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Innovate | 注目DCニュース

新しいエンドツーエンド最高密度プラグアンドプレイ
ファイバーエンクロージャの発売をお知らせいたしま
す。このファイバーシステムは、優れた性能と密度を比
類なきアクセシビリティと結びつけ、洗練された最新
のエンクロージャを提供します。
LightStackは、先端データセンターと
ストレージエリアネットワーク環境を
サポートし、最新の40/100ギガビット
アプリケーションに迅速かつシームレ
スに移行できるように設計されてい
ます。

LightStackは、1つのラックユニットに
最大LCファイバー144芯またはMTPフ
ァイバー864芯を収納可能な、新案特
許出願中のユニークなエンクロージ
ャ機能を備えています。

画期的な水平ケーブルマネジメント
は、従来型ジャンパーにもユニチュー
ブジャンパーにも対応し、開けやすい
スウィングオープン式クリップでフル
アクセスを可能にします。

エンクロージャ背面の革新的なスイン

グ式ケーブルタイダウンポイントで、
適切な曲げ半径を維持します。

エンクロージャを積み重ねた状態で
も、背面の下部トレーを内側にスライ
ドさせれば簡単にコネクティビティに
アクセスでき、LightStackはクラス最
高のアクセス性を提供しています。背
面トレーを引き出せば、積み重ねたエ
ンクロージャ間のケーブル・パーティ
ションになります。

低損失プラグアンドプレイモジュール
もエンクロージャの前面や背面から
簡単に着脱でき、審美性に配慮した開
けやすい磁気ドアは、ケーブルを傷め
るピンチポイントをなくし、視認性に
優れたドロップダウンラベリングを提
供します。

LightStack™高密度ファイバーエ
ンクロージャを発売

 

 

 

 

 S 詳しく見る

シーモン社LightStackシステムは、優れた性能と最高密度を比類なきアクセシビリティと結
びつけ、かつてない方法でファイバーケーブル配線を管理する洗練された最新の1Uエンク
ロージャパッケージです。

ConneCting the WorLd to a higher standard

エレガントデザインのエンクロージャは、
最大144芯（LC）、864芯（MTP）のファイ
バーを1Uに収納

最高密度:

クリップを外して開くと、どのジャンパー
にでも完全にアクセスでき、すべてのジャ
ンパーを一方向に配線できる十分なキャ
パシティーを確保

優れたジャンパーマネジメント:

デバイダーは、接続の保護のため引出
してプロテクトし、内側にスライドさせれ
ば、積み重ねられたエンクロージャの背
面にあるすべての接続に完全にアクセス
可能

比類なきアクセシビリティ:

最高性能のプラグアンドプレイモジュー
ルとアダプターを前面または背面から片
手で着脱可能

低損失コネクティビテ:ィ:

LightStack
シーモン社最新型高密度ファイバーエンクロージャ

™

Learn more: www.siemon.com/lightstack
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シーモン社は、データセンターアプリケーションで側面
吸排気機器とエンドオブロー（EoR）コンフィギュレーシ
ョンをサポートするために、SidePOD™とBaffleソリュー
ションを発売しました。SidePODとBaffleは、冷却をサポ
ートするエアフローを適切にコントロールするように設
計されており、EoRコンフィギュレーションを拡張してキ
ャパシティーを高めるためにも利用できます。

SidePODは、奥行き48インチのシーモ
ンVersaPOD®（VP2）キャビネットの増
設オプションとして、Cisco Nexus 7018
シリーズのような側面吸排気スイッチ
を使用するときに、適切なエアフロー
と冷却に必要なクリアランスを生み出
します。SidePOD内部にオプションの
Baffleを取り付ければ、スイッチの吸気
側に冷気を、ホットアイルに排気を送る
ことができます。

SidePODは、EoRコンフィギュレーショ
ンを拡張してキャパシティーを高める
うえでも適しています。SidePODをEoR
キャビネットに追加すれば、フルサイズ
のゼロUパネルを利用し、最大12Uの
縦型パッチングまたは大容量縦型ケー

ブルマネジメントによって、EoRの機能
を最適化することができます。SidePOD
はVP2サイドパネルと互換性があるの
で、EoRキャビネットのサイドパネルを
SidePODに用いて簡単に移行すること
ができます。

「現在のデータセンターでは、大型側
面吸気シャーシ型スイッチがエンドオ
ブローコンフィギュレーションで展開さ
れる例が増えています」と、シーモンの
ケーブリングサポートシステム管理者、
デイブ・ヴァレントゥコニスは言います。

「これらのスイッチは、機器の前面と背
面でのケーブルマネジメントのために
余裕のあるスペースとアクセシビリティ
を提供しますが、適切なエアフローを

キャビネットソリューション
SidePOD™とBaffleを発売

維持しなければなりません。
シーモンの新しいSidePOD

とBaffleは、VersaPODのゼロ
Uスペースのケーブルマネジメ
ントとパッチングを効果的に行
いつつ、これらのスイッチ環境
をサポートするうえで理想的な
ソリューションです」

シーモン社のSidePODドアは、
指一本で簡単に開閉できる鍵
付きラッチを備えています。天
板には複数のケーブル引き込
み口があり、オプションのブラシ

ガードを取り付けて天井配線
をゼロUスペースに引き込む

ことができます。ユニークなアングル型
デザインのBaffleは、VP2キャビネット
間のゼロUスペースにはめ込み、隣接
キャビネット間で両側の吸気・排気を
サポートします。

ほとんどのBaffleソリューションとは異
なり、シーモン社のモジュールBaffle
は、8つのゼロUスペースのうち6つ（75
パーセント）をパッチングやケーブル
マネジメントに同時に利用することが
できます。リバーシブル構造のBaffle
は、どちら向きにでも設置可能で、コー
ルドアイルからホットアイルへの適切
なエアフローを維持します…
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シーモン社ストラクチャードケーブリングシステムスペシャリスト、ライル・
メナードが、シーモン社の革新的なVersaPOD®キャビネットとSidePOD™/
Baffleソリューションを検証

詳しく見る
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ゼロUケーブルマネジメント
VersaPODのゼロUケーブルマネジメント
ゾーンの大容量は、ニーズの増大に伴って
ケーブル配線チャネルを追加できるスペ
ースだけでなく、新しいネットワーク機器
の取り付けの際にもキャビネットの増設で
貴重なデータセンター床面積を消費する
ことなく、必要なスペースを提供します。

詳しく見る

熱管理
光熱費が上昇し続ける中で、シーモンの
VersaPODシステムはエアフローをコント
ロールし、機器とケーブル配線の密度を犠
牲にすることなく、熱管理・熱効率を最大限
に高めるように設計されています。

詳しく見る

省スペース
VersaPODの革新的デザインは、最適なスペ
ース利用を可能にします。VersaPODによる
省スペースの確たる実例をご覧ください。

詳しく見る

シーモン社のVersaPODは、データセンター環境にとっ
て理想的なインフラ設計に必要とされる密度と拡張
性、効率性を提供します。その革新的デザインは、従来
型キャビネットでは利用されなかったキャビネット間
のスペースを最大限に利用し、不可能だった設計オプ
ションを可能にします。

熱容量 
：分析の概要：第三者機関が、VersaPODキ
ャビネットに関するCFDモデリングと以下
のパラメーターを利用し熱容量調査に基
づいた分析です。

ゼロUパッチング
ゼロUパッチパネルは、機器ポートのすぐ
横にパッチングポートを設置するため、高
価な長いコードを使う必要がありません。
コードが短ければケーブルのたるみが少
ないので、エアフローや美観が高まり、チャ
ネルのトレースも簡単になります。

詳しく見る 詳しく見る

設計オプション
VersaPODには多様なケーブルルーティング
オプションがあり、ほとんどすべてのデータセ
ンターコンフィギュレーションをサポートす
ることが可能です。従来型キャビネットのス
ペース制限にわずらわされることなく、ニー
ズにぴったりのインフラを設計する柔軟性
を提供します。

詳しく見る
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オプションがあり、ほとんどすべてのデータセ
ンターコンフィギュレーションをサポートす
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詳しく見る
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Innovate | シーモン社ニュースラウンドアップ

シーモン社はSurface Packボックスを発売しました。
グリッドアウトレットポジション（GOP）
ボックスとしてSurface Packボックス
も一般的に、コールセンターやトレー
ディングフロアといった二重床アクセ
スシステムの建物に導入できます。ケ
ーブルは、フレキ管の有無にかかわら
ず利用できるように設計されており、
ボックス内部の張力緩和ポイントで配
線を固定し、アウトレットに成端するこ
とができます。

Surface Packボックスは、MAX®
、Z-MAX®、TERA®アウトレットであら
かじめ成端し、敷設工事が終わり次第
GOPから必要場所へ展開できます。シ
ーモンMAX®、Z-MAX®、TERA®アウトレ
ットはSurface Packボックスを利用で

き、カテゴリー5eから7Aの性能別にア
ンシールドシステムとシールドシステ
ムを選択できます。

データセンターにおけるホットアイル/コ
ールドアイルコンフィギュレーションは、
機器の取込み口でコールドアイルから冷
気を取り込み、ホットアイルに熱排気を放
出することで、二重床アクセスシステム環
境でエネルギー効率を確保する最善の方
法であると長い間考えられていました。し
かし、密度は高まり続けて1ラック当たり
15kW以上に達しており、省エネ確保の必
要性がデータセンター管理者の最大関心
事になっています。熱気と冷気が混ざりや
すいポイントを持つシンプルなホットアイ
ル/コールドアイルコンフィギュレーション
では、もはや対処できなくなっています。

これを受けて、コンテインメントシステム
が最新の方法になり、熱気と冷気を徹底的
に分離してエネルギー効率を最大限に高
めます。しかし、ブランキングパネルを使っ
て空きラックスペースを埋めなければ、良
い設計のコンテインメントシステムであろ
うとも省エネを実現することは困難です。

HACにもCACにも
熱排気を隔離し、コールドアイル列と対に
なるホットアイルを囲うか垂直ダクト（すな
わち煙突）で直接コンピュータールーム空
調（CRAC）ユニットに送り返すホットアイ

ルコンテインメント（HAC）を利用するか、
コールドアイルを完全に遮断し、機器の取
込み口への冷気を隔離するコールドアイ
ルコンテインメント（CAC）を利用するか
にかかわらず、コンテインメント策略の目
的は、冷気と熱気の混合を防止することで
す……

データセンターで冷気と熱気の混合を防
止すれば、機器が可能な限り冷たい空気
を取り込み、サーバーファン速度を最小限
に維持してオーバーヒートを防止するだ
けでなく、熱い空気がCRACユニットに確
実に送り返されます。排気の温度を上げる
とデルタT（すなわち吸気と排気の温度差）
が大きくなり、ユニットの運転効率を高め
ることができます。

詳しく見る

Surface Pack™ボックスを発売

スペースを埋めるべき
か、埋めざるべきか
SnapFit™サーマルブランキングパネルでデータセンター
冷却を効率的に

詳しく見る
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Innovate | 注目ウェビナー

シーモン社は無料のウェビナーシリーズを継続し、
新たに発表されたIEEE 802.11ac超高スループット5
ギガヘルツワイヤレス規格について、有用な最新情
報を提供しました。この最新の情報ウェビナー「IEEE 
802.11ac 5ギガヘルツワイヤレスの最新情報とストラ
クチャードケーブリングの可能性」は、シーモン社のヴ
ァレリー・マグワイアが提供します。

新しい802.11ac規格により、ワイヤレ
ス速度は現在の倍になり、ケーブル配
線インフラ設計の可能性が大幅に広が
ります。802.11ac規格は、より多くのビ
ットを1つのシンボルにエンコードでき
るようにする256直交振幅変調（QAM）
、最終的に160MHzのチャネル帯域幅、
最大8つの空間ストリームの導入によ
って、理論的に将来6.93Gb/sワイヤレ
スデータ信号速度を実現する可能性
のあるギガビットワイファイをサポート
します。.

マルチギガビットスループットを達成
し、次世代ワイヤレスアクセスポイント
のパワーとキャパシティーを完全にサ
ポートするうえで、何よりもまず、アクセ
スレイヤスイッチとアップリンク接続を
サポートする高性能カッパーケーブリ
ングの仕様が極めて重要になるでしょ
う。

「無料ウェビナーシリー
ズを継続し、最新ワイヤレ
ス規格に関するこの有用
なセッションを実施してい
ることを誇りに思っていま

す。技術系・非技術系の
多様な人々を対象に、す
べての用語を説明し、分
かりやすく発表します」
グローバルインテグレートマーケティ
ングマネージャー、デイビッド・ウォー
ル

「業界関係者や顧客に絶えず情報を
提供するシーモンの取り組みの一環
として、この教育ウェビナーは、新しい
802.11acの技術動向、製品および能力
に関する疑問に答えます。質疑応答セ
ッションもあり、参加者は、弊社の専門
家ヴァレリー・マグワイアとやりとりし、
この最新ワイヤレス技術に関する必要
な具体的情報を入手することができま
す」デイビッド・ウォール

シーモンウェビナーの全シリーズ
はオンライン（www.siemon.com/
webinars）でも入手可能なので、今ま
でに記録されたセッションをいつでも
視聴できます。

ウェビナーで新しいIEEE 
802.11ac規格について説明…
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詳しく見る

ウェビナーアーカイブ
はこちらから

詳しく見る
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Innovate | 注目ブログ

4つの新しいISO/IECとTIAのケーブル配線規格プロジェク
トが進行中であるため、2グループのケーブル配線・コン
ポーネント仕様の相互参照が、これまで以上に紛らわし
くなっています。この短い手引きが役に立つでしょう。

ISO/IECとTIAの命名規則を相互
参照する方法

スマートビルディング性能に関する10の通説

ISO/IEC規格では、ストラクチャードケ
ーブリングコンポーネント（例えばケ
ーブル、接続器具、パッチコード）は性
能「カテゴリー」によって特徴付けら
れ、性能「クラス」でパーマネントリン
クやチャネルリンクのケーブリングシ
ステム性能が記述されます。

TIA規格では、コンポーネントとケーブ
ル配線は、どちらも性能「カテゴリー」
によって特徴付けられます。以下に示
すとおり、ISO/IECとTIAの同等なケー
ブル配線等級は、ますます厳しくなる
伝送性能の順に並べられています。

 

 

 

 

スマートビルディングは高価で複雑
で、新製品だけを利用し、省エネばか
り重視している…？　そうではありま
せん。

スマートビルディング性能を取り巻く
多くの俗説があります。ジョーンズ・ラ
ング・ラサール社のコリン・ダイアー社
長兼CEOは、最近の記事「スマートビ
ルディングの創出に関する企業の勘
違い」で、スマートビルディングをめぐ

る10の俗説を一掃しています。コリン
によると、「第1に、スマートの選択は
簡単なことです。実際に、これは誤った
俗説ではありません。手ごろな価格の
スマートビルディング技術の導入・採
用に伴って、テナントはスマートビル
ディングの機能に期待するようになっ
ており、所有者と投資家はスマートシ
ステムへの投資から確実なリターンを
得ています」…

今年の新製品:
シーモン社では、プロダクトイノベーションが常に主要な焦点となっています―
新製品のいくつかをお確かめください。

すべてのブログ投稿を見るには、ここをクリック

低損失プラグアン
ドプレイ

SidePODとBaffle

RouteITケーブル
マネージャ

MAX® TurboTool™

XGLO APC LC＆SCシ
ングルモードジャン

パー

MapIT G2スマートフ
ァイバーエンクロー

ジャ

ミニLCデュプレッ
クスアセンブリ

LC BladePatchコ
ード

42U VersaPOD/
V600

Z-MAXパッチパ
ネル

インテリジェント
PDUソリューション

SnapFitサーマル
ブランクパネル

Click to View
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Click to View
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Innovate | ホワイトペーパー

現在のデータセンターの大規模仮想サーバー環境に
おいて40/100ギガビットイーサネット（GbE）を用いた
スイッチ間のバックボーンネットワーク構築とストレ
ージエリアネットワーク（SAN）構築の長距離配線に影
響を与える光挿入損失バジェット（許容損失割当量）
の問題が、データセンター管理者の間で常に取り沙
汰される最重点事項の1つとなっています。

実際に、あらゆるデータセンターの初期設計段階で、
損失バジェットを慎重に検討する必要があります。損
失バジェット内に収めることは、ビットエラー率を低く
抑えるとともに性能を低下させずに、光データ信号を
スイッチ間で適切に伝送するうえで不可欠です。

ファイバーケーブルの長さと種類、コネク
タやスプライスの接続数などはいずれも
リンク損失の原因になるため、データセン
ター管理者は、ファイバーチャネル内の接
続ポイント/セグメントに基づき損失量を
計算するという課題に直面しています。

マルチファイバープッシュオン（MPO）コ
ネクタまたはメカニカルトランスファープ
ッシュオン（MTP）コネクタは、あらかじめ
成端されたプラグアンドプレイのメリット
と、10ギガビット速度から40/100ギガビッ
ト速度への柔軟な拡張性により、急速にス
イッチ間接続の標準になりつつあります。
残念ながら、典型的なMPO/MTPコネクタ
の挿入損失では、ファイバーチャネルで3
ヶ所以上の接続ができないため、設計の
柔軟性やデータセンター管理を大幅に制
限しています。低損失MPO/MTPコネクタ
は、損失をバジェット内に収めつつ、さま
ざまな距離と構成で柔軟性を確保できる
複数接続ポイントをサポートするうえで、
標準損失MPO/MTPコネクタより優れてい
ます。

データセンターアーキテク
チャ進化の影響による損失
伝統的な3層スイッチアーキテクチャは、
ここ数年、データセンター環境において一
般的な仕様となっています。このアーキテ
クチャは、メインディストリビューションエ
リア（MDA）にあるコアネットワークとSAN
スイッチ、アグリゲーションスイッチのあ
るMDA、中間ディストリビューションエリア

（IDA）または水平ディストリビューション
エリア（HDA）、HDAにあるアクセススイッ
チから成ります。多重スイッチ層は、10ギ
ガビット毎秒（Gb/s）のファイバーバックボ
ーン速度であるため、スイッチ間の距離と
データ信号速度は、ほとんどのデータセン
ターが光リンク損失バジェットを超過せず
に複数の接続を維持できる範囲内にあり
ます。しかし伝統的な3層アーキテクチャ
は、もはや大規模仮想化データセンターに
は適していません。

伝統的な3層アーキテクチャは、同じアクセ
ススイッチ上にあるサーバー間のデータ
トラフィックには適していましたが、1台の
物理サーバーを複数の独立した仮想環境
に分割する今日の大規模仮想化データセ
ンターのノンブロッキング（non-blocking）
・低遅延（low-latency）・高速転送要件を
適切にサポートしません。

ノンブロッキングとは、十分な転送速度が
あり、どのポートも他のあらゆるポートと
フル転送容量で通信できることを指し、遅
延（待ち時間）とは、データパケットが発信
元から送信先までの移動に要する時間を
指します。機器は今やデータセンターのあ
らゆる場所に設置されているため、3層ア
ーキテクチャにおける2つのアクセススイ
ッチ間のデータトラフィックは、複数のアグ
リゲーションスイッチとコアスイッチを通
して南-北トラフィックパターンで移動しな
ければならず、その結果、スイッチホップ
数が増えて遅延が長くなります。

ホワイトペーパー全文をダウンロード

データセンターにおける複数接
続ポイントの必要性と低損失ファ
イバーコネクター
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サンティアゴ・デ・チレのラ・デヘサ地区にあるBMW
の新しいインテリジェントビルとデータセンターは、
ラテンアメリカの3つのデータセンターの先頭を切っ
て、2013年9月に業務を開始しました。他の2つのうち
1つはチリから10km離れた施設内に、もう1つはペル
ーの施設内に設置される予定です。

チリの首都でも特に魅力的な地域に
あるこの新施設の重要な特徴の1つ
は、1万7,000m2のスペースに次世代
技術が展開されていることです。

スマート環境は
BMWにとって近代設備に最新技術を
導入し、強力な高速ネットワークとイ
ンフラ設計によって顧客に最高のサ
ービスを提供することが不可欠でし
た。BMWの新施設は、チリ市場で、イ
ンテリジェントな資源利用による環境
保護の基準を設定するひとつの実例
です。

その結果、このビルは完成後間もな
くLEEDゴールド認証を受けること
になり、「これはチリで最も技術的に
進んだ最大の自動車販売施設です」
と、BMW技術基盤・ネットワーク・セキ
ュリティ部門代表のフェリペ・ジェル
マン氏は導入技術にフォーカスしま
した。BMWがシーモンのケーブル配
線を選んだ理由は多岐にわたります
が、その1つは、実に魅力的なROIを提
供するカテゴリー7A TERA®ソリューシ
ョンでした。

「カテゴリー6とは異なり、
カテゴリー7Aは完全なシ
ールド設計によって、安心
して20年は将来のアプリ
ケーションをサポートする
ことができます。シーモン

のTERAソリューションは
スイッチをアップグレード
し、既存のインフラを大き
く変更することなく、ネッ
トワーク速度を1Gbから
10Gbに、ことによるとそれ
以上に高めることができ
ます」
BMW技術基盤・ネットワーク・セキュリテ
ィ部門代表フェリペ・ジェルマン氏

新しいラ・デヘサ・データセンターは、
「スマート」設計でビルの最上階に

位置するというユニークな環境によ
り、資本経費と営業経費を大幅に節
約しています。 

ジェルマン氏はこう説明します。「この
規模のプロジェクトに必要な環境基
準を超えており、長期にわたって利用
するために計画された、この『インテ
リジェンス』の基礎は効率であり、高
可用性（HA）を達成し、この原則をす
べての要素に適用することです。」

高可用性の達成とは、地震や火災、洪
水その他の災害といった事象によっ
て、業務を中断されないことを意味し
ます。これは2つの個別ネットワーク
に基づくケーブル配線の決定によっ
て達成されました。1つはコンピュー
ター用、もう1つはBMWの自動車プロ
グラミングシステム、ISISネットワーク
用です。

BMW チリ
シーモン社 は世界有数の自動車会社のインテリジェン
トビルとデータセンターに最善のケーブル配線ソリュ
ーションを提供
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総合的なデータセンターインフラソ
リューション

- 総合的なデータセンターインフラソリューション

- 優れた光ファイバー配線

- 高付加価値キャビネット・ラック・PDU・冷却装置

- インテリジェントインフラマネジメント(IIM)

- ハイスピードインターコネクトケーブル(テスト済) •  

  データセンター設備設計チーム

- サーマルアナリシス

Why Siemon?

- 111年に及ぶケーブリング業界への貢献度

- 世界的な長期保証品質

- 世界初カテゴリー6・7A開発及び市場導入

- ISO9001・14001を取得・維持

- 配線技術に関する400以上の特許を取得

- 認定施工会社・販売代理店・IT関連パートナーのグロ

   ーバルネットワーク

- 高付加価値(テクニカルサポート・設計・トレーニン グ)

Connecting the world to a
higher data centre standard

www.siemon.com/datacenter


