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エンタープライズ・モジュラー・データセンター:
コストを削減しつつ、柔軟性を向上
実績ある機能的な設計で、優れたエネルギー効率を備えたエンタープライズ・
データセンターを設計・構築
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概要
企業・組織の運営は、グローバル化という現実とそれに伴う課題に

2010 IBM
より、
極めて複雑な状況下で行われています。この事実は、
CEO Study の Capitalizing on Complexity: Insights from the
Global Chief Executive Officer Study1 においてインタビューした
1,500 人のCEOや役職者のメッセージで明らかになっています。
IBM の過去 3 回のグローバル企業の CEO 調査によると、CEO
は一貫して、
「最も急を要する課題は変化への対応である」
と回答し
ています。経済環境がかなり不安定、不確実、複雑になってきたと
感じているのです。また、CEO の 79% は、今後、さらに複雑にな
ると予測しています。2
しかし同時に、複雑さに巧みに適応し、利点としている企業の存在
も調査により明らかになりました。こうした好業績企業の秘訣は何
でしょうか? そのような組織では、大胆な創造性を発揮してリーダー
シップを取り、顧客との関係を築き直しています。また、巧みな運営
手腕を発揮しています。
これらの CEO は、可能であればいつでも構造的な複雑さを簡易
化し対応することで、
「スピーディーで柔軟な思考を促す」
必要があ
ると認識しています。3 これらを実現するために、CEO はますます
情報技術と CIO への依存度を高めています。

リスクを管理しながら、引き続き変化に対応する必要があります。
多くの場合、既存の IT 運用はますます複雑になっているため、対
応を急ぐ必要があります。しかも、より少ない労力で、より多くのこ
とを、より迅速かつより良い方法で、というプレッシャーを受けなが
ら行うのです。データセンターの設計と構築に関する CIO の決定
事項は、組織の柔軟性の実現に極めて重要です。

複雑さに対応するため、進化し続けるデータセンター
要件
CIO は、新規設備を導入し IT キャパシティーを拡大することで、
成長を続けるビジネスの絶え間ないキャパシティー要求に対応し、
成長を可能にしてきました。しかし、このインフラストラクチャー全体
を支えるデータセンターはどうでしょうか?
大規模なエンタープライズ・データセンターに対するビジネス要件は、
ほぼ変化のない状態のままでした。ビジネス要件は、設計要件とし
て可用性、キャパシティー、および資本コストに転換されていました。
しかし、これらの 3 つの基本的な要件自体は、もはや十分とはいえ
なくなっています。なぜなら、CEO 調査で明らかになった、さまざま
な種類の複雑さに対応する必要があるからです。IBM では、次の
4 つの新しい要件が一層重要になると考えています。
●

エンタープライズ・クラスのデータセンター: 組織の
柔軟性への鍵

●

優れた CEO は、チャンスや課題が生じたときにいつでも対応でき
る運営にするべく改革を行っています。柔軟なコスト構造と提携能
力が、
素早い拡大または縮小を実現します。4 この改革の実現には、
データセンター・キャパシティーの拡大という手法が用いられ、CIO
が中心となって進めています。

●

このチャンスに進んで取り組むために、CIO は複雑さに対応でき
る運用上の柔軟性と俊敏性を備え、自動化が可能なよう、IT イン
フラストラクチャーを再構築する必要があります。CIO は、関連する

●

拡張性の最大化― 年代の経過とともに、データセンターとIT
設備をアップグレード可能
柔軟性の最大化― クラウド・コンピューティングや、20 倍の増加
が見込まれる電力密度を処理できる新しいテクノロジーやコン
ピューティング・モデルを迅速に導入可能
資本コストと運用コストの最小化― IT 設備の総所有コスト
(TCO) を計算することで、コスト構造に実際にかかわる要因が
明らかになるのと同様に、新規データセンターの取得コストだけ
でなく、運用コストも含めて測定することで、資本コストと運用コ
ストの最小化を実現
IT、データセンター、建物の相互接続― データセンター運用を極
めて効率良く管理可能
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IBM が重視していることは、データセンターを高いコスト効率と柔
軟性を実現する方法で設計し、その状態を長期間保つように管理
することです。これにより、データセンターは、ビジネスのライフサイ
クル全体にわたり、ビジネス拡大のエンジンとして、また複雑さに対
応するための鍵として機能し続けます。

新しい要件には新しいアプローチが必要 ― 不確実性
への備え
新規データセンターに見込まれる 10 年、20 年、30 年というライフ
サイクルにわたり、テクノロジーのイノベーションや組織の方針、拡大
を予測することは誰にもできません。過去 10 年間で大規模データ
センターに収容されている IT 機器は劇的に変化しました。平均的
なエンタープライズ・クラスのデータセンター (約 500 平方メートル
を超えるセンター) は、もはやメインフレーム・サーバーだけを収容
しているわけではなく、x86 サーバーが 75% 以上、UNIX サー
バーが 20% を占めています。5

IBM は、ほかにもいくつかの傾向がデータセンターで主流になりつ
つあることを認識しています。1つ目は、データセンター管理者の
1/3 以上は、データセンターを最大 30 年以上は運営したいと期待
しているが、データセンターがサポートする情報技術は、通常 2、
3 年ごとに変化しているという点です。2 つ目は、x86 サーバーの電
力密度が過去 10 年間で 20 倍に増加してきた経験から、現在一般
的に使用されているラック当たり 4 〜 6 キロワットの電力密度が
2 倍〜 3 倍に増加する可能性と、そのテクノロジーに適応できる計
6

画を策定する必要があるという点です。
エンタープライズ・モジュラー・データセンターでは、現在のテクノロ
ジーによる密度から始めて、必要に応じて各モジュール内の電源
容量と空調容量を 3 倍に増加することができます。この拡張は、追
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加容量の設置と試験運用時に、データセンター運用を中断すること
なく実行できます。次世代のテクノロジーに迅速に適応し、導入、使
用できるようにあらかじめ柔軟性のある設計をしておくことで、必要
が生じた時点ですぐに対応できます。
新規モジュールを追加する機能と組み合わせることで、エンタープラ
イズ・モジュラー・データセンターは、初期 IT 負荷の最大 18 倍まで
拡張する能力があります。このモジュール化により、
高密度、
中密度、
低密度のいずれのラックまたは設備であれ容易に収容できます。

IBM の経験では、現在、存在するデータセンター設備の 10 〜 30%
が、ラック・マウント型ではないメインフレームまたはストレージです。7
ラックの形状は今後も引き続き変化しますが、柔軟なデータセン
ターであれば、改修や分離することなくさまざまな環境に対応でき
ます。
高密度テクノロジーでは、エンタープライズ・モジュラー・データセン
ターにあらかじめ搭載されているポートから、用途に合わせて補助
冷却装置用の電源をとることも可能です。
多くのお客様の環境では、
配線、配管、排気のための床上げ式設計の柔軟性は、投資コストよ
りも、より重要であることが明らかになっています。

エンタープライズ・モジュラー・データセンター ―
要件に柔軟に対応
新規データセンターを構築している大企業のために、IBM® サイト＆
ファシリティー・サービスが提供する IT 施設の査定、設計、構築
サービスでは、エンタープライズ・モジュラー・データセンターを用い
て、ビジネスの拡大や柔軟性の要件に対応できるエンタープライズ・
クラスのデータセンター構築を支援します。
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図 1: エンタープライズ・モジュラー・データセンターは、約 500 平方メートルの
モジュールを、水平方向にも垂直方向にも拡張できます。

エンタープライズ・モジュラー・データセンターは、建物が新規か既存
か、平屋か高層かを問わず、どの建物にも合わせて設計できます。
モジュールのサイズは、床上げ式のスペースで約 500 平方メートル
という小さいモジュールから、
6,000 平方メートルを超えるものまで、
お客様の要件に対応する最適なビルディング・ブロック・サイズに基
づいて柔軟に構成できます。
エンタープライズ・モジュラー・データセンターでは、1 つのモジュール
から始め、4 つ、もしくは 4 つ以上のモジュールへ拡張できるため、
お客様が必要とする拡張スペースをすべて提供できます。

図 2: エンタープライズ・モジュラー・データセンターは、建物が新規か既存か、平屋か
高層かを問わず、どの建物にも合わせて設計できます。

TCO 削減とグリーン化
エンタープライズ・クラスのデータセンターを構築するための資本支
出は膨大ですが、そのデータセンターを 20 年間にわたり運営する
ためのコストは、IBM の経験からすると、資本投資の 3 〜 5 倍に
なることがあります。8 また、新規データセンターの構築費用の約
60%、現在かかっている運用コストの最大 75% が、IT 運用をサ
ポートする機械電子装置に占められています。9
資本コストと運用コストの両方の透明性を確保するために、IBM で
は代替のテクノロジーとベンダーの TCO を評価します。ほとんど
の場合、この透明性を活用することで、お客様は固有の要件にかか
わる TCO やエネルギー消費を大幅に削減する設計について決
断を下すことができます。
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必要に応じてモジュールを追加し、時間とともに既存のモジュール
の電源容量や空調容量を増加できるようにすることで、資本コスト
と運用コストの両方を最大 50% 据え置くことができます。10

TCO は、エネルギー効率と密接に結び付いています。エネルギー・
コストが増加する中、データセンターでのエネルギー使用量は、1 平
方メートル当たり、オフィスビルのエネルギーの 30 〜 80 倍に上る
と見積もられています。これは、エネルギーがデータセンターの運
用コストの 70 % に相当することを意味しています。TCO の評価
とモジュラー型設計を組み合わせることで、コストと信頼性の許容
範囲内で可能な限りエネルギー効率が高い環境を構築できるよう
支援します。11

高い可用性と、予測可能な運用を継続的に提供

クラウド・コンピューティングをサポートする設計で、コストと複雑さ
を軽減

エンタープライズ・モジュラー・データセンターは、よりスマートな
データセンター管理を採用して、同様の施設に必要なエネルギーの
半分で、コストと複雑さの両方を軽減しつつ、品質の向上やサービス
導入の迅速化を図ります。12

IBM Research Triangle Park Leadership Data Center は、
IBM 初のエンタープライズ・モジュラー・データセンターです。この
最先端のデータセンターは、世界中のお客様がビジネスおよび組
織や都市をよりスマートに運営するのを支援します。IBM は、さま
ざまな方法で複雑さを軽減します。
●

データセンターの運用について、設計の主な基準となるのは可用性
です。データセンターでは、IT プロセス運用の可用性や予測可能な
運用を提供する必要があります。また、アップグレードは、既存の運
用を中断することなく行う必要があります。IT プロセスを評価して、
ビジネスに対するダウンタイムの影響を判断する必要があります。
エンタープライズ・モジュラー・データセンターの機械電子プラントは、
モジュールごとにサポートを提供しているため、目標とする可用性
レベルをモジュールごとに定義し、データセンター運用を中断する
ことなく、新規モジュールを追加できます。また、電子システムと機
械システムを相互接続する設計になっているため、必要に応じて可
用性をさらに向上できます。

●

●

●

IBM では、IBM Smart Business Development and Test on
the IBM Cloud や IBM Smart Business Desktop on the
IBM Cloud などの新しいオファリングのホスティングを含む、
クラウド・コンピューティング・ワークロードのサポートを提供し
ます。これにより、お客様は必要なときに必要なリソースを使用し
て、IT 運用をサポートできます。これにより、かつて同じ作業をす
るのに必要とされたハードウェア・リソースを最大 70% も削減で
きることになります。
IBM では、先進のソフトウェアと最適化したハードウェア仮想化
テクノロジーを利用して、お客様のテクノロジー・インフラストラ
クチャーのコストと複雑さを軽減しつつ、品質の向上やサービス
導入の迅速化を図ります。
IBM では、高いコスト効率で拡張を実現するために、モジュラー
型設計で構築します。モジュラー型設計は、既存の運用を中断す
ることなく、キャパシティーを迅速かつシームレスに拡張する仕
組みになっており、スペース、電源装置や冷却装置を追加で設置
することで高いコスト効率を実現します。
IBM では、IT、データセンター、ビルディング・オートメーション・シ
ステム (IBM Tivoli Monitoring for Energy Management ソフト
ウェアなど) の実装と、相互接続により、よりスマートなデータ
センター管理を可能としています。
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よりスマートなデータセンター管理を実装
可用性や運用効率に対する要求が増えていることにより、課題が生
じています。自動化やテクノロジーへの依存度を高め、プロセス管
理スキルやメトリックを向上し、組織統治の合理化を図るといった課
題です。IBM は、モジュラー型データセンター設計を機器の実装、
相互接続、および高機能化することで、この課題に対応します。モニ
タリングと管理サービスを、使いやすいダッシュボードやレポート作
成ツールと統合して、IT と施設の運用管理を可視化します。
これで、キャパシティー・プランニング、エネルギー管理、および可用
性レベルについて、より詳細な情報に基づく決定を下すことができ
ます。前述の IBM Research Triangle Park Leadership Data
Center では、40,000 台以上のセンサーで IT 設備、データセン
ター、ビルディング・オートメーション・システムをつなぎ、単一の管理
システムを提供しています。インテリジェントなシステムは、セン
サーを使用して、データセンター全体の温度と相対湿度を連続的に
読み取り、変化に応じて動的に冷却装置を調整します。これにより、
データセンターにおいて、すべてのリソースをより適切に管理でき、
エネルギー・コストを年間最大 15 % 抑えながら、運用効率を長期
間にわたって向上できます。13

複雑なデータセンター・プロジェクトには、多くの
スキルと実績のあるプロセスが必要
柔軟性と拡張性を兼ね備えたエンタープライズ・モジュラー・データ
センターなら、複雑さがもたらす要求やチャンスに対応することで、
CIO が巧みな運用構築手腕を発揮する絶好の機会を提供します。

データセンターの設計と構築への革新的なアプローチにより、CEO
のビジネス目標をサポートする上で、CIO が極めて重要な役割を果
たします。CIO は、変化への素早い対応を支援し、自社の資本コスト
と運用コストを改善し、
ビジネスに合わせて IT を適切に拡張します。
しかし、データセンターを構想から実装まで計画する作業は、困難
を伴うことがあります。多くのお客様は過去 10 〜 20 年間、データ
センターを設計、
構築していないため、
IT と施設の計画だけでなく、
社内リソースの統合管理に必要な専門知識も欠けている場合があ
ります。そのため、非常に多くの企業が、データセンターの設計を支
援する、信頼できる人材を求めています。
プロジェクト管理の専門知識は、実装プロセスの期間中、データ
センター戦略の開発から設計、構築、導入に至るまで重要です。IBM
がどのようにプロジェクト管理をするか、以下に示します。

1. 戦略― サービスの提供と管理に向け、データセンター運用を
最適化する戦略を作成する
2. 設計― 設計の基礎 (プログラミング、概念、図式) から始め、
詳細設計を積み上げ、最終的に実施設計図を作成する
3. 構築― 構築管理サービス (試験運用など) を実施し、サイトの
構築を完了させる
4. 導入― マイグレーションと移行計画を実行して、データセンター
運用やサービス可用性を継続できるようにする
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実装の促進に貢献するチーミングを IBM がご支援
機敏に対応すること、すなわち担当者一人で自力で対応しなけれ
ばならないということではありません。モジュラー型データセンター
設計によって実現する柔軟なコスト構造と、IBM のチーミング機能
を組み合わせることで、ビジネス環境での変化に応じた運用を迅
速に拡大または縮小できます。キャパシティーを実際の需要に合わ
せることで、固定コストを変動コストに転換できます。また、IBM の
各地域性の専門知識とコスト・メリットを活用して、エンタープライズ・
モジュラー・データセンター設計を迅速に実装できます。

IBM の包括的なソリューション開発により、広範囲に及ぶスキルを
統合的に支援できます。このスキルには、データセンターと IT エ
キスパート、アーキテクトとエンジニアリング・エキスパート、データ
センターと IT 設備ベンダー、請負業者、公共事業者、およびその他
のサービスが含まれます。さらに、先進的なデータセンター・サプラ
イヤーと共同作業するためにオープンなアプローチを採用し、お客
様の特定のニーズに最も適した革新的ソリューションをご提供し
ます。IBM の目標は、将来の柔軟性を見据えながら、お客様固有
のビジネス・ニーズに対応するソリューションを適正な価格で提供す
ることです。

IBM の優位性
IBM では、データセンターの設計と構築にはイノベーションが必要
であり、新しい方法を用いてビジネスの拡大に合わせたキャパシ
ティー管理を行い、新しい情報技術を採用する必要があることを理
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解しています。IBM は情報技術を構築し、800,000 平方メートルを
超える床上げ式データセンター・スペースを世界中で所有または管
理しています。このことは、データセンターの構築から運用、現在か
ら将来にわたり情報技術をサポートするデータセンターを設計する
上で、卓越した知見をもたらします。
エンタープライズ・モジュラー・データセンター設計の実装は、IBM 社
内やお客様の組織において多大な効果を上げています。IT やデー
タセンターのインフラストラクチャーがダイナミックに変化に対応し、
資本コストや現在かかっている運用コストを削減しながら、未知の
将来に自信を持って対処できるよう支援することで、将来に向けた
企業の構築に貢献します。

詳細情報
IBM データセンター・ファミリー・ソリューションの詳細については、
日本 IBM の営業担当員にお問い合わせいただくか、次の Web
サイトをご覧ください。ibm.com/services/jp/ja/it-services/jp-sc-igsfacility-management.html
さらに、IBM グローバル・ファイナンシングのファイナンシング・ソ
リューションにより、キャッシュを効率良く管理し、技術の旧式化を
防ぎ、TCOと投資回収率を改善できます。また、IBM のグローバ
ル・アセット・リカバリー・サービスは、優れたエネルギー効率を備え
た新しいソリューションにより、
環境問題への取り組みを支援します。
IBM グローバル・ファイナンシングの詳細については、次の Web
サイトをご覧ください。
ibm.com/ﬁnancing/jp/
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