
センサーデータで、よりスマートなデータセンターを実現―クラウドサービス事業者のテレメト
リー利用による PUE 最適化、TCO 削減、リソース使用率向上をインテルがサポート

業界の戦略的取り組み
クラウドサービス事業にとって、データセンターは一定のリズムで鼓動する心臓部にあたります。
世界の IP トラフィックは今後5年間で約3倍に膨れ上がり、2021年には3.3ゼタバイトに達す
ると予測されています。¹ 各データセンターは、高い可用性を維持し、コストを抑えつつ、パフォー
マンス、使用率、電力の更なる最適化を進めていく必要があります。

今日のデータセンターは、 受動的管理、 手動でのプロビジョニングや修正などに特徴づけられ
る労働集約型のモニタリングや修復作業が必要とされています。 しかし、 各サーバー動作の全
体的把握には限界があります。

データ量の増大に伴いデータセンター数やサーバー数も増加する中、 自動化を導入してデータ
センターの自動運用や自動修復を推進し、 効率性の向上や運用コストの削減を図ることが不可
欠です。

事業の推進要因と目標とする成果
クラウドサービス事業者は、 データセンターの現状改善に重点的に取り組まなければなりませ
ん。 自社のデータセンター管理者から下記のような質問を受けたことがあるでしょうか。

• 「何故データセンターがこんなに発熱してるのか？」

• 「電力使用効率（PUE, Power Usage Effectiveness）を低減する方法は？」

• 「何故十分な電力がラックに供給されないのか？」

• 「攻撃に晒されているのはどのネットワークか？」

こういった質問が生じるのはあなたの会社に限ったことではありません。 さまざまな規模のクラ
ウドサービス事業者が、 データセンター管理の改善に継続的に取り組んでいます。 上記や類似
の質問にテレメトリーを使い対応すれば、 競争の熾烈なクラウドサービス事業者の市場で一歩
先を進む立場を維持できるのです。

まず手始めに PUE から取り組むと良いでしょう。 なぜなら、データセンター予算における合計コ
ストの最大40％というかなりの部分を、電力消費が占めるためです。2 かといって、総所有コスト
（TCO）を左右する熱効率、 ワークロードの配置、 メモリー、 キャッシュ使用率なども無視するわ
けにもいきません。 単一ノード上の１つか2つの問題の解決から、 何万ものノード上で幅広い問
題を監視できるレベルにまで拡張できるテレメトリー・ソリューションを選んでください。 まずは
センサーからのテレメトリー・データの収集が最初のステップとなりますが、同時に、データの有
用性、使用方法、格納場所、保存期間についても検討しなければなりません。

クラウド・インフラストラクチャー・オペレーション・サービス
モニタリング、分析＆管理

ビジネス概要

データセンターの IQ を強化

「データセンターをよりスマー
トにする技術への投資で、管
理が容易になります…今後、
現在のような分散型で多様な
データセンター・エコシステム
においては特に、基幹インフ
ラストラクチャーから得られ
るリアルタイム・データの収
集・分析能力の構築が最低限
の要件となるでしょう。」

—Jennifer Cooke 
IDC データセンター・トレンド・アンド・ストラ
テジーズ・チーム³ リサーチ・ディレクター
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テレメトリー戦略を構築する段階では、 ビル管理システム（BMS）に
精通するファシリティー・スタッフの優先順位や知識は、IT スタッフが
持つ優先順位や知識と異なる場合もあります。 また IT 部門が（ハード
ウェアの容量計画やパフォーマンスの知識に欠ける）データ ・ サイエ
ンティストにテレメトリー・ データを渡した後、 データ・ サイエンティス
トが問題の解決方法を明確に打ち出せず、苦労する場合もあります。

このような課題は現実に起こることですが、 驚くべき成果をもたらす
解決方法があります。 テレメトリーに基づく電力管理、 熱効率管理、
ワークロード最適化で、 稼働時間の向上、 TCO や PUE の削減、 将来
の自律型データセンターへの進化を実現できるのです。

デジタル変革＆ビジネス・イノベーション
テレメトリーの活用で、問題を早期に検知し、対策を講じることが可能
になります（図１参照）。 例えば、サーバーのパフォーマンスが下がり始
めたらすぐにワークロードを移行したり、天候の変化を感じ取ると同時
にデータセンターの冷却装置を自動調整したりすることもできます。 テ
レメトリー・データに基づいて行動することで、予防的保守管理の実行、
稼働停止時間の低減、緊急課題の削減、データセンターの効率性向上
を実現できます。

インテルのソリューションでは、 インテル®Xeon® スケーラブル・ プロ
セッサー内蔵センサーで個別のサーバー電力を測定できます。 電力
は PUE の重要な測定基準ですが、温度にも役割があります。 サーバー
ラックに置かれた温度センサーでは、 個別のサーバーに関するイン
サイトは得られません。 しかし、 インテル®Xeon® スケーラブル・ プロ
セッサーのインレット、 アウトレット、 エアフローのセンサーから送ら
れるデータにアクセスすると、 発熱量に関する優れたデータが得られ
ます。 高性能な可視化ツールで、 電力および発熱量データの閾値を設
けることが可能になり、 データセンター PUE のより効率的な総合管理
を実現できます。

変革を実現
ツールのギャップを特定し、 補填し、 テレメトリー ・ データの収集を
開始するというタスクには気後れしてしまうかもしれません。 まして
や、 それを有効活用し、 ソリューションを数ノードから何千ものノード
に拡張するの骨の折れる仕事だと感じることでしょう。 電力と発熱の
相互依存関係により、問題がさらに複雑化する場合もあります。 幸い、
インテルが強力なテレメトリー・ ソリューションを提供しています。 ま
た、パフォーマンス、使用率、電力を最適化するための最良のソリュー
ション活用法について、 データセンター管理者へアドバイスも提供し
ています。

インテル®Xeon® スケーラブル・ プロセッサー内蔵センサーは、 使用
率、 信頼性、 電力の最適化をサポートできるデータを提供します。 そ
の他のモニタリング機能は、 メモリーやキャッシュの使用状況などの
パフォーマンス測定基準をサポートします。 また隣接するストレージ
やアクセラレーターが、 データセンターの健全性やパフォーマンスの
さらなる向上をサポートします。

インテルのソリューション・ アーキテクトやエンジニアは、 インテル®
ノード・マネージャー・テクノロジー、インテリジェント・プラットフォー
ム・ マネジメント・ インターフェイス（IPMI）、 コレクター、 時系列デー
タベース、 可視化機能、 オーケストレーター、 コンテナーその他に精通

しています。 彼らの専門知識の力を借りて、 インフラストラクチャー機
能、 使用率、 イベントなどをリアルタイムで包括的に確認することが可
能です。 インテルの技術と経験を組み合わせることで、 サーバー、 スト
レージ、ネットワークのリソース全体でのワークロードの自動化とオー
ケストレーションが現実のものとなります。

まとめ
データセンター・ インフラストラクチャーの最新化に向けた最初のス
テップは、 データセンター内にすでに存在するテレメトリーを、1つ以
上のデータセンター管理ツールに公開する方法を学ぶことです。 次に、
テレメトリー・ データとのインタラクションで、 対策を講じたり、 分析を
用いてモニタリングやアクションを自動化します。 最後にマシンラー
ニングや AI を導入して、PUE や TCO を抑えつつ、 真に自律型の自動
監視や自動修復が可能なデータセンターを構築します。 このような段
階を経て、 テレメトリーを成熟化させていくことが可能です。 インテル
は各企業のニーズに合わせたソリューションと専門知識で実現に向
けたサポートをいたします。

図1： データセンター全体にテレメトリーが力を発揮できるかどうかは、
問題の早期検知と適切な対策を講じる能力に依存
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ソリューション詳細
• インテル® クラウド・インサイダー・プログラム（英語）

• インテル® Power Thermal Aware Solution  
（インテル® PTAS）（英語）

• インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー

• インテル® Optane™ストレージ・テクノロジー

• インテル® FPGA

自社の組織に最適なソリューションをご確認ください。 担当のインテル販売代理店までお
問い合わせいただくか、クラウド・インサイダー・プログラム（英語）を参照してください。

https://www.intel.com/content/www/us/en/partner/cloud-insider/overview.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/partner/cloud-insider/overview.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/software/use-case-7-power-thermal-aware-solution.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/intel-optane-technology.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/solutions/acceleration-hub/platforms.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/partner/cloud-insider/overview.html
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