
また装置の障害やパフォーマンス
低下、装置の正常性とパフォーマンスにおける異常
検知を行い、状態に基づいた装置の保守についての
運用上の洞察を提供します。

冷却器が予測アラームを発動

コンプレッサーの圧力比

3

推奨

2

根本原因として可能性があるのは、
コンプレッサーの過熱またはエバポレーター/
コンデンサーのパフォーマンス低下

電力系統

障害の
予測の
ML モデル
DC 運用データ

Is the Compressor worked up?

IBM DCAW

原因は何か?

1

コンデンサーの熱放出率

割合

冷却システム

1

システム障害の予測

エバポレーター/コンデンサーのパフォーマンスが低下しているか?

冷却器の作動/シャットダウンの高確率

2

異常検知を通して
根本原因を分析する

3

適切な保守を推奨

データセンターのエネルギーの最適化
DCAW には、
装置の設定値を動的に管理してエネルギー
消費を最適化し、
データセンターのエネルギー使用量を
最大 25 % 削減するモデルが組み込まれています。
HVAC コンポーネント、回線冷却器、ポンプ、冷却タワー、
コンピューター・ルーム・エアー・ハンドラー (CRAH) に
モデルを適用できます。
信頼性の向上
– AI を使用した停電や電力低下の予測により、
データ
センターの信頼性は向上します。
– 異常検知を通して根本的原因の分析を行うことで、
障害からの復旧時間を改善します。
効率性の向上
– エネルギー最適化についての ML モデルにより
データセンターのエネルギー消費を削減します。
– 装置の規範的な保守は運用効率を向上させます。

コスト最適化
– エネルギーの最適化により電力にかかる運用
コストが削減します。
– 規範的な保守は装置の保守コストを最適化します
– 障害の予測によりダウンタイムのコストを最小化
します。
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4

解決した問題と回避された障害

典型的

IT

HVAC

UPS および
PDU の損失

標準のエネルギー消費/手動
制御による設定値

周辺機器

HVAC ENERGY CONSUMPTION BREAK-DOWN

Normalized Power-Dissipation

IT システム

標準

冷却水、冷却モード
標準

標準

–25%

「ML 設定値」

「ML 設定値」

時間 (h)

冷却器

ポンプ

冷却タワー

CRAH

機械学習推奨設定値での
エネルギー消費

データ集約

データ収集層

データ分析
DCAW ML

DCAW データの取り込み

DCIM

DCIM アダプター

ソース・システム

DCIM アダプター

API

BMS アダプター

DCAW ゲートウェイ

WATSON IOT

エッジ・モジュール

DCAW ジョブ

DCAW サービス

ML API サービス

API

ML モデル

IBM の予測洞察

IoT GW

Netcool Omnibus

プロトコル・コンバーター

Db2

MODBUS/TCP
インテリジェントな物理
インフラ

レガシーの物理
インフラ

計器、センサー、
プローブ

DC の物理インフラ

ソリューションのアーキテクチャー
クラウドおよびオンプレミス両方のバージョンの
アーキテクチャーは、
中核的なプラットフォーム・サービスと
アプリケーション・レベルのコンポーネントから構成されて
おり、4 つの主要な層にわたるプロセスのニーズを促進
します。
–

データ収集層は、
データ収集用のソース・システム
および機器を統合します。
ここには、
プラグ可能な
アダプター・ベースのフレームワークを含み、
Data Center
Infrastructure Management (DCIM) や Building
Management System (BMS) など、現在使われている
モニタリング・ツールと接続できます。
– データ集約層は、Watson IOT サービスを使用して
IBM Cloud 上のデータを収集します。
未加工のデータ、
イベント、処理済みデータを安全に、
リレーショナル・
データベースおよび時系列データベースの両方に
保管します。
この層のデータはリアルタイムの分析の
ために分析層に送信されます。
– 分析層は、DCAW の中核で、集約層で集められた
データが多彩な ML モデルの入力データとして、異常
検知や予測の生成に使用されます。
この層では、
データ
処理、分析、異常検知、運用上の洞察を提供します。
– 可視化層は、分析層で挙げられたすべてのイベント
(異常、予測、
アラート)がダッシュボード上に様々な
グラフを使用して可視化されている DCAW ポータルで
構成されます。
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仲介ツール

ダッシュボードとレポート出力
DCAW には、IT およびデータセンターの両方の施設
インフラストラクチャーで発生したすべてのイベント
(予測、異常、早期の警告、運用上の洞察)についての
リアルタイムの情報を提供する包括的なダッシュボードが
組み込まれています。
ダッシュボードは、組織内の
すべてのデータセンター拠点の単一のビューを、1 台の
コンソールから提供します。
ダッシュボードは職務に
基づいてパーソナライズすることができ、
コンピューター、
携帯端末のどちらでも表示できます。

IBM ハイブリッド・マルチクラウド・データ
センター・サービスが選ばれる理由

IBM ビジネス・レジリエンシー・サービスには、世界中の
お客様のバックアップや復旧のニーズに何十年も対応
してきた豊富な経験があります。
今日では、9,000 社以上の
お客様に弊社の災害復旧サービスおよびデータ管理
サービスをご利用いただいており、年間およそ
3.5 エクサバイト以上のデータのバックアップをサポートし
ています。
世界 60 カ国以上にある 300 カ所以上の
IBM レジリエンシー・センターで災害復旧やデータ保護を
提供し、6,000 名以上のスペシャリストが対応しています。
IBM には、
データセンターの運用と保守に深い専門知識があり、
世界中で 400 カ所のデータセンターの 6,300 万平方
フィートのスペースを所有しています。
IBM の熟練した
サイトと施設のチームには、
設計、
エンジニアリング、
プロジェクト管理の優れた能力があり、
どの地域にいる
パートナーとも連携してグローバル展開が可能です。

始める準備はできましたか?

IBM の Web サイト にアクセスして、IBM データセンター・
サービスの詳細を確認するか、あるいは IBM の専門家に
ご相談ください。with an IBM expert.

日本アイ･ビー･エム株式会社
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19-21

IBM のホーム・ページは以下をご覧ください。
ibm.com

IBM、IBM ロゴ、ibm.com、IBM Cloud、
および IBM Services は、世界の多くの
国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。
現時点での IBM の商標リストについては、
http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。

本資料は最初の発行日時点における最新情報を記載しており、予告なしに変更
される場合があります。
すべての製品が、IBM が営業を行っているすべての国に
おいて利用可能なのではありません。

本書に掲載されている情報は特定物として現存するままの状態で提供され、
第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の保証および
法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供
されています。
IBM 製品は、IBM 所定の契約書の条項に基づき保証されます。

適切なセキュリティーの実施について: IT システム・セキュリティーには、
企業内外からの不正アクセスの防止、検出、
および対応によって、
システムや
情報を保護することが求められます。
不正アクセスにより、情報の改ざん、
破壊もしくは悪用を招くおそれがあり、
またはシステムの損傷や、他のシステム
への攻撃を含む悪用につながるおそれがあります。
完全に安全と見
なすことができる IT システムまたは IT 製品は存在せず、
また単一製品または
セキュリティー対策が、不正アクセスを防止する上で、完全に有効
となることもありません。
IBM のシステム、製品およびサービスは、合法的で、
包括的なセキュリティーの取り組みの一部となるように設計されており、
これらには必ず追加の運用手順が伴います。
また、最高の効果を得るために、
他のシステム、製品、
またはサービスを必要とする場合があります。
IBM は、
何者かの悪意のある行為または違法行為によって、
システム、製品、
または
サービスのいずれも影響を受けないこと、
またはお客様の企業がそれらの
行為によって影響を受けないことを保証するものではありません。
2 Gartner プレス・リリース
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