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要約
仮想化のメリットに対する認識はいまだに浅く、多くのデータセンタがこのメリットの大部分を逃してい
ます。ラック設置面積の縮小から障害復旧まで、仮想化が IT 機器にもたらすメリットについては広く
認められていますが、仮想化を支える物理インフラを最適化することで、さらに多くのメリットを享受で
きます。特に、コスト削減、効率および信頼性の向上という仮想化による最大のメリットを実現するに
は、列単位の冷却、適正な規模の電源および空調、リアルタイムのキャパシティ管理が重要です。

3

はじめに

4

電源および空調インフラに関する課題

5

列単位の冷却

7

拡張性のある電源および空調

9

キャパシティ管理

12

仮想化による消費電力と効率への影響

22

可用性に関する考慮事項

23

結論

©2008 American Power Conversion. All rights reserved.
本書に記載の内容は、著者に無断で保存、使用、複製、複写、転用することを禁じます。

www.apc.com

2

WP#118

改訂 0

はじめに
データセンタの電源および空調インフラに関連する仮想化については、以下の 3 つの事柄を理解する必要があります。
●

今日では最新の電源および空調技術が利用可能であるため、可用性を損なうことなく、仮想化によっても
たらされる密度および変動性に関する課題を解消できます。

●

仮想化によって、IT 機器を統合し不要な台数を撤去した結果、消費電力を節減できます。最適な電力お
よび空調によって、未使用の容量を最小限に抑えることで、通常、消費電力を大幅に低減できます。

●

仮想化の結果、未使用の電力および空調容量が増えるため、データセンタの効率（DCiE）＊ 1は低下しま
すが、最適な電力および空調によって未使用の容量を最小限に抑え、仮想化以前のレベルまで効率を改善
できます。冷却構造の改善具合によっては、仮想化以前より効率が向上する場合もあります。

仮想化によって、かつてないレベルの電力密度が実
現し、データセンタは急速に変化しつつあります。そ

a

高密度化以外の課題

り、（右枠内参照）、可用性が損なわれるのではないか

仮想化は高密度化に密接に関連していますが、仮想化に
よってもたらされる課題は単なる高密度化にはとどまら
ず、仮想化環境を支えている電源/空調システムにも及びま
す。

という懸念も生じています。幸いなことに、仮想化の最

新たな課題

大の特徴である高密度化については認識が深まって

• サーバの重要度の拡大 ― 仮想化によって、データセン
タではプロセッサの使用率がますます高まり、ビジネス
における各物理サーバの重要性が増大します。そのた
め、サーバの可用性を維持する上で、効果的な電源/空調
システムの整備が以前にも増して重要になっています。

の結果、電源および空調インフラへの要求が厳しくな

おり、効果的なサポート戦略も開発されています。仮
想化によって、統合型ダイナミックコンピューティング
がかつてない次元にまで高められましたが、仮想化コ
ンピューティングの電源および空調に関する基本要件
は、この 10 年間で普及した高密度ブレードサーバの
基本要件とほぼ同様です。したがって、仮想化環境で
の電源、空調、管理面のニーズには、今すぐ入手可
能な技術を活用して対応できます。

• 時間と場所によって異なるホットスポット ― 仮想化
によって、アプリケーションを動的に開始/停止できるよ
うになるため、時間と場所によって負荷が変化します。
これにより、電源および空調のアーキテクチャと管理に
新たな課題が加わります。
• IT 負荷の低下 ―（見過ごされがちな点ですが）仮想化
によって IT 負荷が急激に（ときには極端に）低下する
ため、電源および空調システムのコストを削減できる可
能性があります。

仮想化によって物理機器を整理統合することで、確実
に消費電力を低減できます。消費電力の低減は、直接的には不要なサーバを撤去することによって、間接的には電
源および空調システムの消費電力が減ることによって実現します（ただし、電源 / 空調システムの消費電力量の低減
によって削減できる電力消費量は期待するほどではありません。これについては後述します）。仮想化と同時に電源
および空調システムをアップグレードし、仮想化 IT レイヤと同様のスリム化を図ることで、さらに多くの消費電力を節減
でき、仮想化のみで達成できる電気料金削減の 2 倍以上の額を削減できます。
仮想化によってもたらされる低負荷に合わせて電力 お よ び 空調容量を最適化しない場合は、仮想化後（消費電力
は削減されますが）IT 機器が低負荷になることで電力 お よ び 空調のアイドル容量のオーバーヘッドが拡大するため、
データセンタの効率は低下します。このホワイトペーパーでは、最新の電源および空調システムを活用することによっ
て、仮想化環境を効果的かつ効率よくサポートし、仮想化による最大メリットである IT レイヤの効率を大幅に高めるこ
とができるということを説明します。適切に設計された物理インフラを使用することで、仮想化の際に特定の電源や空
調に対して生じる要求を満たしながら、仮想化以前と比べて、電力密度とデータセンタ全体の効率を大幅に改善で
きます（特に、部屋単位の空調システムを置き換えた場合）。

1

「このホワイトペーパーでは、米国環境保護庁（EPA）が規定しているデータセンタインフラ効率（DCiE）を引用しています。
詳細は13ページをご参照ください。
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電源および空調インフラに関する課題
データセンタの仮想化によって、電源および空調インフラには、効果面（IT 負荷をいかに効果的に保護できるか）と効
率面（IT 負荷を保護しながら、いかに電力消費を抑えるか）の両面において新たな課題が生じます。仮想化を適切に
「動作」させることだけが目的の場合には電源および空調システムのアップグレードが必須というわけではありません
が、以下の課題に対応できるよう電源や空調を整えておくことによって、仮想化による最大のメリットを享受できます。
仮想化によって生じる

電源 /空調インフラの課題

ソリューション

1

動的で分散した高密度負荷

列単位の冷却

2

電源 / 空調システムの軽負荷

拡張性のある電源および空調

列 / ラック / サーバのレベルで要求を満たす
容量を確保する必要性

キャパシティ管理ツール

3

これらは従来からの課題でもあり、仮想化したデータセンタに特有のものではありませんが、仮想化による影響とあい
まって、特にエネルギー効率への関心の高まりを背景に、緊急な対策を要する課題として新たに注目されています。
このホワイトペーパーでは、仮想化環境におけるこれらの課題とソリューションについて紹介します。（仮想化の有無
にかかわらず）データセンタ全体の課題やソリューションに関する一般 / 詳細情報については、巻末のホワイトペー
パーの一覧を参照してください。

システムレベルのアプローチ
電源や空調の問題は個別に説明および分析できますが、全体的な仮想化ソリューションを効果的に配備するにはシ
ステムレベルの総合的な視点が必要です。仮想化へのトレンドの中で物理インフラに関する新たな課題を念頭に置
いた場合、（すべての事柄を考慮し、システムとして動作させる）総合的なアプローチを用いた統合ソリューションの必
要性が再び注目されています。すなわち、システムの各部分が連携し、相互運用が可能でなければなりません。リ
ソースの効率的な活用や、リソース不足または使用不可リソースについての警告を確実に実施するためには、一元管
理システムの下でラックレベルの要求と容量をリアルタイムで監視 / 調整 / 管理する必要があります。こうした一元管理
の問題に関するソリューションについては、「課題 3」（9 ページ参照）で取り上げます。

4

列単位の冷却
負荷の近くでニーズに合わせた空調
仮想化によって部屋全体の消費電力は低下しますが、仮想化サーバの設置や集約に伴い、局所的な高密度エリア、
つまり「ホットスポット」が形成される傾向があります。仮想化によって新たに生じる密度は、仮想化されていないデータ
センタの密度より 1 桁上のレベル（つまり 10 倍以上）になる場合がありま
す。仮想化後は、密度が高くなるだけではなく、アプリケーションを動的に

課題への対応 1

移動 / 開始 / 停止できるようになるため、時間の経過と室内の位置の両面

動的で分散した高密度負荷

で、負荷が変化する可能性があります。
仮想化によってサーバ負荷が動的に割り当てられるようになる以前は、局所的に発生した高密度ホットスポットは同じ
場所に留まっていました。そのため、壁際のパッケージエアコンを用いた部屋単位の冷却方式と送風によってホットス
ポットを適切に解消できれば、物理サーバの追加 / 撤去 / 移動を行わない限り、そのまま継続して使用できました。通
常、室内温度は複数の室内温度計で確認し、空調を調節する際は通気用フロアタイルを動かしていました。しかし、
このようなサーバルームで仮想化によってサーバ負荷が動的に変化した場合、室内の温度分布が変化したとしても、
それを感知することはできず、機器の外観から温度の変化を確認することもできません（図 1）。

図 1 仮想化によって IT 負荷が動的に変化するため、
電力密度や場所が一定しない高密度「ホットスポット」が発生するようになる

仮想化前
一定の負荷

安定した空調

仮想化後
高密度負荷の変動

予測不能な空調

予測可能で効率的な空調を実現するには、上記のような変動を認識し、電力密度の変化に合わせて、冷却が必要な
場所および冷却量を自動調整できるシステムが必要です。このような空調システムには、次の特徴があります。
●

空調装置から負荷までの気流経路が短い

●

負荷の変化に合わせて動的に対応する

空調装置を列の間に設置し、温度変化を検知して対応するように設定することで、上記の基準は満たされます。列単
位の冷却では、必要な場所、必要なタイミング、さらに必要な量までを特定して冷却できるため、効率が大幅に向上し
ます（図 2)。
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図 2 列単位のCRAC 2が連動してホットアイルから余分な熱を除去
部屋単位のCRACを撤去

列単位のCRACが温度の上昇を探知し、
ファン速度を上げてホットアイルの
余分な熱を除去

列単位のCRACは、省エネルギーのため、
温度が下がるとファン速度を下げる

ホットスポット

列単位のCRACを追加

ホットスポット

1

2

3

空調装置をサーバの近くに設置することによって、気流経路の短縮という冷却の効率化に欠かせない条件が整いま
す。空調装置から負荷までの気流経路を短縮することで、効率および可用性に関する次のメリットが得られます。
●

低温の給気と高温の還気の混合が減少する

●

還気温度が高くなる（コイルへの熱伝導率が高まる）

●

必要性に応じ、局所的に対象を絞り込んで冷却できる

●

ファンの電力を節約する

（設定点が低すぎることが原因で過冷却されたコイルが結露しないように）加湿する必要性が軽減される
（完全になくなることも多い）

●

仮想化後のIT負荷の電力負荷が動的になることを受けて、業界では、部屋単位の冷却から列またはラック単位の冷
却方式に移行しつつあります。列またはラック単位の冷却方式については、APCホワイトペーパー#130 『データセ
ンタのラック単位冷却構成、列単位冷却構成の長所』 を参照してください。

高密度ゾーン
多くの場合、仮想化プロジェクトによって、既設の低密度データセンタにブレードサーバなどのサーバクラスタが配備
されます。列単位の冷却方式（負荷の近くで対象を絞り込み局所的に冷却すること）によって、既設の低密度データ
センタに高密度機器を事後的に配備でき、その結果として形成されるのが高密度ゾーンです。
高密度ゾーンとは、高密度で稼働させるためにデータセンタ内に設置された物理的なエリアです。このゾーンには自
己完結型の空調機能が備わっているため、室内の温度を「変化させず」、ゾーンのみを冷却するだけで済むため、室
内の気流にはほとんど（まったく）影響しません。図 3 は、高密度ゾーンの概念を示したものです。このゾーンは、室内
のほかのエリアとは独立して個別に冷却 お よ び 管理できるため、容易に配備でき、施設の稼働中断も最小限で済み
ます。

2

6

冷水システムと同様、実際の熱交換が室外で起こっている場合、図の「CRAC（computer room air conditioner : 電算室エア
コン）
」という用語は、技術的な観点から言えば「CRAH（computer room air handler : 電算室エアハンドラ）
」とした方が正
しい表現ですが、CRAC という用語は、エアコン（CRAC）またはエアハンドラ（CRAH）という意味で広く使用されている
ため、ここでもこれに従います。

図 3 高密度ゾーン: 既設データセンタに仮想化を導入する際のオプション

低密度の室内

高密度ゾーン
• 室内の高密度「アイランド」
• 独自の空調システムを持つ「ミニ」データセンタ
• 室内の残りの部分では熱が「不可視」
（理想的）

熱気 / 冷気の循環が
ゾーン内に
局所化される

• 送風経路が短く物理的に密閉されているため、

排熱
建物の
熱廃棄システムへ

熱気 / 冷気の循環がゾーン内に局所化される

高密度ゾーンの詳細については、APCホワイトペーパー#134 『低密度データセンタにおける高密度ゾーンの配
備』 を参照してください。
部屋単位ではなく列単位で冷却することによって気流経路が短くなり、上記のようなメリットが得られます。モジュール
式で拡張可能という特長を活かすことで、仮想化によってもたらされる 2 つ目の課題も解消できます。次のセクション
では、適正サイズの電力 / 空調容量の配備による効率改善効果について説明します。

拡張性のある電源および空調
負荷に応じた電源および空調
サーバを統合して IT 負荷を軽減すると、モジュール式で拡張性のある電源および空調構造のメリットを享受できるよう
になります。これまで、拡張性のある構造については、必要に応じて規模
を拡張/ 縮小できる（過剰投資を回避し、使用する可能性が低いインフラ

課題への対応 2

の運用コストの無駄を省く）というメリットが強調されていました。仮想化の

電源 /空調システムの軽負荷

場合は、初期の段階で不要な容量を縮小し、新たな仮想化環境を施した
時点で再び拡張するということが可能になりました。縮小 / 拡張いずれの場合でも共通しているのは、低負荷環境で
は電源 / 空調機器の効率が低下するため、必要以上の電源や空調を稼働させることは無駄であるという概念です。イ
ンフラを「ライトサイジング」（適正規模化）することによって、（必要な冗長構成や安全マージンを考慮した上で）実際
の要求に即したレベルの容量を維持できます。
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必要以上の電源 / 空調機器を稼働させるということは、使用していない自動
車をアイドリングしたまま放置しておくようなものです。すなわち、エネルギー

効率

オーバーサイズが無駄な理由

は消費されますが、有用な働きは達成されません。すべての電源 / 空調装
置の電力損失（非効率）は、熱に変わります。この損失を固定損失（負荷の
有無にかかわらず消費される電力）と言います。負荷がゼロ（アイドル）の場
合、固定損失は機器の消費電力のみになるため、消費電力の 100% が電
力損失（熱）となり、機器の効率は 0%（すなわち、有用な働きを何も実行し

負荷ゼロ

負荷

負荷100%

負荷の関数としての効率の詳細につい
ては、APCホワイトペーパー#113『デー
タセンタの電力効率のモデル化』を参照
してください。

ていない）ということになります。負荷が大きくなっても、機器の固定損失は
同じですが、負荷の大きさに応じて別の損失（比例損失）が大きくなります。負荷が大きくなると、固定損失が総消費
電力に占める割合はごくわずかになります。負荷が小さくなると、固定損失が総消費電力に占める割合は大きくなりま
す。軽負荷（オーバーサイズ）環境での固定損失の重要な影響については、「仮想化による消費電力と効率への影
響」で説明します。

仮想化によるオーバーサイズへ
の影響
仮想化後、データセンタの負荷は大幅に低下するため、
オーバーサイズ化（過剰装備）は、データセンタの効率
に重大な影響を及ぼします。仮想化の有無にかかわら
ず、オーバーサイズ化はデータセンタの効率を低下さ
せる主要な原因です。サーバの統合やサーバ電源管
理によって負荷はさらに低下するため、仮想化前と同
じ電源 / 空調システムを使用している場合は、データセ
ンタの効率曲線が低下する一方です。IT負荷の低下
により、冷却に必要な空調装置の台数が少なくなるた
め、電気料金は実際に下がりますが、IT負荷に供給さ
れる電力の割合（すなわち「効率」）が低下するため、
省エネ効果をさらに高めるために節約できるはずの電

空調（熱負荷が低すぎる）
• 圧縮機のヘッド圧力が高すぎるため安全停止装置が作
動する
• 圧縮機が頻繁に停止するため、短周期になり、耐久年
数が短くなる
• 常に低負荷の下限未満で稼働させていると、製品保証
の対象外になる場合がある
• 短周期を回避するため「正常な」負荷をシミュレーショ
ンする際、負荷圧縮機の高温ガスバイパスのコストが
発生する

仮想化は、拡張性のあるインフラを活用できる新たな

発電機（電力負荷が低すぎる、または発電機の台数が多
すぎる）

装置を使用することによって、固定損失が減り、効率が
向上します。拡張性のある構造によって、IT 機器を統
合した後にダウンサイジングできるだけでなく、仮想化
後に IT 負荷が増大した場合は、必要に応じて拡大す
ることも可能です（図 4）。
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電源や空調のサイズを最適化することによって、効率が
向上するだけではなく、極端な低負荷が原因で発生する
悪影響からデータセンタを保護するというメリットも得
られます。冗長構成などの理由ですでに低負荷な状態に
あるデータセンタの場合、仮想化後の負荷は極端に低く
なります。正常な運用範囲に負荷が収まるよう電源と空
調のサイズを縮小していない場合は、極端な軽負荷が原
因で、省エネ効果が低下したり、可用性に支障が及ぶ場
合があります。

力が無駄に消費されていることになります。 3

機会でもあります。容量を拡張 / 縮小できる電源/空調

3

極端な軽負荷の影響

• システム内で燃料が燃焼しない（「ウェットスタッキ
ング」）ため、環境汚染の罰金が科せられる、または
火災が発生する恐れがある
• エンジンの保温に、不要なジャケット温水ヒーターの
コストがかかる
• 余分な燃料の保管場所、テスト、保守にコストがかか
る

現在、EPA や Green Grid ではユーザコミュニティを対象に、物理インフラを IT 負荷に合わせた「ライトサイジング」によ
る大幅な効率改善について、教育活動を行っています。

図 4 拡張性のある電源および空調を利用して、統合および再度の拡大時に、未使用の容量によって
生じる非効率を最小限化する

電力/空調

電力/空調

容量
仮想化後の

ダウンサイジング
ただし再び拡大することを予想

容量

仮想化後の

負荷

負荷

仮想化後の

負荷

仮想化前の

仮想化後の

負荷

仮想化前の

負荷

負荷
仮想化後の
仮想化後の
Load

負荷

負荷
Load

仮想化後の

Load

仮想化後の
Load

負荷

縮小

図 4a 仮想化後、電源/空調をダウンサイジングしていない場合
未使用の容量が非効率（低 DCiE）の最大原因

負荷
Load

Load

拡大

図 4b 電源/空調をライトサイジングした場合
容量を縮小/拡大することで最大効率を達成

キャパシティ管理
リアルタイムで状況を把握
動的な仮想化コンピューティングでは、電力および空調容量に関する正確かつタイムリーで、実際の行動に結びつく
情報を必要なときに入手し、電力および空調が日々変化する負荷に対応している状態を確保する必要があります。
キャパシティ管理は、データセンタに不可欠な容量に関する以下の 3 種類の情報をリアルタイムで監視 / 分析する
ツールやソフトウェアを提供します。
●

電源

●

空調

●

物理スペース

課題への対応 3
列、ラック、サーバレベルで要求を
満たす容量を確保する必要性

新規または再構成による IT 配備を検討している場所で適切な状態を確保するには、上記のリソースすべてが、その
場所で十分な容量だけ利用できなければなりません。上のリソースが 1 つでも不足している場合は、配備計画を進め
ることができません。
キャパシティ管理の導入によって、ラック / サーバレベルでの容量をリアルタイムで継続的に監視しながら、これらのリ
ソースをデータセンタ全体で効果的かつ効率よく活用できるようになります。管理ソフトウェアを使用し、このデータに
基づいて、1 つまたは複数のリソースを対象に利用可能な容量がある場所、容量が危険なレベルまで下がっている場
所、または使用されていない（無効な）容量がある場所（右の枠内を参照）を識別できます。無効容量とは、極めて動
的なデータセンタにおける効率に大きな影響を及ぼす重要な問題です。無効容量は、非効率の直接の原因（リソー
ス分の料金を支払いながらも実際には使用していない）になるだけでなく、変更管理を怠った場合にも生じる可能性
があります。
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効果的なキャパシティ管理システムは、部屋 / 列 / ラック / サーバレベルで電源、空調、物理的なスペースの容量を監
視し、機器を追加するのに最適な位置を示し、変更を実行に移した場合の影響を予測し、修正措置が必要な状態や
傾向をタイミングよく知らせてくれます。キャパシティ管理によって、サーバの位置と負荷、サーバで利用可能な電力
および空調の容量、温度の変化、および消費電力を把握しておくことにより、局所的な電力や空調の不足によるダウ
ンタイムからデータセンタを保護できるだけでなく、利用可能なリソースを最適な方法で活用できるようになるため、
データセンタの効率が向上します。このような総合的システム
を利用することによって、以下が可能になります。
●

サーバの変更計画によるシステム全体への影響をモ
デル化

●

詳細な設計分析に基づく代替的な配置の比較

●

配備前に、変更計画によって電源または空調が過負荷
状態にならないことを確認

●

変更が計画どおりに実行されたことを検証

●

新しい機器をすばやく設置できるよう、電源、空調、
ラックスペースの予備を確保

キャパシティ管理が特に必要になるのは、今日の仮想化
データセンタの特質である変更（収容サーバの変更、電力密
度の変化、負荷分散、新技術の着実な発展、省エネに対す
る要件の高まりなど）の後です。いかなるデータセンタでも、
変更管理を怠ると、可用性が損なわれ、計画が滞り、リソース
が無駄になります。効果的なキャパシティ管理を通じて、変

無効容量 = 非効率
電源、空調、スペースという 3 つの不可欠なリソー
スの 1 つまたは 2 つが非効率な場所は、ほかのリ
ソースの容量が十分であっても、使用できません。
実際には利用可能な状態にあるにもかかわらず、ほ
かのリソースが不足しているために利用できないリ
ソースを無効容量と言います。たとえば、空調の問
題が原因でラックスペースと電力容量を使用できな
い場合は、スペースと電力に無効容量があるという
ことになります。空調容量が十分でも、ラックを収
容するスペースがない場合や、電力を利用できない
場合は、空調容量が無効になっているということに
なります。
すなわち、無効容量とは、リソースを無駄にする（使
用できない電力容量、空調容量、ラックスペース）
という意味です。データセンタ設立時の設計ミスや、
設立後の変更管理の怠りによっても、リソースの無
駄は発生します。無効容量を検出して割り当て直せ
ば、同じリソースでサポート可能な IT 機器の台数が
増えるため、データセンタの効率向上に直接的な効
果があります。

更の仕組みと広範な影響を把握することによって、データセンタで電源、空調、物理スペースを最大限に活用できる
ようになります。このような情報があれば、仮想化が効率とビジネスにもたらす最大限の価値を実現できます。
仮想化によって、さまざまな要因が新たに発生したり、その影響が強まる場合があります。これらを考慮し、キャパシ
ティ管理システムによる管理が必要な項目を以下のチェックリストにまとめました。
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●

密度および場所が変動する負荷 ― 新たに物理サーバを増設した場合でなくても、動的な利用によって
ホットスポットが出現します。複数のサーバを仮想化している場合や、サーバ電源管理によって物理サー
バを停止 / 起動する場合は、ホットスポットが出現する可能性があります。

●

変化のペースの速さ ― 仮想化環境はめまぐるしく変化し、技術も絶えず変わるため、次々に変更が発生
します。特に、一元管理を使用せず、複数の担当者が変更を実施している場合は、システムの安定性を維
持することが最優先事項になります。

●

複雑な相互依存性 ― 仮想化によって、共有型依存構造はさらに高度になり、電力 / 空調 / スペース容量
の関係にも二次的な影響が及びます。サーバを追加 / 撤去 / 移動することによって、システム全体にどの
ような影響が及ぶかを予測するのは困難です。

●

目に見えない変化 ― 仮想化環境においては、新たに物理サーバを追加した場合以外でも、電力および空
調の必要性やその場所に目に見えない変化が起こります。障害が発生する可能性がある状況を明確に把握
できない場合、不安定な動作を見過ごし、過負荷、過熱、冷却冗長性を失う事態にまで悪化する恐れがあ
ります。

●

無駄のない電源および空調のプロビジョニング ― 最大限の効率に向けて電源および空調インフラが最
適化されている場合は、需要と供給が密接に調整され、いずれかに予測しない変更が生じる可能性が低く
なります。

仮想化環境を効果的に管理するには、部屋の物理的な配置を把握（物理スペース容量を追跡）し、電源 / 空調に関
する需要と供給を機器レベルで把握し、統合モデルを使用して現在の状況を把握し、傾向を分析するとともに、将来
的な要件を予測できるシステムが必要です（図 5）。

図 5 仮想化環境における管理上の課題を解消

密度および場所によって
異なる負荷

動的で移り変わりの
速い環境

高電力密度

電力、空調、スペース容量の間の
複雑な相互依存性

変化のペースの速さ

目に見えない変化

必要な装備:
キャパシティ管理の項目

9
9
9
9
9
9
9
9
9

データセンタ、列、ラック、
サーバで利用可能な容量を監視
新規サーバの最適な配置を指示
実際の電源、空調、ラックスペース、
フロアスペースの活用を計画および
最適化
無効容量を回避
変更の影響をモデル化し、
代替的な配置を比較
データセンタ内の活用度（過剰/過小）
を識別
不均等な負荷を警告
将来的なニーズを予測
実際の冗長性、バックアップ時間、
可用性を検証

リアルタイムで監視/分析

統合インフラでは、関連付け / 分析 / 提案 / 警告 / 予測を行う一元管理システムとサブシステムがやり取りします。この
ようなインフラには、状態を完全に把握 / 分析し、対話方式で操作できる管理システムが不可欠です。このような管理
システムでは、現状を把握し、変更後の状態をモデル化することによって、現時点で変更可能なインフラを制限しま
す。
キャパシティ管理の詳細については、APCホワイトペーパー#150 『データセンタの電力および空調のキャパシ
ティ管理』 を参照してください。
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仮想化による消費電力と効率への影響
このホワイトペーパーでは、既設のデータセンタを仮想化しても、電源および空調インフラを変更しなければ、データ
センタの効率（DCiE）は必ず低下するということを強調してきました。以下では、効率が下がる理由、効率を定量化す
る方法、効率の低下を防ぐ方法について説明します。
仮想化を促進させる最大の動機は、仮想化によってコンピュータによる計算の効率が高まる（データセンタの消費電
力ワットあたりの計算能力が高まる）ということにあります。しかし、仮想化によってもたらされる省エネ効果は、統合さ
れた IT 負荷の消費電力が低下することだけではありません。大半の既設データセンタでは、仮想化後、電源および
空調システムがサポートする IT 負荷も低下するため、省エネ効果が高まります。この省エネ効果は、電源および空調
システムに課される負荷が低減すること（後述しますが、このこと自体は固定損失という点を考えれば残念なことです）
によって得られるというよりも、仮想化によって数が減り多様化した必要性と密接に連携するよう、電源および空調構
造を再構成 / 合理化することで効率が向上するからこそ得られると考えるべきです。
仮想化による消費電力や効率への影響はさまざまですが、中にはこれまでの経験や常識からは予想できないものも
あります。概念自体は難しいものではありませんが、この概念は、電力、損失、負荷に関する基本定義と三者の間の
本質的な関係性に依存しています。以下では、仮想化によって消費電力と効率にどのような影響があるかを理解する
ために、まずデータセンタの効率を見直し、消費電力の高い分野を識別します。

「データセンタの効率」とは何か
データセンタのエネルギー消費に関する議論では、「データセンタの効率」という用語が頻繁に使用されますが、これ
はデータセンタのインフラ効率を指しています。インフラ効率の主要構成要素は電源および空調システムです。イン
フラ効率の測定基準には DCiE（データセンタのインフラ効率)が使用されます。DCiE とは、物理インフラが実行する
「有用な働き」を定量化したもので、データセンタの総入力電力のうち IT 負荷に供給される割合と定義されています
（図 6）。
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図 6 データセンタインフラ効率（DCiE）の定義
データセンタ
データセンタ
への
入力電力

電源
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IT機器への
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空調
システム

*分析を簡素化するため、こ

こでは、消費電力がわずか
な以下のサブシステムは取
り上げません。
配線
防犯システム
スイッチ
発電機
照明
開閉器

物理インフラ*

IT機器への
入力電力

=

データセンタ
への
入力電力

データセンタのインフラ効率

(

有用な電力
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)

ここでは、データセンタでのその他の消費電力（IT 負荷に供給されない電力）は、すべて「損失」と見なします。IT 機
器以外によって消費される電力は次のとおりです。
●

電源系統（UPS、PDU、配線ケーブルなどの送電経路上にある機器）内部の非効率（熱として放出され
る）

●

空調システムの総消費電力

●

その他のデータセンタ物理インフラサブシステムの総消費電力（比較的少量なため、図 6 には示されてい
ません）

図 7 は、データセンタの総電力消費に対する損失を示したものです。データセンタの効率に関する概念と、「損失」と
「有用な働き」の違いについては、APCホワイトペーパー#113 『データセンタの電力効率のモデル化』 を参照して
ください。

図 7 データセンタ消費電力の「損失」の定義
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ファン
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データセンタの総消費電力

サブシステムの消費電力
（簡素化するため省略）

空調システム
IT負荷への空調に
費やされる電力

「損失」
物理インフラの消費電力
この「オーバーヘッド」を
最小限に抑えて効率を改善

電源システム
IT負荷への給電に費やされる電力

IT負荷
データセンタ本来の機能
（コンピュータ計算）に費やされる電力
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図6に関連
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固定損失と比例損失
電源および空調システムが消費する電力（図 6 の「損失」）には、IT負荷が変わっても同じもの（固定損失）もあれば、
IT負荷の高低に応じて変動するもの（比例損失）もあります。 4
●

固定損失 ― 負荷にかかわらず常に一定の量で、負荷の高低にかかわらず、機器やシステムが稼働する場
合に常に消費される電力を指します。負荷が低下しても固定損失は変わりません。固定損失が大きい機器
の例には、変圧器や定速ファンなどがあります。負荷が高いと効率が向上し（総電力のうち固定損失が占
める割合が小さい）、負荷が低くなると効率も低下する（総電力のうち固定損失が占める割合が大きい）
のは、この固定損失があるためです。図 9 を参照してください。機器の効率改善やより良いシステム構
成の導入を通じて、固定損失を低下させることにより、効率改善における最大限の効果が得られます。

●

比例損失 ― 機器の負荷に直接比例し、負荷が 2 倍になると、比例損失も 2 倍になり、負荷が 75% 低減
すると、比例損失も 75% 低下します。比例損失が大きい機器の例には、変速ファンやポンプなどがあり
ます。

以下のセクションで示すように、仮想化によって達成できる省エネ効果と効率を制限している原因は固定損失にあり
ます。IT 負荷がどれほど低下しても、固定損失は変わらないからです。

固定損失による省エネ効果の低下
統合によって、消費電力は低下します。仮想化によって「節減できる消費電力の量」は、電源および空調インフラの固
定損失によって異なります。図 8 は、統合と省エネ効果の関係性と、電源および空調インフラの固定損失が原因で省
エネ効果がどの程度妨げられているかを示したものです。
統合による省エネ効果を高めるには、電源および空調インフラの固定損失を低減する必要があります。固定損失は、
一部を取り除く（空調システム設計を改善して再加湿コストをなくす）、一部を減らす（より高効率な UPS に交換する）、
または固定損失を比例損失に転換する（定速ファン / ポンプを変速ファン / ポンプに置き換える）などの方法で低減で
きます。図 9 に固定損失の低減による影響を示します。

4

これら 2 種類の損失のほかに、「2 乗損失」というわずかな損失（負荷に比例する）があります。3 種類の損失の詳細につい
ては、APC ホワイトペーパー#113『データセンタの電力効率のモデル化』を参照してください。
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図 8 固定損失によって、統合による省エネ効果が制限されるが低下
これは電力消費量のグラフです
データセンタ効率が明示されていませんが、固定損失が統合
前と同じでIT負荷が低下するため、効率は低下します

IT負荷が低下しても、総電力が固定損失の
レベルを下回ることはありません

電気料金
統合前の料金を
100とした場合の割合

固定損失
総電力の割合（固定損失があるため、IT負荷にかかわらず一定）
固定損失の例:

仮想化されていないデータセンタの場
合、固定損失は通常35%

PDU変圧器の定速ファン

統合率

図 9 固定損失を低減することで、統合による省エネ効果が向上

固定損失を低減し、省エネ効果を増大

電気料金
統合前の料金を
100とした場合の割合

固定損失
固定損失が低下した場合:
過剰な電力/空調容量を削減
変速ファンに置き換え

統合率
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IT負荷の関数として表されるデータセンタの効率
データセンタの効率という点から考えれば、図 7 の「損失」はデータセンタ内の物理インフラシステム（IT 負荷ではなく、
IT 負荷をサポートしている機器が消費する電力）の総消費電力です。UPS などの個々の機器が電力を消費する際、
この損失の一部は固定損失（IT 負荷にかかわらず一定）となります。これは、システムの電源を入れるたびに常に消
費される電力です。残りの損失は、変速ファン / ポンプなどの機器の比例損失（IT 負荷の割合によって異なる）です。
すべての損失が（IT 負荷に応じて高低する）比例損失ならば、データセンタの効率は IT 負荷と同じになります。しか
し、実際のデータセンタには固定損失が常に存在するため、データセンタの効率が IT 負荷と同じになることは決して
ありません。データセンタの効率は、高負荷では高効率になり、低負荷では低効率になるため、データセンタの効率
は常に（効率が負荷の関数となる）曲線で表されます。図 10 に典型的なデータセンタの効率曲線を示します。

図 10 典型的なデータセンタの効率曲線

データセンタの効率 ...

データセンタ
の効率

DCiE

... 負荷の割合

負荷ゼロ

IT負荷

効率曲線には消費電力が
表示されません

負荷100%

データセンタ容量に占める割合

データセンタの効率曲線は、個々の機器およびシステム構成の効率によって異なりますが、曲線は常にゼロから始ま
り、上図のような形状になります。

効率曲線に現れる仮想化の影響
仮想化後は、少ない数の物理機器を用いてコンピュータ計算が最適化 / 統合されるため、消費電力は必ず低減しま
す。しかし、同時に電源および空調インフラをダウンサイジングしない限り、データセンタの効率曲線は変わらず、仮
想化による低負荷が原因で効率（DCiE）は下がります（図 11）。
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図 11 統合によって負荷が低下し、効率が下がる

統合

データセンタ
の効率

仮想化前

DCiE

このデータセンタの効率曲線に
は、機器の効率とシステム構成が
反映されています

DCiE

仮想化後
DCiE

負荷ゼロ

負荷100%

IT負荷
データセンタ容量に占める割合

消費電力が低下しているにもかかわらず、効率が下がっていることに注目してください。効率とは、消費電力量の測
定ではなく、消費電力のうち無駄になっている割合を示すものであり、どれほどの「改善の余地」があるかを測定したも
のであるとも言えます。効率の低下は、データセンタの特定の効率曲線（常に上図と同じ形状）や仮想化以前の
DCiE には無関係です。（効率曲線を引き上げるために）電源および空調システムを変更しなかった場合、どのデータ
センタにおいても、統合後の DCiE は低下します（図 12）。

図 12 どのデータセンタにおいても、データセンタの効率曲線が変わらない場合は、
統合によって効率が低下する

データセンタA
DCiE

データセンタ
の効率

データセンタB

DCiE

DCiE

DCiE
DCiE

負荷ゼロ

IT負荷

負荷100%

データセンタ容量に占める割合
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仮想化後の DCiE を向上させるには、電源および空調システムを最適化し、オーバーサイズによる無駄を解消し、仮
想化後の低負荷（図 13）に合わせて容量を調整することによって、データセンタの効率を改善する必要があります。こ
の最適化こそが、このホワイトペーパーの主題です。効率の改善に最大の効果があるのは、部屋単位の冷却を列単
位の冷却に変更し、電源および空調システムを「ライトサイジング」することです。電源および空調の最適化によって、
効率が向上するだけではなく、未使用の電力および空調容量が消費する電力も低下するため、電気料金も低減でき
ます。

図 13 最適な電源および空調によって効率を改善

最適化された電源および空調
（このホワイトペーパーの主題）

仮想化後、
電源 / 空調を最適化した場合

データセンタ
の効率

DCiE

最適化する前の電源および空調

DCiE

DCiE

仮想化前

DCiE
仮想化後

負荷ゼロ

IT負荷

負荷100%

データセンタ容量に占める割合

消費電力が低下しているにもかかわらず、効率が低下する場合
仮想化後は、サーバ台数が減り、電源および空調システムの消費電力（前述の比例損失）も若干下がるため、消費電
力は必ず低下（改善）しますが、仮想化後の IT の低負荷に合わせて電源および空調システムをダウンサイジングしな
い限り、データセンタの効率は低下（悪化）します。すなわち、IT の低負荷に合わせて「スリムダウン」されていない物
理インフラは、（IT の低負荷をサポートするのに有効に活用されない）過剰な / 間違った容量を維持するために、引き
続き電力を消費することになります（固定損失）。図 14 に、このような場合の典型的な結果（消費電力と効率の低下）
を示します。
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図 14 消費電力が低下しているにもかかわらず、効率が低下する例
総電力=

説明:
IT負荷の低下: 50%
空調システムの損失のうち66%が固定損失

データセンタの総消費電力

サブシステムの消費電力
（分析を簡素化するため省略）
空調システム

電源システムの損失のうち75%が固定損失
総電力=

370
370 kW
kW

固定損失があるため、電源/空調は
IT負荷と同じ割合では低下しない

電源
システム130
130 kW
kW

空調システム

308
308 kW
kW
IT負荷
500
500 kW
kW

「データセンタの効率」の定義に
ついては図6を参照してください。

電源
114 kW
kW
システム114

効率 =
(DCiE)

50%

IT負荷
250
250 kW
kW

仮想化前

効率 =
(DCiE)

37%

仮想化後

効率改善のためのソリューション:固定損失の低減
前のセクションでは、仮想化によって DCiE が低下する理由について、主な原因がデータセンタインフラの固定損失
にあることを説明しました。この問題に対処し、仮想化による省エネ効果を最大限に引き出すには、電源および空調
インフラを最適化し（ホワイトペーパーの前半を参照）、以下のような設計要素を取り入れることによって固定損失を最
小限に抑え、仮想化による電力効率を最大限に高める必要があります。
●

負荷に合わせて縮小できる電力および空調容量

●

冷却の必要性に合わせて変速するファン / ポン
プ

●

高効率機器（有用な働きをする際の電力消費が小
さい）

●

気流経路が短い冷却構造（部屋単位の冷却を列単
位の冷却に変更するなど)

●

要求に応じて容量を調節し、無効容量を識別でき
るキャパシティ管理システム

●

ラック内の熱気と冷気の混合を減少するブラン
クパネル

有用な働きをする際に消費電力を最小限に抑える（す
なわち、効率的な運用を実現する）には、必要なだけの
リソースを必要なときに、必要な場所に、対象を絞り込
んで提供する必要があります（右枠内を参照）。これは、
仮想化によってもたらされる機能面の課題を解消する
機器や構造の設計にもあてはまる原理です（ホワイト

a

「Just in time」方式の空調

リソースを必要なときに必要な量だけ提供するという考
え方自体は目新しいものではありませんが、データセン
タにおいては新しい概念です。ここで言う列単位の局所
的な冷却方式による効率上のメリットは、製造工程にお
いても類似点があります。
「Just in time（JIT）」方式とは、1950 年代にトヨタ自動車
が開発した製造哲学であり、今では経営管理論の基礎と
見なされています。必要な部品を必要なとき/場所に必要
なだけ供給する（すなわち、必要なときに Just in time で
提供する）ことによって無駄をなくすことに焦点を置き、
製造工程を通じて、不要な在庫や在庫移動をなくし、「無
駄がなく」安定した材料を確保するということを目標と
したものです。
データセンタ業界では、ほかの業界での実績に基づき、
標準化とモジュール方式がすでに導入され始めていま
す。電力というデータセンタの主「原料」が乏しくなり、
電力料金も高額になりつつある現在、省エネ技術と戦略
は、業界にとってもユーザにとっても大きな関心事です。
データセンタの消費電力の大半を占める空調は、
「必要な
量だけを必要な場所に必要なときにだけ、最大限の効率
で使用」できることが求められます。

ペーパーの前半を参照）。すなわち、前半で紹介した
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1）列単位の冷却、2）拡張性のある電源および空調、3）キャパシティ管理ツールという 3 つのソリューションを導入する
ことにより、効率は自動的に向上します。

APC TradeOff Tool™を用いた仮想化によるコスト削減効果の計算
＊APC TradeOff Tool は、英語環境のみでのご提供となります。

図 15 は、APC Virtualization Energy Cost Calculator TradeOff Tool™ の操作画面です。このツールは対話方式で操
作でき、データセンタのサーバを仮想化した後の IT 機器、物理インフラ、省エネ効果が表示されます。このツールに
は、データセンタの容量、負荷、サーバ台数、エネルギーコスト、その他のデータセンタ要素を入力できます。

図 15

APC TradeOff Tool を用いた仮想化によるコスト削減効果の計算

これは、この対話式ツールのデモバージョンの画像です。
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事例研究
以下の事例研究では、APC TradeOff Tool™ Virtualization Energy Cost Calculator （図 15 を参照）を使用しました。
例を簡素化するため、この例のデータセンタは負荷 100% で稼働しており、電源および空調は冗長構成されておら
ず（図 16a）、電力料金は 36 万 6,560 ドル（約 3,640 万円）であると想定します。
データセンタは、仮想化により、サーバ電力が 3 分の 1 に低下しています（67% の削減）。 5 仮想化によって負荷が
60kWにまで低下したため、容量 120kWのデータセンタはオーバーサイズ化しています（図 16b）。このオーバーサイ
ズ化が原因で、電源および空調インフラが軽負荷になり、（先に説明したとおり）固定損失があるために効率が低下し
ています。電源および空調インフラを改善しない限り、電力料金の節減（29%）は 1.4 対 1 の割合にしかなりません。

図 16 事例研究に示される電源 /空調を改善した場合と改善しない場合の仮想化による効果の違い
エネルギーコスト:約 12 円/kWhr

$366,561
36,656,100円
仮想化前

36,656,100円
仮想化前

36,656,100円
仮想化前

の削減

29%

年間の電力料金

の削減

25,890,000円

25,890,000円

仮想化後

65%

の削減

仮想化後
51%

の削減

12,655,000円

DCiE =

34.4%

a. 仮想化前
データセンタの容量: 120kW
データセンタの負荷: 100%
総 IT 負荷: 120kW
サーバ: 90kW（負荷の 75%）
密度: ラックあたり 7kW
冗長構成なし
部屋単位の冷却
ホットアイル/コールドアイル構成
CRAC は未調整
空冷復水器による排熱
18 インチ（45cm）のフリーアクセスフロア
（配線などの障害物 6 インチ（15.3cm））
通気用フロアタイルを無計画に配置
ブランクパネルなし

DCiE =

24.4%

b. 仮想化後
サーバの統合のみ
サーバの台数を 3 分の 1 に削減
電力料金は 1.4 対 1 の割合で低減

DCiE =

51.7%

c. 仮想化後
電源/空調を改善
データセンタの容量: 120kW Æ 60kW
電源および空調を約 10kW まで
ライトサイジング
UPS: 高効率（100%の負荷で 96%の効率）
列単位の冷却方式（コンテインメントなし）
ブランクパネルを追加

60kW 分のサーバを撤去
データセンタの容量: 120kW（変更なし）
データセンタの負荷: 100% Æ 50%
総 IT 負荷: 120kW（60kW）
投資回収期間: < 4 年
サーバ負荷: 90kW（30kW）
UPS: 従来の UPS（負荷 100%で 81%の効率）

従来の UPS ― 負荷 100%で 81%の効率
エネルギーコスト: 約 12 円（12 セント）/kWhr

5

3 分の 1 というのは控えめな数値です。統合比は 10 分の 1 以下になることもあります。

21

仮想化:電源および空調の最適化によって最大限のメリットを実現

電源および空調インフラを改善すれば、電力料金は 3
分の 1 （65% 削減）になり、効率は 51.7% 向上します
（図 16c）。

可用性に関する考慮事項
仮想化によって電力密度が高まり、負荷が変動するよう
になりますが、可用性の維持に必要な電源および空調
インフラを再アセスメントせずに高密度環境に移行する
と、脆弱性に関する問題が発生する場合があります。さ
らに、仮想化後は、1 台のサーバで複数のアプリケーショ
ンを実行するようになり、個々の物理サーバの重要性が
高まるため、電源および空調が仮想化後の新たな要求
に合わせて効果的に調整されているかどうか確認する
必要性がさらに高まります。

a

消費電力の低下による
エネルギーおよびサービス契約への影響

電力消費の急激な低下によって、光熱費やサービス提供
に関する契約に想定外の結果がもたらされる場合があり
ます。データセンタでコスト削減を達成したことによっ
て、電力会社や建物所有者、サービス提供事業者に違約
金を支払う必要が生じないよう、このような契約を必要
に応じて見直し、交渉し直す必要があります。

• 光熱費に関する契約 ― 電力会社との契約には、総電
力消費量が 1 ヶ月あたりの所定消費量を下回った場合
は、違約金が課されるという条項が含まれている場合
があります。

• 不動産契約のエネルギーに関する条項 ― 不動産契
約には、1 平方フィートあたりのコストとして電力料
金の固定額が定められている場合があります。仮想化
によって達成したコスト削減分が建物所有者に還元
されてしまわないよう、このような契約は見直す必要
があります。

• 機器のサービス契約 ― 未使用の電源および空調機

このホワイトペーパーの前半では、1）動的で分散した高

器を撤去し、ダウンサイジングによって不要になった
機器の使用料を支払わずに済むよう、サービス契約を
見直す必要があります。

密度負荷、2）電源および空調インフラの軽負荷、3）容
量に関する需要と供給を左右する動的な相互関係を管理する必要性という、仮想化によって生じる物理インフラに関
する 3 つの課題について説明しました。これらの課題はすべて、可用性にも関わっています。以下では、ソリューショ
ンの検討を通じて、これらの課題を解消することで、効率と管理容易性の向上というメリットに加えて、ますます複雑で
動的な仮想化環境での可用性に関する問題も解消できることを示します（表 1）。

表 1 電源および空調インフラの最適化によって解消する可用性の問題
可用性を
脅かす要因

原因

解消方法

人的ミス

人的ミスは、これまでも、データセンタのダウン
タイムの大きな原因となっていました。仮想化
によって複雑さと変更（目に見えない変化も含
む）の度合いが高まるため、操作の誤りや見落
としが発生するリスクも高まります。

このホワイトペーパーで紹介した局所的な要求に対応でき
る空調や、ラックレベルの空調、キャパシティ管理などのシ
ステムを活用することによって、電源や空調をインテリジェ
ントに管理し、人による解釈や介入を最小限に抑えること
ができます。

不安定な空調

従来の部屋単位の冷却方式では、柔軟性に欠
け、仮想化後の予想外の動的な高密度負荷に
対応できません。

列単位で管理可能な空調によって、場所や必要な量に合
わせて、空調を厳格に管理できます。キャパシティ管理シ
ステムの導入によって、局所的な空調容量を上回るような
過負荷状態も事前に検知し、是正措置も実施できます。

冷却冗長性の損失

動的な負荷によって、局所的に冷却要求が高
まる可能性もあり、空調機器の計画的 / 不慮
のダウンタイムを補うだけの容量が不足する
場合があります。

列単位の空調機器を設置して、特定の列に必要な冗長構
成を施すことができます。負荷の変動によって冗長構成に
支障が及んだ場合や冗長性が失われた場合でも、キャパ
シティ管理システムによる警告があります。

電源の過負荷

物理サーバの再構成や仮想サーバへの移行
によって、電力要求が頻繁に変動するため、分
岐回路の負荷が急増し、ブレーカが落ちる恐
れがあります。

キャパシティ管理システムは、不均一な負荷が原因で可用
性に支障が及ぶ前に知らせてくれます。
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結論
仮想化によってデータセンタは大きく飛躍します。仮想化することで、エネルギーを節減し、コンピュータ計算のス
ループットを高め、フロアスペースを節約できるほか、負荷分散と障害復旧も促進できます。ところが、電源および空
調インフラの最適化によって、仮想化による節約効果が倍増されるというメリットについては、あまり知られていません。
このホワイトペーパーで紹介した電源および空調ソリューションを導入することによって、財政面のメリットが得られるだ
けではなく、仮想化によってもたらされる機能面や可用性に関する課題も解消できます。図 17 は、このホワイトペー
パーで説明した電源および空調インフラの最適化によって、仮想化で生じる特定の課題を解消できるだけではなく、
性能面のメリットも得られることをまとめたものです。

図 17 最適な電源および空調の最適化による効果（まとめ）
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仮想化によって、物理インフラには、1）動的な高密度、2）電源 / 空調インフラの軽負荷、3）ラックレベルで（電力、空
調、物理スペースの）容量をリアルタイムで管理する必要性という 3 つの課題が生じます。これらの課題は、それぞれ、
1）列単位の冷却、2）拡張性のある電源および空調、3）キャパシティ管理ツールを導入することによって解消できます。
この 3 つのソリューションは、機能面な課題を解消し、消費電力を低減すると同時に、効率を向上させる設計原則に
基づいています。
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仮想化:電源および空調の最適化によって最大限のメリットを実現

仮想化前と仮想化後の消費電力の比較では、データセンタのコスト分析に関する議論では比較的新しい 2 つの概念
を使用しました。１つめの固定損失とは、負荷の割合にかかわらず機器やシステムで消費される一定の電力のことで
すが、この損失が原因で、軽負荷になったシステムの効率が大幅に低下することがよくあります。2 つめは、省エネ効
果を比較する際に紛らわしい概念ですが、エネルギー消費とエネルギー効率の違いです。仮想化については、この
２つの概念を用いて、次のように表すことができます。仮想化と同時に電源および空調を並行アップグレードしなくて
も仮想化後の電力料金は低下しますが、（1）電源および空調システムには固定損失があるため、期待していたほどの
コスト削減は達成できず、（2）仮想化後、データセンタの消費電力は低下しますが、電源および空調システムが軽負
荷になるため、データセンタの効率（DCiE）は低下します。効率が低下するということは、電源および空調システムに
改善の余地があるということでもあります。実際、電源 / 空調システムを最適化すれば、エネルギーコストをさらに節減
できる可能性があります。
仮想化と同時に電源および空調インフラを並行アップグレードすれば、構造と運用がさまざまな点で最適化されるた
め、可用性を維持し、管理容易性を強化し、消費電力を低減するとともに、効率を向上させることができます。適切に
設計された物理インフラの導入によって、仮想化の特定ニーズに対するソリューションが実現するだけではなく、仮想
化前と比較して、電力密度の容量とデータセンタの効率が大幅に向上します。
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