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要約
大企業におけるクラウドコンピューティングの利用は急速
に拡大しています。一方、クラウドベースのアプリケーション
への依存度が高くなるほど、企業は「エッジ」におけるオン
プレミスの物理インフラ設備（電源、冷却、ネットワーキ
ング）の冗長性のレベルの見直しを迫られます。本書で
は、今日見られる物理インフラに関する標準的なプラクテ
ィスについて解説します。さらに、企業にとって不可欠な
耐障害性の評価方法を検証し、従業員が常にビジネス
クリティカルなアプリケーションへの接続を維持できるように
するためのベストプラクティスを紹介します。
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IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の継続的な成長、デジタルトラフィックの増大、
クラウドベースのアプリケーション導入の拡大などの技術動向は、データセンターを取り囲む環境を大
きく変えつつあります。
大規模または超大規模クラウドデータセンターには、以前はオンプレミスのデータセンターに存在して
いた、大企業向けのクリティカルなアプリケーションが多数格納されています。しかし、すべてのアプリ
ケーションがクラウドに移行されたわけではありません。その理由は、規制、企業文化、独自アプリケ
ーションの存在、単なる遅延などさまざまです。
こうした理由から、いわゆる「ハイブリッドデータセンター環境」が生まれました。ハイブリッドとは、
（1）集中型クラウドデータセンター、（2）地域の中規模〜大規模データセンター、（3）ローカ
ルな小規模オンプレミスのデータセンターの 3 種類の組み合わせからなる環境という意味です（図
1 参照）。かつては企業支社のオンプレミスの 1MW データセンターだった環境が、今ではクリティカ
ルなアプリケーションの実行および/またはクラウドへのネットワーク接続の提供を行う IT 機器が収め
られた数台のラックで構成できるようになりました。しかし、オンプレミスのデータセンターの設置面積と
容量が縮小したからといって、その重要度が低下したわけではありません。むしろ、オンプレミスに残っ
ている機器ほど、その重要性を増しています。
本書では、前述の 3 つのタイプのデータセンターでよく見られるプラクティスについて説明します。さら
に、可用性に対するユーザーの期待の変化について論じ、ビジネス目標を確実に達成するためのエ
ッジデータセンター（オンプレミス）に必要な耐障害性のレベルの評価方法を提案し、最後にエッジ
にマイクロデータセンターを実装するためのベストプラクティスを紹介します。

1
図1
データセンターは 3 つのタイプ
のいずれかに属します。本書
ではエッジデータセンターに焦
点をあてます。

データセンターの
タイプ

3

2
Centralized Cloud
集中型クラウドデータセンター
Data Center

Regional
Data Centers
地域データセンター

Localized or Micro
ローカルまたはマイクロデータセンター
Data Centers

集中型クラウドは元々、電子メール、給与計算、ソーシャルメディアなどの特定のタイプのアプリケー
ション向けに発案されました。これらのアプリケーションに共通する特徴とは、リアルタイム性はそれほど
求められないという点です。しかし、クリティカルなアプリケーションがクラウドに移行するにつれて、遅
延、帯域幅の制限、セキュリティ、その他の規制要件など、対処しなければならない多くの要素が
表面化しました。自律走行車のアプリケーションについて考えてみましょう。こうしたアプリケーションが
正常に動作するためには膨大な計算能力が必要です。遅延は絶対に許されず、さもなければ、
人々が事故に遭うことになります。医療も同じように生命に関わる重要なアプリケーションであり、患
者のデータを収集するセンサーや、外科医に術中フィードバックをリアルタイムで提供する手術器具
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などが挙げられます。いずれの分野でも、計算能力を使用ポイント（point-of-use）に近づける必
要性は明らかになりました。
高帯域のコンテンツ配信も、コンテンツを使用ポイントに近づけることでメリットが得られます。両者の
距離を近づけることで、帯域コストが削減され、ストリーミング能力が改善されます。
多くの企業では、一部のビジネスクリティカルなアプリケーションをオンプレミスに残す必要性（または
残したいという要望）があります。その結果、規制要件や可用性のニーズへの対応や、より高度な
制御が可能になります。ただし、これらのアプリケーションは、冗長性の確保のためにクラウドに複製
されることがあります。
シュナイダーエレクトリックのホワイトペーパー226『The Drivers and Benefits of Edge Computing』（エッジコンピューティングの推進要素とメリット）（英語版）では、これらのアプリケーション
が、さらに多くの地域およびローカルデータセンターを含むエコシステムへ企業ユーザーをいかに取り込
むかについて説明しています。以下のセクションでは、これらのデータセンターの各タイプについて説明
し、それぞれに導入されている物理インフラの標準的なプラクティスについて説明します。

集中型データセンター
数メガワット規模の集中型データセンターは、クラウドの一部であれ企業の所有であれ、極めてミッ
ションクリティカルな存在であり、可用性を重視した設計となっています。これらのデータセンターはダ
ウンすることが絶対に許されず、そのため、実績のあるベストプラクティスが長年にわたって導入されて
きました。施設および IT スタッフは、すべてのシステムを 24 時間 365 日体制で稼働させることを第
一目標としてこれらのサイトを運用しています。また、これらのサイトは一般的に Uptime Institute
の Tier 3 または Tier 4 規格に合わせて設計されており、認証を取得している場合もあります。コロ
ケーションプロバイダーやクラウドプロバイダーは、多くの場合、こうした高可用性設計という特性を、
データセンターに移行する一番のセールスポイントとして売り込んでいます。
標準的なベストプラクティスには、次のようなものがあります。
• クリティカルなシステムの冗長化 – クリティカルな電源システムおよび冷却システムは、故障
やメンテナンス作業によるダウンタイムを回避するために、冗長設計（通常は 2N）となって
います。
• 高レベルの物理セキュリティ – ドアの生体認証センサー、マントラップ、ビデオ監視、24 時間
体制の警備員の配備によって、システムの安全性を確保し、許可された担当者のみがアクセ
スできるようにすることが一般的です。
• ラックの最適化 –ラックをロックするだけでなく、電源ケーブルやネットワークケーブルを整理し
て、誤ったケーブルを引き抜いたり、デュアル電源を同じ電源経路に差し込んだりするヒューマ
ンエラーを解消します。空気分配の計画を練り、ブラシストリップやブランクパネルなどの装置
を使用して排熱を遮蔽します。
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• 監視 – DCIM（Data Center Infrastructure Management）と BMS（Building
Management Systems）がすべてのデータセンターシステムを管理、制御、最適化できる
ように、センサーとメーターを導入します。
図 2 は、集中型データセンターにおける一般的なセキュリティプラクティスのタイプを示しています。

図2
集中型クラウドおよびコロ
ケーションデータセンターで
一般的なセキュリティプラク
ティス

生体認証センサー

マントラップ

警備員

地域データセンター
地域データセンターは、大規模な集中型データセンターよりもエンドポイント（データが作成および
使用される場所）に近く小規模です。すでに説明したように、このタイプのデータセンターの目的の
1 つは、遅延や帯域幅に敏感なアプリケーションを使用ポイントに近づけることであり、大量のニーズ
に対応するために戦略的に配置されています。このデータセンターは、中央データセンターとオンプレ
ミスのローカルデータセンター間の「橋渡し」と考えることができます。
大規模な集中型データセンターと同様に、地域データセンターは通常、セキュリティと可用性を重視
した設計となっています。このような施設では、Tier 3 設計を目にすることも珍しくはありません。プリ
ファブの設計アプローチが導入されることもあり、リファレンス設計をスタート地点として利用することも
できます（図 3 の例を参照）。

図3
集中型または地域データセン
ターを構築する開始点として
のリファレンス設計例

ローカルデータセンター
ローカルデータセンターは、データセンターのユーザーが働いているサイトに配置されます。オンプレミ
スのデータセンターやマイクロデータセンターなど、このデータセンターの呼び方はいくつかあります。
ローカルデータセンターの規模は、1～2MW から 10～20kW までさまざまです。企業がビジネスアプ
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リケーションをクラウドやコロケーションプロバイダーにアウトソースするようになるにつれ、このタイプのデ
ータセンターは小規模になる傾向にあり、小さな部屋やクローゼットに数台のラックしか残っていない
ケースもあります。
今日の小規模化したデータセンターの多くは、冗長性や可用性がほとんど考慮されていないた
め、設計プラクティスは Tier 1 設計と同等であることも少なくありません。この小規模なオンプレ
ミスのデータセンターには、次のような傾向がしばしば見られます。
• セキュリティの欠如 – 部屋の安全が確保されておらず、ラックもオープン状態（ドアがない）
という状況が多々あります。
• ラックが整理されていない – ケーブル管理があらかじめ想定されておらず、ケーブルの散乱、
ラック内の気流閉塞が見られ、装置の追加/移動/変更時のヒューマンエラーの原因となってい
ます。図 4 を参照してください。
• 冗長性がない – 電源（UPS、分配）システムは 1N であることが多く、メンテナンス時にシ
ステムを稼働し続ける能力や可用性が高くありません。
• 専用の冷却システムがない – 小さな部屋やクローゼットは建物内の冷房設備に依存するこ
とが多く、機器の過熱を引き起こす可能性があります。
• DCIM 監視がない – 資産管理やダウンタイム回避のための専用のスタッフやソフトウェアがな
く、部屋は未管理のまま放置されていることが多々あります。

図4
ずさんな管理やセキュリ
ティによる、小規模なオ
ンプレミスのデータセンタ
ーの例

ローカルなサイトがこのような状態になってしまう要因としては、企業がクラウドやコロケーションに移行
するにつれ、残ったラックを軽視するようになることが挙げられます。企業の関心は、大規模なデータ
センターの可用性の確保に集中しがちです。しかし、ローカルに残っているラックは、それ以上ではな
いにしても同程度にミッションクリティカルであることが多く、こうした考え方には問題があります。
（1）独自のビジネスクリティカルなアプリケーションの実行、（2）クラウドへのネットワーク接続な
ど、オンプレミスに残される機能について考えてみましょう。アプリケーションにアクセスできない場合、
ビジネス生産性にどのような影響があるでしょうか? ローカルな職場で働く人数が以前と変わらず、
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オンプレミスに残っているラックのみが減っているとしたら、それぞれのラックの重要性はより増してい
るということです。ローカル機器は、日常使用するビジネスアプリケーションへの接続に不可欠です。
クラウドへの移行がより進んだ場合、肝心のアクセスポイントがダウンしてしまっては、従業員の生産
性は維持できません。
このことは、小規模なオンプレミスのデータセンターの設計方法を見直す必要性を示唆しています。
つまり、中央データセンターや地域データセンターだけを重視するのではなく、現時点で最も脆弱な
ローカルサイトももっと重視すべきだということです。本書の後半では、このようなサイトを導入して、
相互につながり、生産性の高いビジネスを確保するためのベストプラクティスについて説明します。

より包括的な
可用性メトリック

この相互接続されたハイブリッド環境において、最初に対処すべきは、致命度（criticality）と冗
長性（redundancy）の評価方法をどのように再考するかという問題です。今日、私たちがデータ
センター業界として使用しているツールの一番の目的は、単一のデータセンターを可能な限り堅牢
にすることです。Tier レベルは、一定の可用性（99.9…%で表される）を達成するように単一サイ
トを設計する上では役立ちます。故障とは通常、特定のデータセンター内の IT 機器の停止と定義
されます 。
しかし、こうしたツールやメトリックでは、複数のデータセンター、故障の影響を受けるユーザー数、影
響を受けるビジネス機能の致命度、アプリケーション（ソフトウェア）のフェールオーバーなどへの依
存度は考慮されていません。シュナイダーエレクトリックは、こうした状況を前進させる必要があると考
えています。

可用性に対する期待の変化
今日の従業員の期待は過去の世代の期待とは異なります。全従業員に占めるミレニアル世代の
割合が拡大したことで、期待の内容も変化しました。ミレニアル世代は、IT デバイスとシステムが常
に動作する「常時稼働」の下で育ち、「常時接続」は当然と考えています。そのためサービスの中断
に対する寛容さは低下しています。この世代にとって、テクノロジーは職場を含む日常生活において
不可欠な存在です。事実、ミレニアル世代の 82%は、新しい仕事を選ぶ場合、職場のテクノロジ
ーは大きな要因であると考えています。 1
こうした傾向が続くとするならば、データセンターの設計方法の変更は避けられません。そして、その
ために必要な可視性を提供する、より包括的なデータセンターの耐障害性を報告する方法に注目
することが重要となります。昔から言われているように、「計測しないものは管理できない（you
can’t manage what you don’t measure）」のです。今日のビジネスニーズを満たすためには、
耐障害性のメトリックも進化しなければなりません。

1

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/press-releases/2016-07-18-future-workforce-study-provideskey-insights （最終アクセス日時 2016/10/31）
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異なるアプローチ
可用性に対する異なる視点は、異なる行動を促します。表 1 では、今日の（古い）パラダイム
と、必要な行動を促すために必要と思われる新しいパラダイムを比較しています。

表1
データセンター故障の
パラダイム変化

古いパラダイム

新しいパラダイム

集中型データセンターを重視する

ハイブリッド環境を重視する

故障とは、ラック内の IT 機器が影響を受ける

故障とは、ユーザーエクスペリエンスが影響を

状態である

受ける状態である

リモートサイトや人/機能を把握していない

重要度は、影響を受ける従業員の数と職務
機能によって決まる

ユーティリティ（電力）会社とその可用性への視点について考えてみましょう。電力会社は発電所
や送電線（彼らにとっての「集中型データセンター」）を管理するだけではありません。施設の周囲
にある木の枝を切って整え、柱上変圧器のメンテナンスを行い、最終的には、顧客（彼らにとって
の「エッジ」データセンター）への電力供給に基づいて、業務の成否を測定します。データセンター業
界も、エッジを集中型データセンターと同程度に重要とみなす、こうしたユーティリティモデルに移行す
る必要があります。
連続する 2 つのシステムの可用性とは、どちらも利用可能であることが前提であり、次のような式で
計算されます。

可用性システム = 可用性 1 * 可用性 2
まず、ローカルのオンプレミスのデータセンターおよび中央データセンターの可用性または生産性に依
存している 1 人のユーザーについて考えてみましょう。ユーザーの視点からデータセンターの可用性を
計算するために、この式を使用します。たとえば、中央データセンターの可用性が 99.98%（Tier 3
データセンター、1.6 時間のダウンタイム）であり、オンプレミスのデータセンターの可用性が 99.67%
（Tier 1 データセンター、28.8 時間のダウンタイム）である場合、そのユーザーの視点から見た合
計ダウンタイムは、99.98%*99.67%すなわち 99.65%（30.7 時間のダウンタイム）になります。
では、CIO の視点からとらえる場合、データセンターのエコシステム全体がビジネスの生産性と接続
性に与える影響をどのように評価すればよいでしょうか? すべてのデータセンターが、従業員が役割
を果たすために、稼動中の他のすべてのデータセンターに依存しているわけではありません。たとえ
ば、ロンドン支社はカリフォルニア支社に依存してはいませんが、どちらもニューヨークの中央データセ
ンターに依存している場合などがあります。
すべてのデータセンターがビジネスに同じ影響を及ぼすわけではありません。そのため、影響を受ける
従業員の数も因子となります。たとえば、1,000 人の従業員を持つオンプレミスのデータセンターは、
10 人の従業員を持つデータセンターよりも重要であるとみなされます。表 2 は、1 か所の Tier 3 中
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央データセンターと 10 か所の Tier 1 ローカルデータセンター（それぞれ 100 人の従業員を持つ）
というエコシステムにおけるダウンタイムの従業員時間を示しています。この表から明らかなように、
Tier 1 エッジデータセンターはダウンタイムの合計時間数により強い影響力を持ちます。エッジサイト
の数が多くなるほど、どのサイトもダウンしていない時間数は少なくなります。
表2
影響を受ける人数が因子となる、10 のエッジデータセンターと
1 つの中央データセンターの可用性
説明
Description

可用性
Availability

TierTier
1 edge
data centers
1 エッジデータセンター
TierTier
3 central
datacenter
3 中央データセンター

99.67%
99.98%

致命度解析
定性的致命度解析は、リスクを評価
し、是正措置の優先度を決定する実
証済みの方法です（故障モード、影
響および致命度解析（FMECA）と
も呼ばれます）。これは信頼性工学
関連書籍として文書化されています。
この解析には、故障の影響の重大度

Data Center
Availability
データセンターの可用性
影響を受ける合計
Total
people
Downtime
人数/サイト
ダウンタイム(時間)
#サイト数
Sites
# people/site
人数
impacted
(hrs)
28.82
10
100
1,000
1.58
1
0
1,000
ダウンタイムの合計従業員時間/年
Total people-hours
of downtime/yr
Availability
可用性

ダウンタイムの従業員
People-hours
of
時間/年
downtime/yr
28,820
1,580
30,400
99.65%

上記の表は、2 つのティアのデータセンターで、1,000 人のユーザーが両方のティアによる影響を受け
るシンプルなシナリオでした。しかし、さらに多くのデータセンターが存在し、それぞれ可用性レベルと
影響を受ける人数が異なる場合、計算はそれほど単純ではありません。またここでは、サイトで実行
されるビジネス機能による各サイトの評価が除外されているという点で、完全な評価ではありませ
ん。たとえば、顧客サービスまたは製造の機能を果たすサイトは、ネットワークがダウンした場合、リモ
ートで作業できる管理者がほとんどを占めるサイトよりも影響度は大きいと考えられます。
すべてのサイトを総合的に評価するための最良のアプローチは、表 3 に示すようなスコアカードを使

をリスク優先番号（RPN）で評価す

用することです。これにより、CIO やデータセンター管理者は、最優先のサイトを特定して、その改

ることが含まれます。RPN は、（1）

善に注力することができます。スコアカードは、（理想的に測定された）ハイブリッドデータセンター

故障の重大度、（2）発生の可能
性、および（3）故障の検出の 3 つ
の要因に基づきます。 2

環境の各サイトの可用性と関連ダウンタイム、そして最も重要な各サイトの致命度で構成されま
す。致命度評価の背後にある計算式の詳細については、サイドバーを参照してください 2。データセ
ンターの場合、各サイトの「故障の影響の重大度」は以下の因子に基づきます。
• 影響を受ける人数
• 実行される機能
レベルは 1～5 の数値で表すことが一般的です。1 はサイトがダウンした場合にビジネスへの影響が
最も少なく、5 は影響が最も大きいことを示します。定量的ではなく、定性的評価システムですが、
これは企業のデータセンターエコシステムのすべてのサイトを調べるための体系的なアプローチを提供
します。ここで使用されている値の導き方については、企業ごとに独自の好みがあります。重要なこ
とは、すべてのサイトの評価に一貫した方法を適用することです。
ここに示す例では、仮想のエコシステムを構成する 5 つのデータセンターがあります。それぞれの年間
ダウンタイムに、それぞれに定義された「故障の影響の重大度」スコアを乗じて、重み付けスコアを計
算します。
2

http://www.weibull.com/hotwire/issue46/relbasics46.htm （最終アクセス日時 2016/10/31）
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後は、サイトをスコア順に並べ替えるだけです。最高スコアのデータセンターが、改善の最優先対象
になります。また、各サイトのスコアの割合を算出することもできます（この例では、「スコアへのサイト
の影響」を示し、最も高い割合を持つサイトが最優先となります）。
表3
データセンター改善の優先度の決定に役立つスコアカードの例
Site
Name
サイト名
1
2
3
4
5

Data データセンターのスコアカード
Center Scorecard
Annual
Downtime Severity
of Effects of Score (weighted
Site
impact on
年間ダウンタイム
故障の影響の重大度
スコア
スコアへのサイトの
Availability
可用性
(hours)
Failure
(1-5)*
for criticality)
Score
（時間）
（1～5）
（知名度の重み付け）
影響
99.98%
1.752
2
3.5
0.4%
99.20%
70.08
4
280.3
30.0%
99.60%Migrating to 35.04
hybrid environment and1don’t have the right 35.0
metrics to measure 3.7%
it;
98.60%CIO – should
122.64
613.2
65.5%
focus on disruption of 5experience.
99.98%
1.752
2
3.5
0.4%
Overall criticality
score:
935.6
全体の致命度スコア

これは「ステップ＆リピート」アプローチと呼ばれます。この例のサイト 4 の可用性が改善されると、別
のサイトが最も重要としてリストの先頭に上がります。この継続的な改善サイクルを通じて、常に最
も影響の大きいサイトの改善が行われるのです。
適切な可用性のレポート手法を用いることで、最大限の生産性とビジネス投資利益を確保するた
めに必要な設計の改善箇所が明らかになります。実際のケースでは、こうした取り組みを通じて、
可用性の低さが軽視されがちなエッジデータセンターがビジネスにより大きく影響している現状
が明らかになることが少なくありません。

エッジの
ベストプラクティス

適切なメトリックと手法を使用することで、エッジにおけるデータセンターシステムの設計を再考する
必要性が明らかになります。エッジでの一般的な設計手法（前述）は、これらのサイトのミッション
クリティカルな性質を考慮する限り、十分とは言えません。焦点を以下に絞って、改善を進める必要
があります。
• 物理セキュリティ
• 監視（DCIM）、運用プラクティス、リモート監視
• 冗長電源および冷却システム
• デュアルネットワーク接続
次のセクションでは、エッジに展開する主要なベストプラクティスについて説明します。また、シュナイダ
ーエレクトリックのホワイトペーパー174『Practical Options for Deploying Small Server
Rooms and Micro Data Centers』（小規模サーバールームやブランチオフィスにおける IT 機器
導入の実践的手法）では、IT 負荷が最大 10kW までの小規模サーバールームや企業支社にお
ける電源システム、冷却システム、ラック、物理セキュリティ、および監視の現実的な改善方法につ
いて詳しく検証しています。
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セキュアで安全な環境
小規模のローカルデータセンターは多くの場合、共有オフィススペースなどのアクセスが容易な部屋に
配置されています。専用スペースではないことが多いため、オープンな（ドアのない）ラックは安全で
はありません。このため、悪意のある行為や偶発的な行為によるセキュリティリスクが発生します。
こうしたリスクを減らすためのベストプラクティスを以下に示します。
• 機器を鍵のかかった部屋または鍵のかかったエンクロージャーに移動する。
• 生体認証やその他のアクセス制御対策を実施する。
• 過酷な環境では、火災、洪水、湿度、破壊行為、EMF の影響を防ぐために、エンクロージ
ャーによって機器を保護する。
• セキュリティと環境の 24 時間 365 日体制の監視、およびビデオ監視を配備する。
安全性が保証されたエンクロージャーの例を、図 5 に示しています。これらは多くの場合、プリファブ
構成で必要なすべてのサポートインフラが組み込まれています。

図5
シュナイダーエレクトリックによ
るマイクロデータセンターの例

データセンター管理
一般的に、管理および運用プロトコルはエッジサイトによって異なります（プロトコルが存在する場
合）。数百または数千のエッジサイトを管理するには、多大なコストと時間がかかることがあります。
また、多くのサイトの可用性は、発電機、スイッチギヤ、冷却装置などの施設のインフラシステムに
依存しています。
こうしたリスクを減らすためのベストプラクティスを以下に示します。
• 既存の管理方法およびシステムの一覧表を作る。
• サイト全体にわたるすべての資産の集中監視プラットフォームを統合化する。
• リソースが制約されている場合はリモート監視を配備する。リモート監視によりダウンタイムを
減らす方法については、ホワイトペーパー237『Digital Remote Monitoring and How it
Changes Data Center Operations and Maintenance』（デジタルリモート監視および
データセンターのオペレーションとメンテナンスの変更方法）（英語版）を参照してください。
クラウドコンピューティングが耐障害性の高いエッジを必要とする理由
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電源および冷却
電源および冷却インフラシステム（UPS やエアコンなど）は通常、冗長性のないエッジサイトに配
置されます。そのため、単一障害点が発生するほか、システムの並行運用維持ができなくなります。
場合によっては、その部屋専用の冷却装置がなく、機器の過熱を引き起こすこともあります。インフ
ラシステムは他の複合ビルと共有されることが多いため、エッジデータセンターの可用性は、それらの
共有リソースの可用性によっても左右されます。
こうしたリスクを減らすためのベストプラクティスを以下に示します。
• 温度と湿度を測定して、必要な冷却レベル（受動的気流、能動的気流、または専用冷
却）を把握する。
• クリティカルなサイトでの並行運用性のために冗長電源経路を検討する。
• クリティカルな回路が非常用発電機上にあることを確認する。
図 6 は、冗長 UPS と配電を備えた単一の 42U エンクロージャーにプリファブの統合ソリューションで
構成された Tier 3 マイクロデータセンターの例を示しています。

図6
冗長構成の 1 ラックのマイ
クロデータセンター

正面

背面

ネットワーク接続
すでに説明したように、エッジサイトではクラウドへの接続が不可欠です。しかし、多くの場合、その
接続を単一のインターネットサービスプロバイダーが提供しています。つまり、これは単一障害点にな
りえるということです。また、ネットワーククローゼットのケーブルの散乱もヒューマンエラーを引き起こす
要因となります。
こうしたリスクを減らすためのベストプラクティスを以下に示します。
• クリティカルなサイトに対して、2 つ目のネットワークプロバイダーの追加を検討する。
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• ネットワーク管理ケーブルデバイス（配線管、配線システム、ひもなど）でネットワークケーブ
ルを整理する。
• ヒューマンエラーを回避するためにネットワーク回線にラベルを付けて色分けする。
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クラウドの導入は、クラウドベースのデータセンターとオンプレミスのデータセンター（エッジ）から構成
されるハイブリッドデータセンター環境に、ますます多くの企業を誘導しています。オンプレミスに残さ
れる機器は物理的にはその規模を縮小しているかもしれませんが、その重要性はますます高まって
います。その理由を次にまとめます。
• 多くのアプリケーションがクラウドに移行する一方で、事業運営の継続にとって、クラウドへの接
続は不可欠である。
• 従業員の間に「常時稼働」のテクノロジーを必要とし、ダウンタイム（サービスの中断）に対
して不寛容な文化が拡大している。
残念ながら、今日のほとんどのエッジデータセンターは設計プラクティスが不十分であり、そのため、不
要なコストをもたらすダウンタイムを引き起こしています。IT への投資から最大の利益を得るために
は、ハイブリッド環境に含まれるすべてのデータセンターの可用性を評価するための体系的なアプロ
ーチが必要です。
ここでは、企業幹部や管理者が、各データセンターの人数やビジネス機能を考慮して、環境を全体
的に評価できるスコアカードによるアプローチを紹介しました。この方法によって、改善が必要なサイ
トを客観的に特定することが可能になります。
プリファブ構成のマイクロデータセンターは、エッジにおいてセキュアで高可用性を備えた環境を確保
する簡単な方法です。冗長 UPS、セキュアな整理されたラック、適切なケーブルや気流の管理、リ
モート監視、デュアルネットワーク接続などのベストプラクティスにより、最も致命度の高いサイトにお
いて、必要な可用性を確実に確保することが可能になります。
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