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スにとって理想的なソリューション

高密度キャビネット製品シリーズに
V800を追加 P04
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 定期購読を申 し込む

本号では . . .
読みたい記事をクリックするか、ページをめくり読み進んでく
ださい。

バックナンバーを読むにはアイコンをクリック
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DCニュース総集編：カッパー・ファイ
バーコンボパネルを発売
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8HOW FAST?
最新の成端時間世界記録ビデオをごらんください。

www.siemon.com/maxturbotool

ケーブリングのプロにとって、成端は、その信頼性が高く早ければ早いほど労務効率は高くなり高労務
効率は収益性向上を意味します。あなたとあなたのチームがいったいどれくらい速く正確にカテゴリ6
アウトレットを成端できるか、どうしたら無料のMAX TurboToolを入手できるかについては、以下の
サイトを参照してください。www.siemon.com/maxturbotool
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ウェビナー総集編：データセンター
における低損失マルチファイバー接
続の価値について説明

P08

製品スポットライト：LightStack™超
高密度プラグアンドプレイシステムの
新しいビデオを公開

P10

ホワイトペーパー：ヴァレリー・マグワ
イアが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を検証

P16

ホワイトペーパー：キャリー・ヒグビー
がデータセンターのストレージニーズ
の増加に対応するSanの進化を解説

DCニュース総集編：V800高密度キャ
ビネットシステムでグローバルなデ
ータセンターの需要に対応
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Innovate | DCニュース総集編

⾼⾼密度データセンターだけでなくフロアディスト 
リビューターとしてマルチに活躍するコスト性に 優
れた、頑丈な構造を持つ⾼⾼性能エンクロー ジャ
ーV800キャビネットシステムを発売しまし た。

V800は、アクセス性と排気熱管理に
優れたケーブリングとイクイップメン
ト搭載を両立するキャビネットラック
システムです。スタンドアローンまた
は複数台連結でもその機能を最大
限に発揮できるネットワーク機器、サ
ーバー、ケーブリング用のマルチキャ
ビネットです。

キャビネット設置スペースの有効活

用を実現するために、フル可動式の
マウントレールの外側のゼロUスペ
ースは、ケーブルマネジメント機能
はもちろんのことPDUの設置、機器
の前後を結ぶコネクティビティーを
提供します。フロント、リア共に上下
に4か所、合計8か所の2U分ゼロUス
ペース（合計16U）があり各々にパッ
チパネルやファイバーエンクロージ
ャー等2U以内のスペースに設置可

グローバルデータセンターの
要求に応えるV800⾼⾼密度キ
ャビ ネットシステムをリリース

 

 

 

 

 S

能な19インチイクイップメントを安
全確実に収容できます。取外し可能
なフルオープンの扉と観音開き扉の
コンビネーションを選択可能で狭い
場所でもフルアクセスを可能にし、
サーバーやネットワーク機器の搭載
等の作業性を格段に向上させた、奥
行き1000㍉と1200㍉の2タイプか
ら選択できます。この事によりISO/
IEC14763-2とEN50600-2-4が推奨す
る通路の幅1200㍉は、このV800にと
っては無駄なスペースになりかねま
せん。設置機構付きの上下に分割構
造を持つサイドパネルもまたアクセ
ス性を向上させ高い作業効率を実現
させることのに貢献しています。

驚くほどの高排気熱効率機能を持つ
扉は、主な機器製造メーカーが要求
する指標に対して約71%優れた機構
と頑丈性を併せ持ちます。その上そ
の天板には専用のブラシガードが取
付けられる開口がありケーブルのア
クセスによる密閉性を保ちます。天
板に取付ける排気ファンと煙突型の
ダクトは、さらに排気熱効率を高めま
す。また、スナップフィットブランクパ
ネルも空いているマウントスペース
を簡単に塞ぐことができ熱効率をさ
らに高めるでしょう。

V800は、高さ42U、45U、48Uと奥行
1000㍉、1200㍉の6種類から選択で
き動定格加重1021㌕、静定格加重
1361㌕で共通のデザインコンセプト

を持ち外観が同じV600、VersaPODと
連結して違和感なく設置できます。ケ
ーブルマネジメント、ブラシガード、
ブランクパネルの他にオリジナルデ
ザインのマウントパネルアクセサリ
ーを取り揃えています。

“V800は、⾼い収容性、
⾼い機能性、⾼い排気効
率で幅広いアプリケーシ
ョンをサポートし拡張を
繰り返す情報技術の躍
進を手助けする最⾼の
パートナーであり、コスト
性に富んだモジュール設
計に最適な柔軟な拡張
性を持つこのキャビネッ
トソリューションは、世界
各地から市場を活性化
させるコンポーネントと
して注目されるに違いな
い”とデイブ・バレンツコ
ニス（シーモン社プロダク
トマネージャー）は、メッ
セージを送っています。

詳しく⾒る
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シーモン社は、銅線ツイストペアケー
ブルと光ファイバーケーブルを同時
に収容できるパッチパネルの販売を
開始します。 １Uカッパー・ファイバー
コンボパネルはラックのマウントスペ
ースを最大限に活用するためにツイ
ストペアアウトレットとファイバーポー
トを同じラックマウントスペースで運
用できます。

新しいコンボパネルの多様性と密度
は、限りあるラックマウントスペースに
柔軟性を提供します。このパネルは、
プラグアンドプレーメタル（PPM)ファ
イバーモジュールとメタル製ファイバ
ーアダプタープレート、ツイストペア
用アダプタープレートを合計4枚まで
自由に配置できます。ツイストペアア
ダプタープレートは、UTPとシールド
のカテゴリー5eからカテゴリー7Aを
Z-MAXシリーズを含み6個まで 取付
け可能です。

軽量で強度のあるスチールを使って
他のシーモン社製品と同様に頑丈
でインストーラーフレンドリーな設
計で重厚な黒色仕上げとなっていま
す。ANSI/EIA 310-Dに準拠し、シール

ドアウトレットに通じるグランドストリ
ップを一体化した構造となっていま
す。張力緩和のためのリアケーブルマ
ネジメントと一体構造でタイラップ、グ
ランディングキット、ラックマウント用
ネジが同梱されています。

プロダクトマネージャのBrian 
McCaffreyは「コンボパネル
は、ラックマウントスペースを
効率的に使うことにより最⾼
密度を柔軟に提供します。ファ
イバーとツイストペアのコンビ
ネーションでケーブリング設計
の 選択肢に柔軟性を与えま
す。施工と運用のしやすさに重
点を置きファイバーとツイスト
ペアの性能と安全性の維持と
アクセスのしやすさを両立した
デザインが大きな特徴で、有
効スペースに価値を求めるデ
ータセンターやその他の環境
にとって大きな価値を与える。」
と表明しました。

18秒でカテゴリー6 MAXコネクター
を成端、世界記録を6秒以上更新

第2回MAX TurboTool成端チャレン
ジの優勝者を発表いたします。この
オンラインコンテストは、ケーブリン
グ施工業者が技能を競い合い、シー
モン社のMAX TurboToolを利用して
誰が最も速くカテゴリー6UTP MAX
アウトレット成端を実施できるか競う
ものです。

コンテスト参加者には、シーモン社
に最速のTurboTool成端のビデオ
を送ってもらい優勝賞金は1,000ド
ルで、アルベルト・ルーナが保持する
24.18秒の世界記録を破れば、さらに
500ドルのボーナスを支給するコン

ペティションです。

アイオワ州ロビンズの
HITECHコミュニケーション
の技術者、ジョン・クロフォ
ードの最速成端は18秒ジ
ャスト、これはシーモン社

の期待をはるかに凌ぐ驚くべ
き記録でした。ジョンの実際のビ
デオエントリーはこちらでご覧い
ただけます：www.siemon.com/
maxturbotool.

「ジョンのビデオにはつ
くづく感心しました。私も
含めてシーモン社の審査
員全員が、24.18秒の記
録が破られるとは思って
もいませんでした。まして
6秒以上も更新するなん
て…」シーモン社チャネル
マーケティングマネジャ
ー、ブライアン・デュバル
デュバルによると、クロフォードの18
秒という記録は、彼がシーモン社の
TurboToolにさほど慣れていないこ
とを考えれば、いっそう印象的なもの
でした。

「実は、彼はビデオを送ってくれる2
日前にツールを入手したばかりだっ
たのです。ジョンがわずか数時間の
練習で18秒の成端記録を達成でき
たなら、他のケーブリング施工業者
が現場で丸一日かければTurboTool
成端は、いったいどれだけ速くなるで
しょうか。」

ツイストペア・光ファイバ
ーコンボパネルを発売

MAX® TurboToolチャレンジの優
勝者を発表

 

 

 

 

 S

Innovate | DCニュース総集編

詳しく⾒る

Innovate | INSTALLATION NEWS ROUNDUP

詳しく⾒る



シーモン社は、銅線ツイストペアケー
ブルと光ファイバーケーブルを同時
に収容できるパッチパネルの販売を
開始します。 １Uカッパー・ファイバー
コンボパネルはラックのマウントスペ
ースを最大限に活用するためにツイ
ストペアアウトレットとファイバーポー
トを同じラックマウントスペースで運
用できます。

新しいコンボパネルの多様性と密度
は、限りあるラックマウントスペースに
柔軟性を提供します。このパネルは、
プラグアンドプレーメタル（PPM)ファ
イバーモジュールとメタル製ファイバ
ーアダプタープレート、ツイストペア
用アダプタープレートを合計4枚まで
自由に配置できます。ツイストペアア
ダプタープレートは、UTPとシールド
のカテゴリー5eからカテゴリー7Aを
Z-MAXシリーズを含み6個まで 取付
け可能です。

軽量で強度のあるスチールを使って
他のシーモン社製品と同様に頑丈
でインストーラーフレンドリーな設
計で重厚な黒色仕上げとなっていま
す。ANSI/EIA 310-Dに準拠し、シール

ドアウトレットに通じるグランドストリ
ップを一体化した構造となっていま
す。張力緩和のためのリアケーブルマ
ネジメントと一体構造でタイラップ、グ
ランディングキット、ラックマウント用
ネジが同梱されています。

プロダクトマネージャのBrian 
McCaffreyは「コンボパネル
は、ラックマウントスペースを
効率的に使うことにより最⾼
密度を柔軟に提供します。ファ
イバーとツイストペアのコンビ
ネーションでケーブリング設計
の 選択肢に柔軟性を与えま
す。施工と運用のしやすさに重
点を置きファイバーとツイスト
ペアの性能と安全性の維持と
アクセスのしやすさを両立した
デザインが大きな特徴で、有
効スペースに価値を求めるデ
ータセンターやその他の環境
にとって大きな価値を与える。」
と表明しました。

18秒でカテゴリー6 MAXコネクター
を成端、世界記録を6秒以上更新

第2回MAX TurboTool成端チャレン
ジの優勝者を発表いたします。この
オンラインコンテストは、ケーブリン
グ施工業者が技能を競い合い、シー
モン社のMAX TurboToolを利用して
誰が最も速くカテゴリー6UTP MAX
アウトレット成端を実施できるか競う
ものです。

コンテスト参加者には、シーモン社
に最速のTurboTool成端のビデオ
を送ってもらい優勝賞金は1,000ド
ルで、アルベルト・ルーナが保持する
24.18秒の世界記録を破れば、さらに
500ドルのボーナスを支給するコン

ペティションです。

アイオワ州ロビンズの
HITECHコミュニケーション
の技術者、ジョン・クロフォ
ードの最速成端は18秒ジ
ャスト、これはシーモン社

の期待をはるかに凌ぐ驚くべ
き記録でした。ジョンの実際のビ
デオエントリーはこちらでご覧い
ただけます：www.siemon.com/
maxturbotool.

「ジョンのビデオにはつ
くづく感心しました。私も
含めてシーモン社の審査
員全員が、24.18秒の記
録が破られるとは思って
もいませんでした。まして
6秒以上も更新するなん
て…」シーモン社チャネル
マーケティングマネジャ
ー、ブライアン・デュバル
デュバルによると、クロフォードの18
秒という記録は、彼がシーモン社の
TurboToolにさほど慣れていないこ
とを考えれば、いっそう印象的なもの
でした。

「実は、彼はビデオを送ってくれる2
日前にツールを入手したばかりだっ
たのです。ジョンがわずか数時間の
練習で18秒の成端記録を達成でき
たなら、他のケーブリング施工業者
が現場で丸一日かければTurboTool
成端は、いったいどれだけ速くなるで
しょうか。」

ツイストペア・光ファイバ
ーコンボパネルを発売

MAX® TurboToolチャレンジの優
勝者を発表
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ハイパフォーマンスデータセンター向けのプラグアンドプレー光ファ
イバーシステムLightStackがもたらす優位性をビデオで紹介

高性能>データセンター向けのLightStack調高密度プラグアンドプレーシステ
ムの効果を実感頂けるビデオをリリースしました。ビデオが説明するように、ビ
ッグデータクラウドコンピューティングと仮想化によって引き起こされる革命
は、データセンターでさらに高いポート密度の必要性を加速させ、このビデオ
は、最小スペースで最大の接続性を実現する方法を体験できます。

LightStackTM Ultra High
Density Fibre Enclosure

シーモンの新しいエンドツーエンド
のファイバシステムLightStackは、最
大で144芯LC、または12芯ファイバ
のMTPインターフェースを介して864
芯の芯数をシングルラックユニット
（1U）に収容することができる方法を
ビデオで紹介している。LightStackシ
ステムの概要は、革新的な特許出願
中の筐体、高性能低損失プラグアンド
プレーモジュール、アダプタープレー
ト、トランキングケーブルを含め、この
クラス最高のケーブル管理機能を提
供します。このビデオでは、最大化さ
れる密度とその一方で、使いやすさに
もフォーカスしてます。フルにケーブ
ル・パッチコードが正面・背面で繋が
った状態のコネクションへ安全に容
易にアクセスする画像をご覧になれ
ます。

このビデオは、エンドユーザー、DCデ
ザイナー、コンサルタント、施工者にと
って有用な情報を提供しています。こ
れは、現実的なデータセンター•アプリ
ケーションでのメリットを強調しなが
ら、明確で分かりやすいスタイルで、
高性能、高密度のファイバーシステム
の導入を紹介しています。モジュール
とアダプタは簡単にフロントとリアの
両方から、取外しが可能で完全に積
み重ねられたエンクロージャに挿入
した状態で運用するアクセシビリティ
と使いやすさが、実証されています。

ケーブル管理機能について、背面の
スイベルケーブルタイダウンポイント
が適切な曲げ半径を維持するように
設計されたLightStackエンクロージャ
ーは、フロント磁気ドアがファイバー
を損傷させる可能性のある挟み込み
ポイントを回避することが確認できま
す。

チャーリー•メイナード、光ファイ
バプロダクトマネージャーは、「
現代の⾼密度データセンター
は、10ギガから40・100ギガビッ
トスピードへ移行する、それらは
一方で、柔軟なパッチング•オプ
ションのため複数の接続をサポ
ートするためにリンク損失バジェ
ット内に収まる低損失ファイバ接
続の要求が⾼まっています。同時
に、これらの接続が容易にアクセ
スし、迅速かつ効率的に変更を
行うために管理される必要があ
る。優れたクラス最⾼の機能によ
り、新しいLightStack超⾼密度フ
ァイバーシステムは、現在および
将来のファイバ接続の課題を克
服するためにユニークなポジショ
ンにあり、このビデオは、それをど
のように達成するかを明確に示し
ていている。」とコメントしている。

詳しく⾒る
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ウェビナーキャッチアッ プ:IEEE802.11ac 5ギガヘルツワイ 
ヤレスの最新ウェビナーを⾒⾒る。

Innovate | ホワイトペーパー

キラーアプリケーションアラート！
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関係

キラーアプリケーションアラート！　新たに発表されたieee 802.11ac
超高スループットワイヤレスLan規格は、ケーブリングインフラ設計
に広範囲な影響を及ぼします。

現在利用できるデータ信号速度1.3Gb/sの802.11acギヤへの切り換えによ
って、ユーザーはワイヤレス速度をかなり高めることができるでしょう。そし
て、256-QAM変調、160MHzのチャネル帯域幅、最大8つの空間ストリームによ
って、理論的には将来6.93Gb/sを実現することができます！　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キャパシティー
を完全にサポートするうえで、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ってきます。

• リンクアグリゲーションと組み合わせてカテゴリー6A以上の性能の水平配
線スペックで、現在利用できる802.11ac 3ストリームワイヤレスアクセスポイ
ント（WAP）とルーターで提供可能な、理論的に達成可能なデータ信号速度
1.3Gb/sを直ちにサポート

• 最低10Gb/s対応の平衡ツイストペアカッパーまたはマルチモード光ファイバ
ーバックボーンを設置し、高速化した802.11acアップリンク能力をサポート

• グリッドベースのゾーンケーブリングアーキテクチャにより、追加のWAP展開
に対応するとともに、カバレージエリアの迅速な再構成を可能にし、将来に備
えた接続を提供

W W W . S I E M O N . C O . J P

シーモン社は業界をリードする高性能接続で知られていますが、特許を取得しているRuggedized MAX®＆Z-
MAX®ハウジングで、同じ高性能カッパー・ファイバー製品をご利用になれます。Ruggedizedアウトレットとモ
ジュールパッチコードはIP66/IP67レートの密封性を提供し、ほこりや湿気、産業用化学洗浄液、振動からプラ
グとアウトレットの接触ポイントを保護します。これらのソリューションは、研究所や病院、食品加工工場など
の厳しい環境で重要な接続を保護するのに理想的です。

シーモン社のRuggedized製品ラインの詳細について、こちらのサイトを参照してください。
www.siemon.com/ruggedized
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フルホワイトペーパーをダウンロード
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フルホワイトペーパーをダウンロード
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シーモン社は先ごろウェビナーを開催し、データセンター管理者が現
在の減少傾向にある、アプリケーションの光損失許容値に取り組みな
がら、柔軟な高速ファイバーチャネル確立のための複数接続ポイント
をサポートする低損失バージョンのファイバー接続がどのように役立
つかを説明しました。

データセンターにおける低損失マルチモー
ドファイバー接続の価値について説明

「今日のデータセンターにおける低
損失マルチモードファイバー接続の
必要性」と題するシーモン社エデュ
ケーショナルシリーズのこの最新ウ
ェビナーでは、シーモン社データセ
ンターソリューション・サービス担当
グローバルディレクターのキャリー・
ヒグビーがプレゼンテーションを行
いました。

光挿入損失バジェットは、特に今日
の大型仮想化サーバー環境におい
て、データセンター管理者にとって
最重事項の1つとなっています。新し
いスイッチファブリックアーキテクチ
ャは、速度の向上と同様に重要な要
因となります。ネットワーキングアプ
リケーションやストレージエリアネッ
トワーク（SAN）アプリケーションが
MPO接続を利用し長距離ファイバー
バックボーンチャネルをサポートす
る必要があるためです。

これらの厳しい挿入損失要件によ
り、標準的な損失のMPOコネクタ
は、ファイバーチャネルで展開でき
る接続ポイント数を大幅に制限しま
す。しかし複数接続ポイントをサポ
ートできる低損失ファイバー接続に
より、さまざまな距離やコンフィギュ
レーションで柔軟性と高い管理可能

性を提供すると同時に、最新の高速
ファイバーアプリケーションの展開
に十分な損失ヘッドルームを提供し
ます。

「データセンター環境に
は、速度の向上、新しい
non-blocking設計、SDN
など、クロスコネクトの利
用から利益を得られるフ
ァクターが数多くありま
す。」シーモン社データセ
ンターソリューション・サ
ービス担当グローバルデ
ィレクター、キャリー・ヒグ
ビー談

「クロスコネクトはチャネルの中で
よりパッシブな接続ポイントを要求
するので、特に損失要件がこれまで
以上に厳しくなっている高速イーサ
ネット/ファイバーチャネルアプリケ
ーションでは、損失バジェットの範囲
内に収めるうえで低損失ファイバー
接続が鍵になります。」

詳しく⾒る

ウェビナーキャッチアップ： 最新の低
損失マルチファイバー接続ウェビナ
ーをご覧ください 詳しく⾒る
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いました。
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て、データセンター管理者にとって
最重事項の1つとなっています。新し
いスイッチファブリックアーキテクチ
ャは、速度の向上と同様に重要な要
因となります。ネットワーキングアプ
リケーションやストレージエリアネッ
トワーク（SAN）アプリケーションが
MPO接続を利用し長距離ファイバー
バックボーンチャネルをサポートす
る必要があるためです。

これらの厳しい挿入損失要件によ
り、標準的な損失のMPOコネクタ
は、ファイバーチャネルで展開でき
る接続ポイント数を大幅に制限しま
す。しかし複数接続ポイントをサポ
ートできる低損失ファイバー接続に
より、さまざまな距離やコンフィギュ
レーションで柔軟性と高い管理可能

性を提供すると同時に、最新の高速
ファイバーアプリケーションの展開
に十分な損失ヘッドルームを提供し
ます。

「データセンター環境に
は、速度の向上、新しい
non-blocking設計、SDN
など、クロスコネクトの利
用から利益を得られるフ
ァクターが数多くありま
す。」シーモン社データセ
ンターソリューション・サ
ービス担当グローバルデ
ィレクター、キャリー・ヒグ
ビー談

「クロスコネクトはチャネルの中で
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するので、特に損失要件がこれまで
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損失マルチファイバー接続ウェビナ
ーをご覧ください 詳しく⾒る
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シーモン社は業界をリードする高性能接続で知られてい
ます。

シーモン社のネットワークインフラストラクチャ/データセ
ンター製品用の新しい無料Visioステンシル

VersaPODデータセンター用キャビネットを設計・設
置するヒント

特許を取得しているRuggedised 
MAX® & Z-MAX®ハウジングで、同じ
高性能カッパー・ファイバー製品をご
利用になれます。Ruggedisedアウトレ
ットとモジュールパッチコードはIP66/
IP67レートの密閉性能を提供し、ほこ

りや湿気、産業用化学洗浄液、振動か
らプラグやアウトレットの接触ポイン
トを保護します。これらのソリューショ
ンは、研究所や病院、食品加工工場な
どの厳しい環境で貴重な接続を保護
するのに理想的です。

シーモン社が無料のVisioステンシル
ライブラリを定期的に更新し、迅速簡
単に素晴らしいネットワークダイアグ
ラムを作れるようにしていることをご
存じでしたか。

Visioステンシルとして先ごろVisioライ
ブラリに追加されたシーモン社のネッ

トワークインフラストラクチャ/データ
センター製品には、新しいシーモン社
LightStack™高密度プラグアンドプレイ
製品、ユニバーサルモジュラーファニチ
ャーアダプタ、VersaPOD®/V600キャビ
ネット・アクセサリー、新製品V800キャ
ビネットなど、多くのラインアップがあ
ります。

シーモン社データセンターエキスパー
ト　ライル・メナールRCDD/NTSはユ
ニークな特徴を持つVersaPODをせ―
タセンターに設備するに当たりどれ程
の恩恵があるかビデオで紹介してい
ます。VersaPODは、密度、拡張性と共

にどのような環境のデータセンターイ
ンフラにも効率性をもたらします…

詳しく⾒る

詳しく⾒る
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where others fail to think beyond the status quo. 
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今日のビジネスでは、データが爆発的速度で増え続けています。ビッ
グデータの出現により、ほんの数年前には想像もできなかったほどの
ペースで、ストレージ需要が増大しています。

DAS、NAS、SAN、SANオーバーIP、ファイバーチャネルなどのストレージ
ネットワーク技術に関する最新情報

過去わずか5年間で、典型的なデータ
レコードの規模は4倍には及んでい
ないが、3倍強に増加し、構造化デー
タ、準構造化データ、非構造化データ
など多くの形式が含まれています。実
際に、最近のIBM®研究によると、毎日
2.5クィンティリオン（10の18乗）バイ
トのデータが作成され、過去2年間だ
けで全世界のデータの90％が生み出
されました。データベースの規模が指
数関数的に増えていることは、明白で
す。

人的資源に加えて、データも有形・無
形に最も貴重な企業資産になってい
ます。重要なデータをいかにして効
果的に保存、利用、保護、管理するか
は、IT担当部署が直面している新たな
課題です。ストレージエリアネットワ
ーク（SAN）は、データセンターにおけ
るストレージにネットワーキングモデ
ルを適用し、SANはサーバーの背後
で機能し、サーバーとストレージデバ
イスとの間に共通経路を提供します。
サーバーベースのダイレクトアタッチ
トストレージ（DAS）ソリューションや

データセンターストレージの進化

 

 

 

 

 S

ファイル指向のネットワークアタッチ
ドストレージ（NAS）ソリューションと
異なり、SANは、コンピューティング資
源や人的資源の間で共有されるデー
タへのブロックレベルアクセスまた
はファイルレベルアクセスを提供しま
す。一般的なSAN技術はファイバーチ
ャネル（FC）コンフィギュレーションで
実施されますが、iSCSIやファイバーチ
ャネルオーバーイーサネット（FCoE）
など、新しいコンフィギュレーション
が普及しています。データが保存され
るメディアも変化しています。

SANの成長とインターネットプロトコ
ル（IP）の世界的な優位を受け、IPネ
ットワークの利用によるストレージト
ラフィックの伝送が、技術開発の最
先端になっています。IPネットワーク
は、管理可能性や相互運用性、費用
効果を高めます。既存のIPネットワーク

（LAN/MAN/WAN）に基づくストレー
ジの収束により、ストレージの統合、
仮想化、ミラーリング、バックアップお
よび管理を通じて、即時に成果を上
げることができます。収束によってキ
ャパシティや柔軟性、拡張性、スケー
ラビリティも向上します。IPプロトコル
を利用する2つの主な規格は、FCoE（
ファイバーチャネルオーバーイーサ
ネット）とiSCSI（ipスモールコンピュー

タシステムインターフェース）です。ど
ちらの規格も、IPデータグラムに組み
込まれたファイバーチャネルコマンド
かSCSIコマンドを伝達します。FCoE
は、ファイバーチャネルコマンドがIP
トラフィックにカプセル化される点で
異なりますが、これはカプセル化のた
めにファイバーチャネルとイーサネッ
トの両方に対応できるコンバージド・
ネットワークアダプタ（CNA）を必要と
します。iSCSIは、イニシエータという
エッジデバイスを利用し、標準イーサ
ネットネットワークと標準イーサネッ
トアダプタで機能します。

現在、10ギガビットイーサネットは、
企業のデータセンターに導入される
アプリケーションとして、ますます普
及しています。10ギガビットイーサ
ネットの展開によって競争力を獲得
するには、頑健なITインフラが必要
です。10GBASE-Tアプリケーションと
10Gb SFP+アプリケーションはますま
す、データセンターのネットワーキン
グコンポーネントとSANネットワーキ
ングの信頼できる基礎を提供するよ
うになっています。10GBASE-T対応の
ストラクチャードケーブリングシステ
ムは、多様な収束型アプリケーション
をサポートできるオープンな業界標
準インフラを提供します。

 ホワイトペーパーをダウンロード

ウェビナーキャッチアップ ： データセ
ンターストレージの進化に関する最
新のウェビナーをご覧ください 詳しく⾒る
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ジェネシスとは「何かの最初または原点」を意味します。この言葉は、
先ごろロンドンのセントポール大聖堂を見渡せる立派な新社屋（デー
タセンターを含む）を建設した、このグローバルな石油ガス・コンサル
タント会社にぴったりの社名です。

この象徴的なオフィスは、創業25年の
エネルギー専門会社にとって「未来の
始まり」と表現されており、世界16カ所
の事業を主導し、技術基準の指標を
提供することでしょう。ジェネシスは、
探査段階の石油・ガス産業向けに、初
期エンジニアリングコンサルタント業
務、ライフサイクル全体に及ぶ海底エ
ンジニアリング業務、陸上・海上プロ
ジェクトの立案を行っています。クライ
アントが炭化水素資産からの利益を
最大化できるよう支援するとともに、
多国籍企業である同社は、全世界に
広がる現場で1つのチームとして活動
しています。同社のIT投資が満たすべ
き要件は非常に厳しいため、ジェネシ
スにとっての一番重要な事柄は適切
なシステムとサプライヤーの選択でし

た。シーモン社はその有力候補企業と
なり、高性能の完全なエンドツーエン
ド商品のおかげで、ジェネシスに完全
なネットワークインフラを供給する競
争入札に勝利しました。

ジェネシスの社屋は6階建てで、質の
高いシーモン社のOM3光ファイバー
ケーブルによってバックボーン接続さ
れた、5つのサーバールームと1つの
データセンター/コミュニケーションル
ームによる基本ネットワーク設計によ
り構築されました。

「シーモン社は、実に革新的な冷
却システムなどのすばらしいデー
タセンター製品によって、バック

ジェネシス・オイル＆ガスはシーモン社の
IcePack™ 冷却システムを採用しました

ボーンからデスクトップまで、クラ
ス最高の完全なインフラを提供し
てくれました。シーモン社のシステ
ムには、ネットワーク設計の専門
家によるサポート体制と包括的な
20年保証があり、シーモン社によ
って提供された価値は、我々想像
した性能をはるかに超えました。
」ジェネシス社グローバルITディレ
クター、スティーブン・ゴリカー

厳しい施工スケジュールを考慮して、
当データセンターのために選択した
ファイバーは、最大限のチャネルスル
ープットを保証し、現場成端より75％
速い施工を提供するMTPプラグアンド
プレイシステムでした。また、10Gb/s
をサポートしなければならないため、
シーモン社のZ-MAX®カテゴリー6A 
F/UTPカッパーシステムを採用しまし
た。

このシステムは、安定したクラス最高
の性能、比べようのない成端のしやす
さや成端速度に加えて、セキュリティ
ーと高い耐ノイズ性も備えています。
重要なエイリアンクロストークパラメ
ーターを含めて、カテゴリー6A/クラ
スEAのすべての性能要件で最も高い
マージンを提供します。ジェネシスは
データセンター用に、排熱効率の高い
VersaPOD®キャビネットを4台導入し
ました。このキャビネットはゼロUパッ
チング能力を独自に提供し、スペース
利用と気流を最適化します。革新を進
め、革新を受け入れる企業として、同
社は、それぞれのVersaPODにシーモ
ン社の新しいIcePack™冷却ドアを装

備することを選びました。これらの後
部ドア熱交換システムはパッシブな液
体冷却技術を利用しており、キャビネ
ット１台当たり最大33kWの冷却能力
を提供することができます。

クローズカップルド冷却システムは、
専用フィンアンドチューブコイルを利
用しており、ネットワーク機器が排出
する熱を吸収・冷却し、より多くのエネ
ルギーを消費する他の空冷方法の要
件に比べその消費を大幅に引き下げ
ます。IcePackシステムはエネルギー
消費量が少ないので、伝統的なCRAC
システムよりも、冷却に要するコスト
を最大80％削減できます。空気を利
用するほとんどの冷却システムと比べ
て、雑音レベルも低い仕様です。

ジェネシスが小容量のIcePackドアを
選んだのは、キャビネット１台当たり
最大12kWの冷却能力を確保し、サポ
ートなしで稼働できるような冷却シス
テムを求めていたためです。したがっ
て、このデータセンターには必要最小
限の空調が設置されており、室温が（
今までのところ達したことのない）摂
氏24度に上昇した場合に限り作動す
るように設定されています。そのため、
この空調は現在BMSの制御の下で、
温度を管理するためではなく、必要な
ときに利用できることを確認するため
にのみ、週1回、短時間だけ作動させ
ています。

IcePackシステムは露点を超えると自
動的かつ継続的に作動し、配管の結
露を防止するシステムが備わっている
ことは重要なポイントです。

ケーススタディーを詳しく⾒る
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ジェネシス・オイル＆ガスはシーモン社の
IcePack™ 冷却システムを採用しました

ボーンからデスクトップまで、クラ
ス最高の完全なインフラを提供し
てくれました。シーモン社のシステ
ムには、ネットワーク設計の専門
家によるサポート体制と包括的な
20年保証があり、シーモン社によ
って提供された価値は、我々想像
した性能をはるかに超えました。
」ジェネシス社グローバルITディレ
クター、スティーブン・ゴリカー

厳しい施工スケジュールを考慮して、
当データセンターのために選択した
ファイバーは、最大限のチャネルスル
ープットを保証し、現場成端より75％
速い施工を提供するMTPプラグアンド
プレイシステムでした。また、10Gb/s
をサポートしなければならないため、
シーモン社のZ-MAX®カテゴリー6A 
F/UTPカッパーシステムを採用しまし
た。

このシステムは、安定したクラス最高
の性能、比べようのない成端のしやす
さや成端速度に加えて、セキュリティ
ーと高い耐ノイズ性も備えています。
重要なエイリアンクロストークパラメ
ーターを含めて、カテゴリー6A/クラ
スEAのすべての性能要件で最も高い
マージンを提供します。ジェネシスは
データセンター用に、排熱効率の高い
VersaPOD®キャビネットを4台導入し
ました。このキャビネットはゼロUパッ
チング能力を独自に提供し、スペース
利用と気流を最適化します。革新を進
め、革新を受け入れる企業として、同
社は、それぞれのVersaPODにシーモ
ン社の新しいIcePack™冷却ドアを装

備することを選びました。これらの後
部ドア熱交換システムはパッシブな液
体冷却技術を利用しており、キャビネ
ット１台当たり最大33kWの冷却能力
を提供することができます。

クローズカップルド冷却システムは、
専用フィンアンドチューブコイルを利
用しており、ネットワーク機器が排出
する熱を吸収・冷却し、より多くのエネ
ルギーを消費する他の空冷方法の要
件に比べその消費を大幅に引き下げ
ます。IcePackシステムはエネルギー
消費量が少ないので、伝統的なCRAC
システムよりも、冷却に要するコスト
を最大80％削減できます。空気を利
用するほとんどの冷却システムと比べ
て、雑音レベルも低い仕様です。

ジェネシスが小容量のIcePackドアを
選んだのは、キャビネット１台当たり
最大12kWの冷却能力を確保し、サポ
ートなしで稼働できるような冷却シス
テムを求めていたためです。したがっ
て、このデータセンターには必要最小
限の空調が設置されており、室温が（
今までのところ達したことのない）摂
氏24度に上昇した場合に限り作動す
るように設定されています。そのため、
この空調は現在BMSの制御の下で、
温度を管理するためではなく、必要な
ときに利用できることを確認するため
にのみ、週1回、短時間だけ作動させ
ています。

IcePackシステムは露点を超えると自
動的かつ継続的に作動し、配管の結
露を防止するシステムが備わっている
ことは重要なポイントです。

ケーススタディーを詳しく⾒る



cONNEcTING THE WORLd
TO a HIGHER sTaNdaRd

www.sIEmON.CO.jP


