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シーモン社は、革新的なLC BladePatch®光フ
ァイバーデュプレックスジャンパーを発売し、簡
単・確実なアクセスで高密度ファイバーパッチン
グを最適な環境に変化をもたらしました。

LC BladePatchは直感的かつ人間工学的な特
徴を備え、抜き・挿しの際にラッチにアクセスす
る必要がありません、著しいタイトフィットなファ
イバーパッチング環境でさえ隣接ファイバーコ
ネクタとの混乱やダメージを回避できます。

シーモンは通信ケーブル接続
協会（CCCA）に加わり、この公
益法人における発言力を高め
た。CCCAは、ストラクチャード
ケーブリングメディア技術・製品
に関する十分に研究された事
実に基づく情報の主要な供給
源である。

アメリカを拠点とするCCCAは、
この産業にグローバルな影響
を及ぼそうと努めており、会員
企業20社が世界中で活動して
いる。規格団体をはじめ、他の
業界・産業や政府組織への積
極的な働きかけによって、ネッ
トワーキング、IT、通信各産業
の現在および将来のニーズを
サポート。ストラクチャードケー
ブリングインフラの品質、性能
および社会的ニーズに関する
方針や決定に影響を及ぼして
いる。

グローバルマーケティング担当
バイスプレジデントのボブ・カー
ルソンは、シーモンのCCCA加
入決定について説明し、次の
ように語った。「ザ・シーモン・カ
ンパニーはCCCAの活動に沿
ってビジネスを行ってきました
が、その教育や認識向上に焦
点を当てた施策に感銘を受け
ました。CCCAは有力な業界団

体であり、シーモンはじめ会員
企業がストラクチャードケーブリ
ング産業の重要な問題に取り
組むうえで優れたプラットフォー
ムになる、と私たちは考えてい
ます」

ビル・クロスCCCA会長は同協
会を代表してシーモンを歓迎
し、次のように応じた。「CCCA
は、シーモンが私たちと声を1
つにし、会員企業になることを
選択してくれたことに感激して
います。シーモンのブランド認
知と品質に関する揺るぎない
評判は、CCCA会員企業の目
標と使命にぴったりと適合しま
す」

シーモンのCCCA加入と同時に
データセンター委員会が新設さ
れ、会員企業の知識や専門技
術を活用することによって、デ
ータセンターでの設計オプショ
ンに固有のストラクチャードケ
ーブリングのメリットに関する教
育の拡充が図られる。ボブ・カ
ールソンは、自発的にこの新し
い委員会の委員長となり、次の
ように述べた。
 

CCCAに参加し、データセンター委員
会の発足を支援

画期的な機能を持つLC BladePatchで高
密度ファイバーパッチングを最適に

続きを読む続きを読む

データセンターニュース

「LC BladePatchは画期的な高密度

ファイバーパッチング製品です。プ

ッシュ・プル方式によってストレイ

ンリリーフ機能ブーツ先端のフィン

ガーグリップで簡単に抜くことがで

き、LCラッチを押して抜くことで生じ

る隣接コネクタや接続にダメージを

与えるおそれがありません」

Carl Southern, Security and Network Manager, Blue Chip
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主要グローバルネットワーク
インフラ専門企業のシーモン
は、新しい「ツールレスブラン
キングパネル」を発売、EMEA
地域におけるデータセンター
用エアフローソリューション製
品ラインの拡張を発表しまし
た。このブランキングパネルは
熱効率を改善するように設計
されており、キャビネットやエン
クロージャ内部の空きラックマ
ウントスペースのエアフローの
悪化を抑える。

シーモンツールレスブランキン
グパネルは、キャビネット前後
の空間を分離して熱気の再循
環を防ぐことにより、必要に応
じて機器に冷風を送り、データ
センターなどのネットワークス
ペースでの過熱を防止して冷
却システム効果を改善する。
この耐久性のある軽量ブラン
キングフィラーパネルは、空き

ラックユニットスペースの角穴
にはめ込むだけでよく、工具
は必要ない。この新型ブラン
キングパネルは、隙間を隠し
て見た目をよくしたり、将来の
利用に備えてラックユニットポ
ジションを確保したりするうえ
でも理想的であり、また必要に
応じて簡単に取り外せます。

「今日のデータセンター環境で
は、すべてのラックマウントス
ペースが機器で埋まっている
ことはめったにありません。将
来の拡張やエンクロージャの
消費電力削減を可能とするた
めにラックマウントスペースを
空けてある場合、そのスペー
スのエアフロー悪化を抑えるこ
とが重要です」とシーモンのグ
ローバルマーケティング担当
バイスプレジデント、ロバート・
カールソンは言う。

「シーモンツールレ
スブランキングパネ
ルは、過熱の原因
になるおそれがある
場合に、熱気が機
器の前部に還流す
るのを迅速に防止
する簡単で費用効
果の高い方法です」

10個入りバルクパックで販売
されるツールレスブランキング
パネルは、高さ1Uで最大限の
柔軟性を確保し、スマートで低
価格の熱効率改善ソリューシ
ョンを提供すると表明されてい
る。

シーモンはツールレスブランキン
グパネルで排気熱効率を改善

新しいデータセンターインフ
ラソリューションサイト（www.
siemon.com/datacenter）を発
表しました。このサイトではシ
ーモンの多様なデータセンター
ソリューション、シーモンデータ
センター設計サービス、データ
センター顧客採用事例にアク
セスでき、そのすべてが戦略
的な資産としてのデータセンタ
ーケーブル配線の重要性を高
めるでしょう。

新しいデータセンターインフラソ
リューションは直感的で使いや
すいデザインを提供、エンドユ
ーザーやデータセンター専門
家は、2～3世代のネットワーク
スイッチ、サーバーおよびスト
レージデバイスをサポートする
シーモンの革新的なデータセン
ターソリューションを迅速に検
索することができます。

この包括的なデータセンターソ
リューションには、Z-MAX®カテ
ゴリー6AからTERA®カテゴリー
7A/クラスFAエンドツーエンドシ
ステムに至るシールドおよびア
ンシールドのカッパーソリュー
ション、マルチモードおよびシン
グルモードのファイバーケーブ
リングシステムおよびプラグア
ンドプレイアセンブリー、インテ

リジェントインフラマネジメント、
ハイスピードインターコネクトシ
ステム、スペースとエネルギー
効率を最適化するデータセンタ
ーキャビネットソリューション、
ケーブルマネジメントおよび冷
却・電力システムを含んでいま
す。

このサイトでユーザーは、信
頼できる高性能ケーブリング
システムがデータセンターイン
フラにとっていかに重要である
かを学び、データセンターが依
存するケーブル配線インフラ
の選択・設計指針について、
最新の規格情報を提供するシ
ーモンのオンラインStandards 
Informant、有益なデータセンタ
ーホワイトペーパー、無料のデ
ータセンター電子

書籍『Deploying Managing and 
Security an Efficient Physical 
Infrastructure』など、さまざま
なインストラクションツールを利
用することができます。

数十件の最新ケーススタディ
ーでは、世界中のデータセンタ
ー顧客が、アップタイムと信頼
性を最大限に高めるために、
高速安定性能、改善されたケ
ーブル配線管理、優れた熱管
理と電力効率を提供する規格
ベースのデータセンターを達成
できるよう詳細な内容を提供
し、支援しています。

ユーザーフレンドリーなデータセンタ
ーエコシステムウェブサイトを充実

データセンターニュース

続きを読む

続きを読む
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データセンターソリューション

なぜデータセンターインフラ
ソリューションはシーモンな
のか？

データセンター設計サービス

ケーブル配線に関する専門知識に特化したグローバルデー
タセンターサービスチームを擁し、データセンター全体がビジ
ネスに不可欠なケーブル配線インフラの選択・設計・導入に
あたって指針を提供しています。

グローバルデータセンターサービスチームは分析・改善戦略
を提供可能。以下を利用して、顧客のプロジェクトのために
費用効果の高い効率的なデータセンターケーブル配線とキ
ャビネットを設計

  規格ベースのITインフラ設計
  熱管理と電力
  グリーンビルディングクレジット
  災害復旧
  遅延
  冗長性
  グローバル展開

ネットワーク費用：
ハードウェア97％

ケーブル配線3％

データセンターソリューション詳細

MapIT™ G2インテリジェントインフラマネジメント（IIM）：
MapIT G2は、革新的なスマートパッチパネル、ユーザーフレンドリー
なマスターコントロールパネルおよびMapITソフトウェアの強力な組
合せを統合し、ネットワーク物理層全体のリアルタイムで追跡・レポ
ートを提供する。この基準となるIIMシステムは、並外れた複合ネット
ワーク管理能力を提供します。

VersaPODデータセンターキャビネット：
VersaPODは、顧客のデータセンター環境にとって理想的なインフラ
の設計に必要な密度、拡張性、効率性を提供します。VersaPODは
配置キャビネット間の垂直ゼロUスペースの最適化によって、これま
で不可能だった設計オプションを可能にするでしょう。 

電力・冷却ソリューション：
シーモンは、顧客のデータセンターインフラに必要な最大限の柔軟
性と効率性を提供するために、さまざまなインテリジェントPDU・冷却
ソリューションを開発しています。

光ファイバー：
シーモンには、OM3・OM4のマルチモード・シングルモード高密度プ
ラグアンドプレイファイバーデータセンターソリューションがあり、最大
60％と業界をリードする性能マージンを持っています。

ツイストペアカッパー：
シーモンの革命的なZ-MAX 6AまたはTERA 7Aケーブリングシステ
ムにより、将来を保証されたデータセンターパフォーマンスを実現す
るクラス最高のカテゴリー6Aおよび7Aケーブリングシステムです。

10Gb・それ以後のイーサネットをサポート：
シーモンは、最も幅広いカッパー・ファイバーハイスピードインターコ
ネクトアッセンブリ、カテゴリーケーブル配線、ケーブルマネジメントソ
リューションを提供しています。すべてのネットワーク要件に高水準
のサポートを提供するためにそれらはゼロから設計されています。

続きを読む
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シーモンのStandards Informantが
カテゴリー8の混乱を予測

シーモンのヴァレリー・マグワイ
アが業界トップ20貢献者に選出

CI&Mは、データセンターやネッ
トワークの物理層インフラを設
計・設置・管理する専門家向け
の主要情報源として、過去20
年間、この業界に積極的な貢
献をした個人を表彰してきまし
た。ヴァレリー・マグワイアは独

自調査の過程で、スティーブ・
ジョブズ、ロバート・メトカルフェ
など何人かの有名な業界リー
ダーを含む数百人の候補者の
中で特に注目の存在で候補に
挙げられた唯一の女性でもあ
りました。

Standards Informantが説明して
いるように、TIA TR-42.7カッパ
ーケーブリング小委員会は、100
メートル未満の2コネクタチャン
ネルで40Gb/s伝送をサポートす

る予定のケーブリングシステム
の名称として「カテゴリー8」を採
用し、伝送性能を暫定的に最大
2GHzと解説している。

ヴァレリーは、まずシーモンの
生産現場で接続器具の組立
に従事したあと、技能の幅を
広げていき、最終的に標準化
された試験方法を開発、特許
を取得するに至りました。ヴァ
レリーは現在、規格関連活動
のリーダーシップと技術的専
門知識を発揮し、シーモンの
グローバル市場における認知
の向上、販売マーケティング
施策の実施、内部・外部両方
のシーモン顧客の支援に取り
組んでいます。

伝統的に、ケーブル配線カテ
ゴリーは相互のスーパーセッ
トである。つまり、上位のケー
ブル配線カテゴリーは、低位
のケーブル配線カテゴリーの
電気的・機械的要件のすべて
を達成ないし上回っており、低
位の性能カテゴリーとの下位
互換性もある。しかしシーモン
のStandards Informantによる
と、カテゴリー8には異なるチャ
ンネルトポロジーが配備される
と予想され、カテゴリー7Aの性
能スーパーセットにならない。

caT 8 confuSIon 業界最高レベルの専門知識

カテゴリー8の混乱

最近のStandards Informantブログで、現在開発中の次
世代平衡ツイストペアケーブリングシステムの名称とし
て「カテゴリー8」を採用するというTIAの先ごろの決定
の要約を発表し、ISO/IECの命名規則の混乱を予測し
ている。

グローバルセールスエンジニアのヴァレリー・マグワ
イアが先ごろ、ケーブリングインストレーション＆メイ
ンテナンスマガジン（CI&Mマガジン）により、ケーブリ
ング・ネットワーキング業界に対して積極的に貢献し
た20人の中の1人に選ばれました。

MMRGは1999年にブルックフ
ィールド、ファーミントン、ミド
ルトン、ミルトン、ニューダー
ラム、ウェイクフィールドの保
護委員によって設立され、周
辺地域社会でこれまでに合
計4,186エーカーの環境保護
活動を支援してきました。

シーモンはこの地域と深い関
係があり、長期にわたって進
歩的な環境行動に従事して
きたこと、カール・シーモン・フ
ァミリー公益信託がミルトンミ
ルズとウェイクフィールドにあ
る3,000エーカーのブランチヒ
ル農場で受賞に輝いたことに
より、MMRGコンサーベイショ

ニストオブザイヤーに選ばれ
ました。カール・シーモンの娘
であるシンシア・ワイアットは
MMRGの創立会員で、現在、
副会長を務めている。彼女は
長年にわたって支援基金を
寄付し、MMRGがブランチヒ
ル農場を多くのイベントに利
用することを許可してきた。シ
ーモンは現在、MMRGの最大
の資金調達行事である森と
水と野生生物のフェスティバ
ルにマッチングファンドを提供
しています。

シーモン社はコンサーベイシ
ョニストオブザイヤーに選出
シーモンは、ムース・マウンテン・リージョナル・
グリーンウェイズ（MMRG）によって先ごろコン
サーベイショニストオブザイヤーに選ばれまし
た。MMRGは、ニューハンプシャー州のムース山
地地域で国土保全・教育アウトリーチ活動に専念
する草の根非営利組織である。

Standards Informant 
「国際ネットワークケーブリ
ングやデータセンター規格
に遅れをとらないようにする
ためにシーモンのエキスパ

ートが開発」

ここをクリック

環境保護

続きを読む

続きを読む続きを読む
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規格最新情報

シーモンブログからのニュース

年間1億個以上のPoE対応ポー
トが購入され、新しい4ペアIEEE 
802.3 PoEアプリケーションの導入
が迫っており、先端規格ベース技
術でテレビ電源にも十分な最大
100ワットの電力を提供する準備
ができている中で、ツイストペアケ
ーブル配線の直流電力供給はIT
界のイメージに革命をもたらした。

近く発表のシーモンホワイトペー
パーによると、この教育ウェビナ
ー「シーモンシールドケーブル配
線による遠隔ネットワーク装置へ
の電力供給の利点」は、PoEによ
ってサポートされる装置の数・種
類の増加が及ぼす影響や、故障
やダウンタイムの一因になるケー
ブル束内部のコネクタ損傷や発熱
のリスクをなくす適切なネットワー
クケーブリング選択の必要性を検
証している。

PHYメーカーのアクアンティア
（www.aquantia.com）によると、
今では主要スイッチベンダーの
95％が10GBASE-T製品を提供
している。このスイッチはデータ
センターの帯域幅とスループッ
トを増やし、同等の10ポートの
1GbEポートより消費電力が大
幅に少ないため消費電力は、今
やファイバー並みで、同じハー
ドウェアで1GbEおよび10GbEを
サポートする低コストオプション
を提供します。これはデータセン
ターのコストをさらに削減するで
しょう。インテル（R）は2011年に
10GBASE-T搭載マザーボード
の出荷を開始しました。

ポート節約やスイッチ購入削減
など10GBASE-Tのその他のメ
リットについてはシーモンのホワ
イトペーパー（www.siemon.com/
us/white_papers）を参照のこと。

オンデマンドウェビナ
ー「シーモンシールド
ケーブル配線による
遠隔ネットワーク装
置への電力供給の
利点」開講

10GBASE-Tで電力と
コストを大幅削減！

TR-42.7カッパーケーブリング
小委員会は、先週のTIA会議
で、ISO/IECクラスIIケーブル
配線性能基準を懸案のANSI/
TIA-568-C.2-1カテゴリー8プロ
ジェクトに追加する考えを受け
入れた。同小委員会は、シーモ
ンのブライアン・セレラとパンド
ウィットのフランク・ストラカが共
同議長を務めるタスクグループ
を設置し、この基準の開発に取
り組むことについても合意した。

クラスIIは、フルシールドISO/
IECカテゴリー8.2のコード、ケー
ブルおよび接続ハードウェアか
ら構成される新しいISO/IECグ
レードのケーブル配線の名称で
ある。クラスIIとカテゴリー8.2の
仕様はいずれも、少なくとも30メ
ートルにわたる40GBASE-Tアプ
リケーションのサポートを目指し
ており、ISO/IEC JTC1/SC25/
WG3ワーキンググループが開
発中である。カテゴリー8.2コン
ポーネントは、既存のカテゴリー
7Aコンポーネントの拡張となり、
スーパーセットとなる。

TIAがクラスIIケー
ブル配線概念を承
認――フルシールド
コンポーネントへの
扉を開く

続きを読む続きを読む続きを読む
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ストラクチャードケーブリングｖｓトップオ
ブラックの優位点・改善点をナビゲート
あらゆるデータセンターに適合する究極のケーブル配線コンフィギュレーションはありません。CIOやデータセンター
専門家、IT管理者は、各人の具体的ニーズに基づいて、それぞれのソリューションの優位点と改善点を検証する必
要がある。このホワイトペーパーは、トップオブラック（ToR）コンフィギュレーションおよびストラクチャードケーブリン
グコンフィギュレーションの評価にあたって検討すべき多くの要因に焦点を当て、議論の対象は、両コンフィギュレ
ーションが管理全体に及ぼす影響、拡張性とアップグレード、相互運用性、機器、維持管理およびケーブル配線に
かかる費用、ポート利用、電力消費・冷却要件です。

帯域幅需要と拡張性、サーバー
仮想化、高性能スイッチング能
力、高密度によって、データセン
ターのケーブル配線に利用でき
る各種のコンフィギュレーションを
慎重に調べる必要が生じていま
す。今日のデータセンターケーブ
ル配線コンフィギュレーション選
択は、電力消費削減と重要機器
の効率的冷却確保の必要性、予
算制約、管理構造の影響も受け
ています。 

データセンターの複雑
化でケーブリングシステ
ムの設計とトポロジー
が重要 

最初のデータセンターが建設さ
れたとき、エンドユーザー端末は
ポイントツーポイントで接続され
ていた。これは拡張や再構成の

必要性が予想されない小型コン
ピューター室で実行可能な選択
肢だった。コンピューティングニー
ズが増加して新しい機器が追加
される中で、このポイントツーポ
イント接続が原因でケーブル配
線が混乱し、それに伴って複雑さ
が高まり、コストが上昇方向へ向
かって行きました。 

これを受けて、TIA-942-AやISO 
24764のようなデータセンター規
格は、接続機器について階層的
ストラクチャードケーブリングイン
フラを推奨しました。ストラクチャ
ードケーブリングはポイントツー
ポイント接続の代わりに、 スイッ
チからサーバー、サーバーから
ストレージデバイス、スイッチから
スイッチなど、規格に基づいて柔
軟に機器を接続するディストリビ
ューションエリアを構築しました。

今日の高性能サーバー
と仮想化により、1つの
サーバーラックからこれ
まで以上に多くのアプリ
ケーションを提供できる
ようになりました。 

これを受けて、いくつかのスイ
ッチメーカーはトップオブラック
（ToR）コンフィギュレーションを
推奨しています。ToRでは、より
小さい（1RU～2RU）エッジスイッ
チがそれぞれのサーバーラック（
またはキャビネット）の上に設置
され、あらかじめ終端された短い
スモールフォームファクタープラ
ガブル（例：SFP+とQSFP）2芯同
軸ケーブルアッセンブリ、アクテ
ィブ光ケーブルアッセンブリまた
はRJ-45モジュールパッチコード
を介してラックのサーバーに直接
接続する方法です。

ToRではスイッチの数が大幅に
増え、ストラクチャードケーブリン
グ設備を減少させています。ToR
は、ラック内に機器を配備し、カッ
パーケーブリングをラック内部に
制限し、東西（すなわちサーバー
からサーバー）トラフィックをサポ
ートし、ラックレベルで管理できる
という理由で推奨されることが多
い。TIA 942対応のストラクチャー
ドケーブリングとToRはどちらも
長所短所がある。データセンター
のニーズに最も適うケーブル配
線コンフィギュレーションの選択
にあたっては、ストラクチャードケ
ーブリングとToRが総運用コスト
に及ぼす影響などの優劣を調べ
ることが重要になってきます。

ホワイトペーパー
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最新配線ソリューションでフロリダ州リー郡の緊
急オペレーションセンターを強化

フロリダ州南西部は統
計的に2年半ごとに平均
風速112mphのハリケー
ンに見舞われており、厳
しい自然災害環境下に
あることに間違いありま
せん。

フォートマイヤーズにある現在
のリー郡緊急オペレーションセ
ンター（EOC）は、1970年代に核
シェルターとして建設され、特
に2004年のハリケーン・チャー
リー、2005年のハリケーン・ウィ
ルマで甚大な被害を受けた際
に、地域社会に十分に貢献しま

した。しかし、リー郡はEOCの能
力を超えて拡大した結果、スペ
ースが不足し、技術が時代遅
れになり、カテゴリー5クラスの
高潮に耐えられずに、新しい先
端大型施設が絶対的に必要と
なっていました。

2万7,000平方フィートの新施設
が建設中で、間もなく郡の緊急
活動の中枢として機能するよう
になります。分厚い鉄筋コンクリ
ート製の新しいEOCは海抜32フ
ィートで、最も激しいハリケーン
より強力な200mph以上の風に
耐えるように設計されました。

「新EOCは地域
社会で発生する
可能性のあるあ
らゆる天災・人
災に耐え、なお
かつ緊急活動セ
ンターとして機
能することがで
きます」
Jとリー郡公共安全責任者のジョン・
ウィルソンはその機能を高く評価して
います。

この新施設は、1週間の独立稼

働に必要なすべてのバックアッ

プ・システムを備え、7日間にわ

たって存続できることでも評価さ

れています。

新しいEOCは2012年秋に完成
し、2013年のハリケーンシーズ
ンには稼働する予定で、緊急
時に重要な決定を下し、資源を
効果的に調整し、より迅速にリ
ー郡居住者に情報やサービス

を提供するために必要な最新
のネットワーキング・通信・メデ
ィアアプリケーションを装備して
いる。EOCの中心には先端デー
タセンター・シールドケーブル配
線インフラがあり、今後何年に
もわたって郡にサービスを提供
する効果的かつ継続的な活動
を確保します。

規模と機能の拡充

EOCはリー郡の公式警報セン
ターとして、天気擾乱や熱帯擾
乱の監視、緊急救援隊や機動
隊への支援・援助、緊急時の対
応計画や避難所規格の開発、
緊急情報の収集・配信、危険物
質分析や訓練、状況説明の実
施に責任を負う。同郡はソーシ
ャルメディアも利用して居住者
に最新情報を提供し、さらには
ダウンロード可能な無料の「Lee 
Evac」アプリケーションも提供し
て居住者が避難地区を確認し
やすいようにしています。

緊急事態に際して、EOCはフル
稼働し、さまざまな機関や援助
組織、公益事業会社、その他の
郡の重要部署から主要人員が
配置され、緊急対応・復旧活動

の調整にあたって中心的機能
を果たしています。 

郡にとって重要な情報を効果的
に監視・提供するには、迅速に
情報を伝える帯域幅、アップタ
イムを確保する信頼性、さまざ
まな機器やアプリケーションを
サポートする能力を供えた先端
ネットワークインフラが必要にな
ります。
 

ケーススタディー

「公共安全を守
る真の中核施設
ができました。現
実の災害では、
この建物は私た
ちが生き残り、な
おかつ緊急対応
と災害復旧を提
供できる場所に
なるでしょう」
とリー郡通信・交通プロジェクト管理者
のスティーブン・メイソンは言う。

リー郡EOC全体に配備されているシーモンのシールドZ-MAX 
6Aケーブリングシステムは、チャンネル性能を大幅に改善する
特許取得プラグ設計を備え、1分未満でアウトレットを成端でき
るユニークなソリューションを提供しています。
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