
概 要
2012年秋、インテル IT部門は、インテルのデータセンターにおけるデータセンター・インフラス
トラクチャー管理（DCIM）ソリューションの潜在的なメリットについて調査を開始しました。重要
なデータセンター・インフラストラクチャーをリモート管理し、運用効率を向上させるDCIMには、
コスト削減の実現に役立つ可能性があります。
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インテル IT部門では、DCIMの概念実証
（PoC）を実施し、既存の機能および DCIM
ソリューション導入の可能性について調査しま
した。この PoCの結果、導入に必要な労力、
およびソリューションがもたらすメリットのレベ
ルは、期待していたほどの効果に達しないこ
とが分かりました。そのため、世界規模での
DCIMソリューションの導入は見送ることにな
りました。

さらに、DCIMの PoCと並行して、電力およ
び熱管理ソリューションであるインテル®デー
タセンター・マネージャー（インテル®DCM）を
評価する PoCも実施しました。この PoCで
は、この製品をデータセンター管理のニーズ
に合わせるため、インテル® DCM製品開発
チームと共同で作業を行いました。2014年
中には、インテル® DCMの PoCを再び実施
して、将来的な世界規模の導入に向けた土
台作りを行う予定です。

インテルのような企業環境に DCIMソリュー
ションを導入することは、非常に難しい課題
です。しかし、2つの PoCを実施したことによ
り、さらなるDCIMの調査や、ソリューション
を導入するための土台となる既知の最適手
法（BKM）を特定できました。特定した BKM
は次のとおりです。

•  利用用途に基づいて PoCを実施する。正
式な要求工学プロセスを確立し、ソフトウェ
ア開発手法の要素を使用することにより、
利用用途を定義できます。この手法の一部

としてユーザー体験に重点を置くことも重要
です。

•  急速に進化しているDCIM業界について最
新の情報を入手する。

•  予想される投資収益率（ROI）、企業の要
件、および利害関係者のニーズを確認す
る。これには、デバイスレベルで、データセン
ターの環境にすでにあるコンポーネントとソ
リューションとを統合するために何が必要か
を理解することも含まれます。

•  データの収集にビル管理システムおよび
RFIDソリューションを使用して、消費電力
と電力需要をきめ細かく測定する。

•  供給メーカーの管理および連携の強化を
効率的に行うための計画とプロセスを開発
する。

•  PoCの実施中にトレーニングおよびサポー
ト用のドキュメントを作成する。

業界が成熟していく中で、DCIM製品の機
能、特に、データモデリング機能とデータ分析
機能については引き続き情報の入手を行って
いく予定です。また、最適なビジネス価値を備
えたコア機能を提供するDCIMツールのテス
トも継続します。その間も、インテル® DCMを
使用することにより、比較的少ない時間と労
力の投資で、電力および冷却の需要と消費に
関する基本的な機能が利用できます。
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ビジネス課題

インテルなど大企業の、世界規模のビジネス
目標をサポートする多種多様なデータセンター
の運用管理には、運用効率に関連するビジネ
ス上の課題があります。例えば、最適な冷却
レベルを決定したり、運用効率が最も高い機
器を追跡することは、必ずしも容易ではありま
せん。データセンター・インフラストラクチャー
管理（DCIM）は、効率の改善に役立つ可能性
がありますが、その前に乗り越えるべき一定の
ハードルが存在しています。

ITとファシリティーの 
データを統合する

インテルにおける効率的なデータセンター管理
の主な課題の 1つに、ITとファシリティーとい
う2つの異なるナレッジ領域の適切な結合が
あります。

•  ITのナレッジ領域とは、サーバー、ストレー
ジ、ネットワーク機器などの IT機器のサービ
ス提供やサポートのあらゆる側面に関係す
るものです。ITは、スペース、電力、および
冷却に関する業務の計画も担当します。

•  ファシリティーのナレッジ領域とは、電力およ
び冷却の能力と信頼性の管理に関係するも
のです。IT機器の追加、移動、および変更
がファシリティーのインフラストラクチャー機
器に与える影響を理解することが、運用効
率を高める上でのカギとなります。

インテルでは、この 2つのナレッジ領域を異な
る組織が管理しています。各組織に、それぞ
れのデータを管理する独自の分析ツールと記
録システム（SOR）があります。現状では、各
組織がそれぞれの領域を独自に監視するた
め、2つの組織間の情報交換は効率的ではあ
りません。さらに、制御と応答の責務の分離が
組織ごとに異なります。IT機器の消費電力と
発生する熱量を綿密に管理することによって、
インテルのデータセンターの効率を改善するこ
とができますが、それにはサーバーおよびネッ
トワーク機器のデータを、配電システムや冷却
システムに関連するファシリティーのデータと
統合する必要があります。

DCIMソリューションを使用すると、異なるナ
レッジ領域の異なる SORのデータ要素間に
新たな関係および依存性を規定することに
よって、データセンターの全体モデルを作成で
きます。このような関係および依存性によって、
IT制御の資産とファシリティー制御の資産の
関係を示すことができます。

しかし、インテルでは現在この可能性を実現す
る準備ができていません。インテルのファシリ
ティー環境の特徴として、複数の供給メーカー
のソリューション、複数世代のテクノロジー、お
よび業界標準の欠如が存在しているためで
す。また、IT環境にもデータ統合の障害があ
ります。例えば、構成項目（CI）1 全体にわたる
標準化が欠如していること、監視ポイント、プ
ロトコル、および独自のソフトウェア・パッケー
ジが多数存在すること、DCIMソリューション
に入力するデータを手動で収集するため時
間がかかること、さらに CIデータの品質に問
題があることです。これまでの経験によれば、
インテルのデータセンターの正確なモデル作
成に必要となるデータを収集するには、膨大
な時間と労力が必要です。

ROIを最大限に向上させる

インテル IT部門のもう1つの課題は、どの IT
組織にも当てはまることですが、より少ないリ
ソースでより多くの作業を行うというニーズの
存在です。この現実によって、重要なインフラ
ストラクチャー・ファシリティーをリモートで管理
し、最短時間で最大の ROIを得ることが強く
求められます。

インテル IT部門では、データセンター効率の
改善に投資を集中する方法を探しています。
例えば、データセンターとその運用を効率的に
管理するには、必要なリソースの量を正確に
評価し、それらのリソースの配置場所を決定す
る必要があります。しかし、予算に制限がある
ために、効率を犠牲にして迅速に ROIを得る
リソースに資金を割り当てることを余儀なくさ
れています。DCIMを使用すると、データセン
ターを一元的に捉えることによって、ITとファ
シリティーの領域を適切に統合できる可能性

1  構成項目には、サーバー、電力接続、回路パネル、お
よび電源などの IT機器が含まれます。

IT@Intel

IT@Intelは ITプロフェッショナル、マネー
ジャー、エグゼクティブが、インテル IT部
門のスタッフや数多くの業界 ITリーダー
を通じ、今日の困難な IT課題に対して成
果を発揮してきたツール、手法、戦略、ベ
スト・プラクティスについて詳しく知るため
の情報源です。詳細については、http://
www.intel.co.jp/itatintel/ を参照し
てください。あるいはインテルまでお問い
合わせください。

http://www.intel.co.jp/itatintel
http://www.intel.co.jp/itatintel/
http://www.intel.co.jp/itatintel/
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が高まります。しかし、このソリューションの導
入が困難で、時間もかかる場合、導入に関わ
る労力によって利益が相殺され、ROIの低下
を招く可能性もあります。

そのため、インテルで DCIMが優先度の高い
投資となるには、導入が比較的容易であると
同時に、大きな投資効果のあることが必要で
す。また、選択したDCIMソリューションによっ
て期待どおりの価値が得られなければなりま
せん。 

適切なDCIMソリューションの選択は、それ自
体が 1つの課題です。DCIM業界からは多数
の選択肢が提供されますが、どの製品をとっ
ても、その全体的な機能から実際のメリットが
得られない可能性があります。例えば、ある供
給メーカーの製品は、メーカーのカタログ上の
電力値、または最悪ケースの消費電力値だけ
に基づいて、電力使用量を計算する場合があ
ります。これらの値はリアルタイムの電力使用
量とは異なります。

DCIMによってインテルが最大限の ROIを得
るには、供給メーカーの製品を注意深く分析
し、データセンターの環境とどのように統合す
るか、さらにそれらの製品が今後拡張できるか
どうかを判断する必要があります。

インテル IT部門が DCIMと 
インテル® データセンター・ 
マネージャーについて 
把握したこと

2012年秋から、インテル IT部門では、ITと
ファシリティーの両方のナレッジ領域を結合す
る最良の方法を調査してきました。同時に、市
販の DCIM製品を調査し、インテル® データ
センター・マネージャー（インテル® DCM）のテ
ストも実施しました。2 この間に、DCIMおよび 

インテル® DCMの長所と短所が分かっただ
けではなく、独自のプロセスおよびソリュー
ションの要件も把握しました。

「ビジネス課題」のセクションで述べたように、
インテルでは DCIMソリューションを必要とし
ています。しかし、DCIM業界は急速に進化し
ているものの、現状では成熟しているとは言え
ず、多様なソリューション・プロバイダーが乱立
している状態です。今回の調査には、徹底的
な業界調査および利用用途に基づいた概念
実証（PoC）も含まれ、この調査により6つの
既知の最適手法（BKM）を特定しました。

既知の最適手法

次の BKMは、利用用途に基づいた PoCか
ら直接得られた結果です。PoC（詳細は後述）
を実施するまでは、DCIM業界について、また
DCIM業界が IT部門のビジネスプロセスに
与える影響について、完全には理解できてい
ませんでした。さらに、インテル ® DCMから得
られるメリットについても、十分には理解され
ていませんでした。

BKM 1：利用用途に基づいて 
概念実証を実施する
DCIMソリューションを選択するため DCIM
業界の調査を実施しましたが、その際、提案
依頼書（RFP）を作成し、複数の供給メーカー
に配布しました。RFPは、供給メーカー自身
の製品の主張と説明に基づいて作成しまし
た。しかし、さらに作業を行う必要があること
が判明しました。PoCにより、当初は気づか
なかったDCIMソリューションの制約、および、
それまで考慮していなかった企業の要件が明
らかになったからです。今回の PoCの実施
中に把握した内容によって、今後は、DCIMソ
リューションについて、さらに情報に基づいた
質問を行うことができるようになるでしょう。

RFPプロセスとPoCを通じて、長期ソリュー
ションを決定する前に理解する必要のある 2
つの重要な問題が特定されました。

2  このソフトウェアは、米国輸出管理規則およびその
他の米国の法令の対象であり、特定の国（ビルマ、
キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スー
ダン、およびシリア）または、米国の輸出品の受領を
禁止されている個人もしくは団体（禁輸対象者、特別
指定国民、および輸出管理局の対象リストの団体、ま
たはミサイル技術、核兵器、化学兵器、もしくは生物
兵器に関与する当事者）に輸出または再輸出すること
はできません。

インテル® データセンター・ 
マネージャー

インテル® データセンター・マネージャー
（インテル® DCM）は、データセンター 
向けのスタンドアロンの電力管理ソ
リューションです。インテル® DCMを
使用すると、個々のサーバー、サーバー
のグループ、ラック、および、配電ユ
ニットなどの IT機器の消費電力お
よび発生する熱を正確にリアルタイ
ムで監視および管理することができ
ます。インテル® DCMにより、IT管
理者とファシリティー管理者は共同
作業を行ってデータセンターのエネル
ギー使用量を削減できるので、両者
にとってメリットがあります。

インテル® DCMの詳細については、 
http://software.intel.com/sites/
datacentermanager/ （英語）を参
照してください。

http://www.intel.co.jp/itatintel
http://software.intel.com/sites/datacentermanager/
http://software.intel.com/sites/datacentermanager/
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ソフトウェア開発手法を使用する
インテル IT部門では、正式な要求工学プロセ
スを確立して、PoCを進めました。このプロセ
スの一部として、利用用途開発を中心に置く
ソフトウェア開発手法に従いました。これが今
回の PoCの成功のカギでした。ソフトウェア
開発手法は、新しいソフトウェアの利用用途を
定義する際に役立ちます。この手法には次の
メリットがありました。

•  インテルのデータセンター環境で DCIMソ
リューションを使用する方法が明確になった。

•  DCIMソリューションの機能をより深く理解
できるようになった。

•  ビジネスプロセスとビジネス要件を、DCIM
との関連で体系化する際に役立った。

図 1に示すように、ビジネス要件、インテル
のデータセンター環境での利用用途、および
DCIMソリューションの機能を深く理解するこ
とにより、これら 3つの観点すべてのバランス
をとるDCIMソリューションを将来選択するこ
とができ、製品機能に優先順位をつけること
ができます。これにより、企業にとって最も重
要なこと、および解決しようとしている問題を
特定し、そこに重点を置くことができます。

ユーザー体験に重点を置く
製品がどのように使用されるかを理解するこ
とは、計画活動および設計活動において重要
であり、ユーザー体験は製品の差別化と革新
の重要な部分となります。そのため、今回の
PoCでは、サポートデータ、概要情報、および
使用の詳細を取得して、製品の使用状況を詳
しく記述し、エンドユーザーの実際のニーズと
要望に合う製品の特定を試みました。

BKM 2：急速に進化している 
DCIM業界について最新の情報を入手する
DCIM業界は急速に変化しています。すべ
ての供給メーカーの製品を評価し、その中か
らインテルのデータセンター環境に最適なソ
リューションを判断するのは非常に困難です。
製品の評価をさらに難しくしているのは、異な
る供給メーカーの製品にはそれぞれ固有の機
能があり、その機能は他の供給メーカーの製
品より優れていても、製品全体としては優れて
いない場合があるという事実です。DCIMの
幅広い機能全体を理解するだけでなく、その
幅広い機能のうち各供給メーカーが重点を置
いている細かい点を理解する必要があります。

開発に関する業界情報を常に入手しておくと、
最新の成果と残存する課題を特定することが
できます。

また、DCIMに関する IT部門固有の目標と
優先順位を理解および確立し、まずそれらに
集中して、ビジネスの観点から価値があると
認められる機能を順次追加する必要がありま
す。インテル IT部門では、DCIMの要件を満
たすために複数の供給メーカーを使用するこ
とも、場合によっては、必要な機能を開発でき
るよう供給メーカーと戦略的に連携することも
できます。

BKM 3：予想されるROIおよび 
統合のための労力を確認する
DCIMの PoCを開始するにあたって、予想
されるROIを確定し、この出発点の分析に対
してバランスを取るように意思決定を行いま
した。その後、DCIMソリューションをデータ
センターに統合する方法について理解を深め
ました。データセンターの環境は非常に複雑
であるため、これは重要な課題でした。環境
コンポーネントには、既存の社内ツール、ワー
クフロー、RFIDソリューション、SOR、構成管
理データベース（CMDB）、情報サービス管理
プラットフォーム（ISMP）、資産データベース、
およびプロセスが含まれます。どの統合作業
にも、データ品質の改善作業を組み込む必要
がありました。

BKM 4：消費電力と電力需要を 
きめ細かく測定する
IT機器により、データセンターに電力と冷却
の需要が発生します。ファシリティー全体の消
費電力を把握するよりも、各サーバーが使用
する電力量を正確に把握し、必要なレベルで
（例えば、ラックごと、またはサーバールーム
ごとに）その測定値を計測できることが有用で
す。データセンターを最も効率的に管理し、配
電と冷却の配置を最も効率的に行う方法は、
消費と需要をできるだけきめ細かく測定する
ことです。ビル管理システムや RFIDソリュー
ションのようなスマート・インフラストラクチャー
を使用すると、こうしたデータの一部を取得で
きます。インテル IT部門では、以前からこのよ
うなシステムに投資しており、今回はそれを活
用しました。

しかし、スマート・インフラストラクチャーで
は、消費電力および熱対応スケジューリング
（PTAS）機能を搭載したサーバーで得られ
るような、デバイスレベルのデータは取得で

ビジネス
要件 利用用途

ソリューションの
機能

PoCの
重点領域

図 1. 概念実証では、ビジネス要件、利用用途、および
ソリューションの機能が交わるところに重点を置きま
した。
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きません。PTAS機能を使用すると、電力、
熱、および使用状況の情報がアウトオブバンド
（OOB）で取得できます。このデータは、デー
タセンターの計画から、監視、アラート、制御
などのファシリティー動作に至るまで、さまざ
まな用途で使用できます。インテル IT部門で
は、PTAS機能を搭載したサーバーを導入す
れば、長期的なコスト削減になると確信してい
ます。PTAS搭載サーバーで得られるデータ
は、数値流体力学（CFD）を使用して手動で
データセンターの運用をモデリングするよりも、
タイムリーであり、労力も格段に少なくなりま
す。もう1つの利点は、このデータを収集して、
CFDモデリングツールに入力することにより、
モデリングの質が改善され、さらにタイムリー
で効率的なモデリングが可能になることです。

PTAS機能の ROI分析に基づいて、2014
年からマルチプロセッサー・プラットフォーム上
に機器の管理機能のアップデートを導入し、
次のようなデータセンターの動作にデータを使
用することを計画しています。

•  プランニングのためのリアルタイムの高度な
監視およびレポート

•  エアフローと冷却を最適化するインテリ
ジェントなファシリティー動作

•  増加するデータセンター最適化のための
PTAS機能

•  限界に達したキャパシティーの回復および資
産導入の最適化

BKM 5：供給メーカーを効率的に管理する 
プロセスを開発する
ビジネス価値を生み出すためにも、DCIM業
界を成熟させるためにも、供給メーカーと積
極的に関わることが有効です。今回の DCIM
の PoC（次のセクションを参照）では、実施中
と実施後に、製品および体験に関するフィード
バックをメーカー側に提供しました。ソフトウェ
ア開発手法、および利用用途に基づいた企業
の要件について、時間をかけて供給メーカー
に説明することにより、これらの要件に合う機
能が迅速に供給メーカーから提供されました。

DCIMの PoC実施中に供給メーカーと共有
した企業の要件には、次のようなものがあり
ます。

•  資産データの収集とモデリングの簡易化

•  電力、冷却、スペースのレポート、およびデー
タの傾向（特に、ラック、ラック列、およびファ
シリティーのレベル、ユーザー定義の範囲の
レベル、またはユーザー定義の事業部門区
分けのレベルでのデータの表示）

•  配電データの収集、負荷の計算とレポー
ト、階層化された詳細レベル、プレゼンテー
ション層、およびモデリング

•  製品トレーニングとサポートのドキュメント（リ
リースノート、自動インストール・スクリプト、
ソフトウェア・リリースの履歴と計画、手引
き書、新たなリリースと機能のロードマップ
など）

•  成熟したリリース管理プロセス

•  新機能の履歴とレポート

また、ソリューションとCIの統合に必要な労
力のレベルを評価する際に使用できる情報も
供給メーカーに提供しました。これには、業界
推奨の設置面積当たりの時間ではなく、CI当
たりの時間など、現実的な測定基準を使用し
ました。こうしたより具体的な測定基準によっ
て、密度の異なるインテルのデータセンターの
現状が正確に反映されます。例えば、新しい
ファシリティーは古いファシリティーよりも密度
が高くなる傾向があります。このため、DCIM
ソリューションまたは特定の DCIM機能の導
入に必要な労力のレベルを調べるには、現実
的な測定基準を使用することが最良の方法
です。

供給メーカーとの関係と並行して、インテル製
品グループとも連携し、インテル® DCMを改
善することもできました（次ページのコラム「ビ
ジネスとの連携」を参照）。

使用されてこそ役に立つDCIMソリューション

データセンター・インフラストラクチャー管理（DCIM）システムによって、得られるはずのビジネス価値が得られなければ、システムが使用される
可能性はほとんどありません。組織の管理機能を進化させ、新しいリアルタイムの監視機能に対応する準備も必要です。

•  DCIMソリューションがデータセンター環境を完全に可視化できたとしても、その環境のリアルタイム監視を行う機能がなければ、おそらく毎
日使用されることはありません。リアルタイムのセンサー（ビル管理システムで提供されるようなセンサー）、RFIDソリューション、およびイン
テリジェントな ITサーバーがなければ、リアルタイムのデータを取得することは困難です。

•  DCIMソリューションを導入しても、リアルタイム監視に基づいた資産の管理と計画など、管理機能の変更ができなければ、生成されるデー
タは本質的に不適切なものになるため、組織はDCIMソリューションの使用を怠るようになる可能性もあります。

•  DCIMの導入中に、組織がシステム、データベース、またはワークフローの欠陥を発見した場合、IT管理者、ファシリティー管理者、および
利害関係者と適切に連絡を取るなどして、その問題に対処することが重要です。対処しないと、DCIMソリューションの価値が低下したり、
価値以上に労力がかかると認識される可能性があります。

インテル IT部門では、DCIMソリューションのメリットを実現するため、次の項目に重点を置いています。

•  DCIMソリューション・プロバイダーと共同作業を行って、データセンター管理プロセスにソリューションを適切に埋め込む。

•  モジュール式でDCIMソリューションを導入することにより、組織のリスクを低減する（特定の課題の解決から始め、優先順位をつける）。

•  DCIMの価値はキャパシティー管理だけではなく、インシデント管理、資産管理、問題管理などに使用できるリアルタイム・データからも得ら
れることを理解する。
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ビジネスとの連携

インテル IT部門は、インテルの他のビジネス部門と効率的に共同作業を行ってきました。その一環として、インテル® データセンター・マネー
ジャー（インテル® DCM）を評価する概念実証（PoC）を開始したとき、製品開発チームとの間にユニークで有益な関係を確立しました。

「私たちはこの関係を最初からパートナーシップと考えていました」とデータセンター運用マネージャーの Ofer Liorは語っています。「製品の
欠点を見つけたのは私ではありません。最高の製品を作り、データセンターに最大の効果を与えるために共同で作業してきた私たちです」

PoCの間、インテル IT部門は製品開発チームに対して、データセンターを管理する方法や他の潜在的顧客の運用プロセスについての具体的
な洞察を提供しました。例えば、データセンター内のすべてのデバイスを監視対象とすることの重要性、データセンターの物理レイアウトを視覚
的に表現することの重要性、およびスクリプト化可能なコマンドライン・インターフェイスの有用性を強調しました。PoCの実施中に IT部門が
確認した不足している機能については、対応ソリューションを製品チームが迅速に開発しました。

インテル® DCMチーフ・アーキテクトであるDror Shenkarは次のように述べています。「Oferが毎日ツールを使用して実稼動データセンター
を管理し、ツールに関するフィードバックを絶えず提供してくれたことで、製品の強みと欠点とを理解し、製品ロードマップに優先順位をつける
ことができました。というのも、Oferのニーズは業界全体のデータセンター・マネージャーを代表するものだからです」

OferもDrorも、パートナーシップのメリットと期待される成果を両者のグループの管理チームに伝えたことが、両者の関係の成功につながっ
たと考えています。

Oferは次のように述べています。「この連携が双方の組織にいかに役立つかという点に重点を置きました。パートナーシップをビジネスの点か
ら正当化したのです」

また、Drorは次のように補足しています。「パートナーシップは両者にとってメリットがあると管理チームに説明しました。私たちが Oferから
学ぶ機会であるとともに、Oferが私たちから学ぶ機会でもあるのです」

DrorがOferにインテル® DCM製品を説明し、Oferが Drorにデータセンターの案内をしました。製品をインストールした後、2つのグルー
プは毎週会議を行って、バグ、可能性、新たな要件、および将来のステップについて議論しました。1カ月に1度、4～5時間の長い会議を開
き、うまく同期していないデータなどの検討と除去に専念しました。Oferによると、この会議はできるかぎり少人数に限定されました。通常出
席するのは、Ofer、Dror、システムエンジニア、および必要であれば主題に関係する専門家（例えば、ネットワークのスペシャリスト）だけでした。

パートナーシップの別の側面として、インテル IT部門の主題に関係する専門家がインテル® DCMの営業会議に参加したこともあります。これ
らの専門家は、製品の実装と使用に関する経験が豊富で、製品の実際の利用用途について潜在的顧客と合理的で説得力のある議論をする
ことができました。このような議論と、インテル ® DCMが実装されているデータセンターの視察とによって、顧客の製品に対する見方が肯定的
になり、インテルが自社の製品を使用して社内のインフラストラクチャーのサポートと監視を行っているという事実を強調することができました。

「今では Oferはチームの一員です」とDrorは言います。「これは私たちが共同で取り組んでいるプロジェクトであり、全員がその恩恵を受け
ています」

このパートナーシップは今も継続中です。IT部門とインテル® DCM製品開発チームは、共同作業を継続することによって、実際のデータセン
ターの運用ニーズをサポートする機能を備えた、より良い製品を市場に届けるとともに、IT部門に優れたデータセンター管理ツールを提供す
る予定です。

「インテル社内のために何かをするのは正しいことです」とOferは言います。「2人ともそれを理解しました。それは私や Drorにとって正しい
だけではなく、ビジネスにとって正しいことなのです」
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表 1. DCIMの概念実証サブチーム

サブチーム 調査の範囲

キャパシティー・プランニング
キャパシティー・プランニングに関する既存のプロセスおよびツールとDCIMソリューションとの整合性を評価します。
•  ツールによって、消費に関するデータ品質が改善されるか
•  長期計画（LRP）レポートを短時間で作成する、または、既存のものについてレポートの頻度を増加するなど、ツールによって潜在的な効率改善ができるか

運用
製品の準備レベル、および機器設置の意思決定をサポートするプロセスに追加される価値を評価します。
•  割り当てたスペースに対する予約システムを提供する機能がツールにあるか
•  ツールでファシリティー監査がサポートされているか

データ収集
PoC中に使用したデータ定義、データ収集、ソフトウェア・モデリング、データ収集ワークフロー、およびプロセスが十分に機能したかどうかを評価します。
•  世界規模の導入に必要な長期の改善点は何か
•  製品によって、ユーザーがデータのキャプチャーおよびソリューションのモデリングを実施できるか

ファシリティー管理

ラック、ラック列、およびファシリティーのレベルで、床荷重、スペース、電力、冷却のレポートおよび管理について製品を評価します。
•  ファシリティーからデバイスに至るまでの配電とキャパシティーのモデリングおよび管理の機能が製品に含まれているか
•  標準通信プロトコルおよび供給メーカーのデバイスの中でサポートされているものは何か、また、専用デバイスをモデリングするツールやユーティリティーとして、 
どのようなものが提供されているか

•  製品によってユーザーは単一障害点をモデリングできるか、また、故障の分析にWhat-If分析を使用できるか

製品管理

定義済みの基準と戦略的目標に対して製品、サービス、およびユーザー体験を評価します。
•  供給メーカーから提供されるトレーニング資料は何か
•  供給メーカーに、バグ修正、致命的問題に対する追加サポート、機能要求、要件管理、および製品ロードマップをカバーする成熟したリリース管理プロセスがあるか
•  ユーザーの受け入れおよびパフォーマンスの点で製品が最低限の基準を満たしているか

BKM 6：概念実証中にトレーニングおよび 
サポートのドキュメントを作成する
PoCの実施中、供給メーカーと共同で作業を
行い、トレーニング・ドキュメントが利用できるこ
とを確認し、その後、インテルに特化した社内
向けドキュメントを作成しました。こうしたドキュ
メントの作成には、新しいツールのビジネスプ
ロセスへの影響を理解すること、およびビジネ
スプロセスとワークフローを標準化し、文書化
することが必要でした。PoCの直後に DCIM
ソリューションの導入を決定していた場合に
は、このドキュメントを統合と導入の促進に役
立てることができたでしょう。最終的には 1つ
または複数のDCIMソリューションを導入する
計画であるため、すでに作業済みのドキュメン
トとプロセス・ワークフローを利用できると期待
しています。

DCIMソリューションに関するドキュメント作成
作業は軽視できないものです。そのため、供
給メーカーは、DCIMソリューションを補足す
る、品質の高いドキュメントおよびトレーニング
資料を提供することが重要です。

概念実証

インテル IT部門では、2012年から2013年
にかけて、DCIMに関する2つの PoC（概念

実証）を実施しました。一方のPoCでは、全機
能を備えた DCIMソリューションを取り巻く利
用用途に重点を置きました。もう一方の PoC
では、インテル ® DCMの利用用途とメリットの
調査に重点を置きました。どちらの PoCにも
インテルの複数のデータセンターが関わり、そ
れぞれ実施に数カ月かかりました。以下のセ
クションでは、各 PoCの手法、主な把握事項、
およびその成果についての詳細を説明します。

この 2つの PoCでは、DCIM製品に関する
非常に実用的な体験が得られました。この体
験を共有することで、エンジニアリング・チーム
から追加のリソースとサポートを得ることがで
き、要件のさらなる定義とデータセンター管理
ツールの分析に役立ちました。インテル IT部
門では、ファシリティー、データセンター、およ
び IT機器の運用管理に市販の製品および社
内ツールを継続して使用します。しかし、長期
的には、データセンターの健全性と機器の作
業負荷を全体として表示できるように、これら
のソリューションを共通のダッシュボードに統
合する最適な方法を選定することを目指して
います。この統合によって、重要なデータセン
ター管理機能を追加できるだけでなく、コスト
削減の可能性が生じ、インテルのビジネスグ
ループ間の緊密な関係を促進することが可能
になります。

DCIMの概念実証
DCIMソリューション・プロバイダー 7社に
RFPを送付し、当時のインテルの具体的な
DCIM要件に基づいて、プロバイダーの回答
を検討し、等級分けを行いました。この評価結
果に基づいて、調査するDCIMソリューション
を選択しました。

手 法
製品の機能をテストするために、また、インテル
のデータセンターのソフトウェア・モデルの構築
に必要なことを理解するために、6カ所のデー
タセンターで PoCを実施しました。各データ
センターから提示された CI（構成項目）は合
計 23,000項目でした。各 CIは、収集、イン
ポート、およびモデリングが必要なデータ要
素を表します。このデータの中には、自動ツー
ルを使用して収集できるものもありますが、ほ
とんどは手作業で収集する必要がありました。

表 1に示すように、5つのサブチームによって
DCIMソリューションを評価しました。各サブ
チームの目標は、製品を評価して、サブチーム
があらかじめ決めておいた評価基準に従って
製品の準備レベルを報告することです。製品
機能と企業の要件にギャップが認められた場
合、サブチームは改善点を提言し、期待する
成果の実現に必要な労力を見積もりました。
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これらのサブチームの回答を使用して、IT部
門は導入の意思決定を行いました。

PoCを始めるにあたって、DCIMに関連する
ROIの見積もり値を計算し、PoCが完了し
た後、製品の ROIが世界規模の導入の決定
に十分かどうかを判断できるようにしました。
インテル IT部門では、DCIMによって、導入
後 5年間にわたり224万ドルの運用予算の
削減が可能になると見積もりました。この値に
は、スタッフの生産性の向上とコスト削減が含
まれています。また、プロセスの改善、標準化、
および自動化によって大きなビジネス価値が
得られることも期待されていました。

主な把握事項
DCIMの PoCにより、DCIMソリューションの
導入を準備するために何を実行したらよいか
が次々に判明しました。PoCでは、評価対象
の製品と IT部門のプロセスの両方に存在す
る制約が明らかになりました。また、長所につ
いても把握できました。

全体としては、現状のままの製品を現状のプロ
セスと組み合わせても、当初見積もっていたビ
ジネス価値は実現できないということが PoC
によって明らかになりました。製品の機能セッ
トは、期待していたほど成熟していませんでし
た。また、製品を ISMPおよび CMDBと統合
するには、多大な労力と手動のデータ入力が
必要であることが分かりました。しかし、この統
合を行わなければ、効率を改善できる可能性
は極めて低くなります。

PoCによって明らかになった製品の制約に
は、次のような例があります。

•  現在の社内ツールは、市販のDCIMソリュー
ションで使用されているデータ収集技術や
データ要素に簡単には適応できません。評
価したDCIMソリューションは、データ分析、
およびキャパシティー・プランニング向けの
データの集計とモデリングの機能において
十分ではありませんでした。

•  製品の基本機能では、次の分野において、
期待していた価値が部分的にしか得られま
せんでした。

 -  ローカルおよびリモートのファシリティーに
対する機器設置と意思決定の改善

 -  配電モデリング（配電と IT機器の依存性
および関係など）

 -  ファシリティーのモデリングと維持に関する
サポート

 -  データ・レポート・エンジン

PoCの実施中に特定された課題の中には、
製品に関連する課題ではなく、システムやワー
クフローのレベルでの問題を反映したものが
ありました。

システムレベル：温度プローブ、湿度プロー
ブ、圧力センサー、スマート無停電電源シス
テムなど、IT機器とファシリティーを監視する
デバイスの一部は、標準のデータプロトコルや
データ表示機能をサポートしていない場合が
あります。

ワークフロー・レベル：ITのナレッジ領域と
ファシリティーのナレッジ領域では、それぞれ
CMDBと ISMPという別のデータベースを使
用するため、一方が SORの役割を果たし、も
う一方がそれに同期する必要があります。同
期プロセス中に競合が発生した場合、競合を
解決し、どちらのバージョンのデータが正しい
かを選択するための手段が必要です。そのた
め、データの品質、および ISMPとCMDBの
データ要素とデータ・トランザクションの一貫
性が、集約には重要となります。DCIMのデー
タ要素とCMDBの資産データの統合には別
の問題もありました。

製品には世界規模の導入を決定付けるほどの
メリットがありませんでしたが、PoCの終了ま
でには、データセンター運用マネージャーが使
用できる製品を実現できたというプラスの面も
ありました。

•  供給メーカーと共同で作業を行い、パフォー
マンスとユーザビリティーの要件を満たす安
定した製品を開発しました。供給メーカーに
は企業の要件について説明し、致命的なバ
グを取り除きました。

•  供給メーカーがリリース管理とサポートに関
する堅牢なプロセスを実施できるように支援
しました。これによって、供給メーカーから新
しいリリースが提供されるので、インテル IT
部門での製品の維持にも役立ちます。

•  必要なデータの収集方法、ファシリティーの
モデリング方法、およびプラットフォームのサ
ポート方法を習得しました。

これらの要素は、将来におけるDCIMソリュー
ションの選定作業に役立つはずであり、長期
的にはメリットになります。

結 果
DCIMの PoCでは、サブチームの提言に基づ
き、2つの主要な課題が明らかになりました。

•  データ収集とモデリングに要する時間と労力
がかかりすぎる。

•  製品の機能では、期待していたほどのメリッ
トや価値が得られない。

このため、DCIMの導入を延期し、PoCテスト
および供給メーカーとの関係を継続して、長
期的な戦略を再評価することに決定しました。
現在も、供給メーカーにフィードバックを提供
し、共同で作業を行っています。将来的には、
この供給メーカーからDCIMソリューション
または DCIM機能を導入する可能性があり
ます。

PoCから得られた他の大きなメリットには次の
ものがあります。

•  ラックレベルの回路データに関する標準的
な方法とリポジトリー、およびファシリティー
資産の標準的な命名規則と正確な目録を
開発しました。

•  データ収集に関する手引き書など、DCIM
関連のトピックに関するWikiリポジトリーを
作成しました。

•  DCIMソリューションの導入と使用に関する
標準的なグローバルプロセスを文書化しま
した。
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図 2. インテル® データセンター・マネージャー（インテル® DCM）の管理コンソールでは、概要画面にデータセンターの電力および熱の状況が表示されます。インテル® DCMでは、
業界の推定値やカタログ値ではなく、実際に確認したデータが表示されます。

インテル® データセンター・マネージャー 
（インテル® DCM）の概念実証
DCIMの PoCと並行して、インテルの別の
データセンターにおいて、インテル® DCMの
PoCを実施しました。インテル® DCMは、全
機能を備えた DCIMソリューションではありま
せんが、今回の PoCにより、データセンター・
インフラストラクチャー管理に大きなメリットを
提供できることが分かりました。

インテル® DCMを調査対象としたのは、ファ
シリティーの消費電力の把握に役立つ、重要
な管理情報を提供できるツールであると思わ
れたからです。しかし、PoCが進むにつれ、こ
の製品には他にもメリットがあることが分かり
ました。インテル® DCMを使用すると、データ
センターの消費電力と熱情報のマップを作成
でき、これらのデータを 1つのファシリティー
管理コンソールに集約することができます。
インテル® DCMの管理コンソールで使用でき
る概要画面を図 2に示します。この概要画面
にはデータセンターの消費電力および発生す
る熱の状況が表示されます。

手 法
インテル® DCM 3 の PoCは、イスラエルの
6カ所のデータセンターとロシアの 1カ所の
データセンターで実施しました（その後、アイル
ランドのデータセンターにも拡大されました）。
インテル® DCMをデータセンターのサーバー
に接続し、サーバーから電力と熱のデータを
抽出することによって、サーバーが消費する電
力を、ラック、ラック列、およびサーバールーム
ごとに集計してリアルタイムで表示しました。ま
た、インテル® DCMによってすべてのサーバー
から収集した吸気口の温度データを使用し、
データセンターの温度マップを取得しました。

既存のデータベースからサーバー名、場所
（ラック）、OOBの IPアドレス、およびパスワー
ドを抽出し、データをインテル® DCMにアップ
ロードしました。データマイニングに約 2日か
かり、約 4,000の資産を監視するためのす

べてのシステムを導入するには、3人のエン
ジニアによる合計約 100時間の作業が必要
でしたが、これは完全な DCIMソリューション
の導入に比べればはるかに少ない労力と言え
ます。

主な把握事項
インテル® DCMのPoCにより、インテルのデー
タセンターにおけるインテル® DCMの追加の
利用用途をいくつか確認できました。データ
センターの計画および管理の改善により、次
のような利用用途で長期のビジネス価値を得
ることができます。

•  サーバーの電力特性：同種のサーバーから
成る多数のサンプルからリアルタイム・デー
タにアクセスし、これらのサーバーの実際の
消費電力を分析することにより、データセン
ターがサポートできる将来のキャパシティー
を実際に利用できる値として把握することが
できます。インテル IT部門の見解では、これ
はインテル® DCMの中で最も強力な機能
です。この機能によって、データセンター・マ
ネージャーは、業界の推定値やカタログ値で

3  インテル® データセンター・マネージャーはインテルの
製品ですが、インテル IT部門ではこの製品について
社内割引を受けず、通常の ITテストと承認プロセス
に従いました。
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はなく、ツールによって確認した実際のデー
タを利用できるようになります。

•  データセンターの温度マップと冷却分析：
インテル® DCMで利用できる多数の温度
センサーにより温度マップを作成することが
でき、データセンター・マネージャーはサー
バールームが適切に冷却されているかどう
かを判断できます。PoCによって、インテル ® 
DCMの冷却分析は極めて正確であること
が分かりました。この冷却分析によると、あ
るデータセンターは冷却調整によってサー
バールームの電力使用効率（PUE）を1.37
という低い値に合わせていましたが、別の
データセンターは過剰に冷却しており、PUE
を約 1.68という、あまり効率的とは言えな
い値に設定していました。

•  ホットスポットの検出：インテル® DCMの
冷却分析機能により、あるデータセンターで
はデータセンター・マネージャーにホットス
ポットのアラートが通知されました。そのア
ラートは複数のサーバーから発信されていま
したが、それらのサーバーは同じラック列の
別のラックにありました。そのため、特定の
エリアに冷却の問題があると思われていま
したが、さらに調査した結果、この異常は特
定のサーバーモデルで誤動作している温度
センサーが原因であることが分かりました。
このようにリアルタイム・データを使用した自
動のホットスポット分析は、手動の CFD分
析よりも非常に効率的かつ効果的です。

•  ゴーストサーバーおよび十分に活用されて
いないサーバーの検出：インテル® DCMで
は、使用率の非常に低いサーバーやアイドル
モードのサーバーを自動的に特定します。こ
れらのデバイスは、仮想サーバーへの移行
を検討する対象として最適であり、省電力お
よび未使用資産の再利用という2つの可能
性につながります。

•  リアルタイム・データおよびラック使用率
の管理：インテル® DCMでは、電力の最適
化を可能にするリアルタイムの電力使用率
データが提供されます。データセンター・マ
ネージャーは、このデータを使用して、情報
に基づいて IT環境の負荷分散および規模
の適正化に関する意思決定を行い、TCO
を低減することができます。また、インテル® 
DCMでは、ユーザー定義のアラームを使用

することにより、ITに重大な障害が発生する
前に回路の過負荷の可能性を警告し、回路
を保護することができます。インテル ® DCM
は実装、統合、管理、および運用が容易であ
るため、これらの機能によるROIの改善を
短期間で達成できます。

インテル® DCMの PoCにより、次のような制
約および課題を確認しました。これらの中には
PoCの実施中に対処したものもありますが、
それ以外は今後の製品およびプロセスの改善
に役立てられることになります。

•  現状では、ストレージデバイスとネットワーク・
デバイスに関連するデータを一貫してレポー
トすることができません。

•  独自規格のデバイスや旧デバイスの中で、
インテリジェント・プラットフォーム管理イン
ターフェイス（IPMI）プロトコルを使用して必
要なデータを提供する組込みのハードウェア
機能がないデバイスについてはサポートされ
ていません。

•  ネットワーク・レベルとドメインレベルの両方
にセキュリティーの問題があります。

 -  ネットワークおよびファイアウォールの内外
で通信することが困難です。これについて
は、導入開始から100時間以内に解決し
ました。

 -  管理と表示以外の柔軟なセキュリティー・
アクセス・レベルがありません。

•  スクリプト化可能なコマンドライン・インター
フェイスがありません。そのようなインター
フェイスがあれば、特定の条件に基づいて
データの収集や操作をカスタマイズすること
ができます。このフィードバックに基づいて、
最新版のインテル® DCMにはスクリプト化
可能なコマンドライン・インターフェイスが搭
載されました。

•  パフォーマンスとユーザー体験の面で、理想
的な拡張性があるとは言えません。

•  データセンターの物理レイアウトを視覚的に
表示することができません。そのような表示
があれば、データセンター・マネージャーや
ファシリティー・マネージャーは、再配置、コ

ロケーション、または統合プロジェクトの中
で、IT機器の配置の管理、情報に基づいた
キャパシティー管理の意思決定、およびデー
タセンター資産の正確な履歴の保持を行う
ことができます。

また、監視対象のサーバーに対するサポート
権限と管理権限を得るために、データセンター
をホスティングする顧客と緊密に共同作業を
行う必要があることも分かりました。

結 果
インテル® DCMの PoCの終了時には、8カ
所のデータセンターにわたって約 4,000の
CI（総消費電力 1MW以上の構成項目）を
監視していました（この監視は今後も継続しま
す）。これらのデータセンターの 1つでは、デー
タセンターの消費電力の 70%以上を監視す
ることができました。

インテル® DCMで得られる具体的なメリット
の例としては、インテル® DCMで収集した
データを使用して、データセンターのファシリ
ティー・インシデントを管理したことが挙げられ
ます。このケースでは、ファシリティーへの冷
水の供給に問題が発生しました。幸いにも、
インテル® DCMの管理コンソールにより、運
用マネージャーは迅速に対応し、そのサーバー
ルームの IT機器への損害を防ぐことができま
した。

最初の PoCの成功に基づいて、アイルランド
および米国のデータセンターにもプロジェクト
を拡張しています。また、インテル® DCMの世
界規模での導入も計画しています。インテル® 
DCMは、確かに完全な DCIMソリューション
ではありませんが、多大な費用や労力をかけ
ることなく、大きなビジネス価値、および ITコ
ストと消費電力を管理する機能が得られます。
さらに、インテル® DCMは、将来、DCIMツー
ルおよび DCIM機能を追加する土台となるプ
ラットフォームの役割を果たします。

概念実証の比較
PoCで DCIMソリューションの導入にかかっ
た時間と、インテル® DCMの導入にかかった
時間を単純に比較することは、2つのソリュー
ションの比較方法として最適ではありません。
むしろ、それぞれの導入にかかった CI当たり
の時間を比較するほうが有用です。結論から
言うならば、DCIMの PoCでは、インテル® 
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DCMの PoCよりも、はるかに多くの CIと広
い範囲を検証の対象としました。

インテル® DCMの PoCでは、製品を 3,600
台のサーバーと、ほかにブレードセンター、ラッ
ク、配電ユニットなど、合計で約 1MWの電気
負荷を消費する合計約 4,000台の CIに導
入しました。DCIMの PoCでは、次のような
約 23,000台の CIをカバーし、電気負荷の
合計は約 5.5MWでした。

• 電力接続 CI：9,710台

• ITサーバー：9,019台

• 回路パネル：738台

• 電気デバイスおよび電気回路：3,171台

• 給電システム：16台

DCIMの PoCで使用した電気負荷および CI
の総数は、インテル® DCMの PoCの 6.5倍
でした。また、DCIMの PoCの方が複雑だっ
たため、DCIMの実装にはインテル® DCMの
実装の 8倍の時間が必要でした。

DCIMの PoCでは、供給メーカーが製品を
安定させ、データ収集ツールの改善を開発す
るための支援にも時間がかかりましたが、この
ツールによって、データの入力やフォーマット
の問題がなくなり、全体的な労力が減少しま
した。また、このツールを使用することにより、
SOR、ISMP、および CMDBと統合することも
できるようになりました。一方、このような複雑
な問題はインテル® DCMの PoCではまったく
発生しませんでした。それは、インテル® DCM
がスタンドアロン・タイプの製品であり、全機能
を備えた統合DCIMソリューションではないか
らです。

最終的に、DCIMソリューションは、そのメリッ
トに反して、信頼性の高い効率的な導入が
保証されるまでには多大な労力を必要とし
ました。さらに、期待どおりの ROIを実現で
きませんでした。結果として、会社全体への
DCIMソリューションの導入は見送ることに決
定しました。一方で、インテル® DCMは、それ
ほどの統合とカスタマイズを必要とせず、明確
な ROIにより会社全体への導入が可能と判
断されました。

まとめ

インテル IT部門では、DCIMソリューション
の導入による、全社的なデータセンターの
コスト削減の可能性を調査してきました。
インテル IT 部門が求めているのは、重要な
データセンター・インフラストラクチャーをリ
モートで管理でき、運用効率を向上させるソ
リューションです。2012～ 2013 年には、
2つの PoCを実施しました。1つは完全な
DCIMソリューションを評価するもので、も
う 1つはインテル® DCMを評価するもので
す。これらの PoCにより、さらなる調査とソ
リューション導入の土台となる BKMを特定
できました。

特定できたBKMは次のとおりです。

•  利用用途に基づいて PoCを実施する。正
式な要求工学プロセスを確立し、ソフトウェ
ア開発手法の要素を使用することにより、利
用用途を定義できます。手法の一部として
ユーザー体験に重点を置くことも重要です。

•  急速に進化しているDCIM業界について最
新の情報を入手する。

•  予想される ROI、企業の要件、および利害
関係者のニーズを確認する。これには、デバ
イスレベルで、データセンターの環境にすで
にあるコンポーネントとソリューションとを統
合するのに何が必要かを理解することも含
まれます。

•  データの収集にビル管理システムおよび
RFIDソリューションを使用して、消費電力
と電力需要をきめ細かく測定する。

•  供給メーカーの管理および連携の強化を効
率的に行う計画とプロセスを開発する。

•  PoCの実施中にトレーニングおよびサポー
トのドキュメントを作成する。

DCIMの PoCにより、評価に使用した製品は
まだ十分に成熟していないため、期待どおり
のビジネス価値をすべて得ることはできないこ
とが分かりました。また、DCIMソリューション
の導入に要する時間と労力を適切に把握す
ることができ、社内プロセスの中には改善の
必要なものがあることも分かりました。一方、

インテル® DCMの PoCにより、このデータ
センター監視用製品は、実装が比較的容易で
あり、リアルタイム・データへのアクセスによっ
て適切な監視機能が提供されることが実証さ
れました。インテル IT部門は、本製品の機能
をインテルのデータセンターの運用ニーズに
適合させるため、製品開発チームとの共同作
業を継続します。また、将来における世界規模
の導入のための土台作りにも取り組んでいま
す。今後、どのような DCIMソリューションを
導入することになっても、インテル® DCMはそ
れを補う役割を果たすでしょう。

インテル IT部門では、業界が成熟する中で
DCIM製品の分析を継続するとともに、供給
メーカーが企業の DCIMニーズを満たせる
ように共同で取り組んでいます。特に、DCIM
製品のデータモデリングとデータ分析の機能
は最も発展が期待される分野であるため、常
に情報の入手に気を配っています。そして、必
要に応じて、最適なビジネス価値を備えたコア
となる機能を提供するDCIMツールの導入を
進める予定です。

関連情報

関連トピックの情報については、http://www.
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