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 クラス F0 – F4 の電源設備の改訂。9 章（電気設備）から複数の商用系統への接続要件の削除等。 
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 DCIM の項目を追加し、13 章を「データセンター管理および建物システム」に改題。 

 9 章（電気設備）の直流電源および安全に関する内容を拡充。 
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 Appendix D「データセンターサービスおよびアウトソーシングの形態」を追加。 

 Appendix E「マルチデータセンターのアーキテクチャ」を追加。 

 14章（電気通信ケーブリング、インフラ、経路、および空間）のキャビネットドアの気流およびケーブル容量計
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その他の改訂箇所には以下が含まれる。  

 旧 5 章（空間設計）を、旧 6 章（用地選定）の直後に移行。  

 5 章（用地選定）、14 章（電気通信ケーブリング、インフラ、経路、および空間）、および 16 章（コミッシ

ョニング）を再構成。  

 新規の設計のベストプラクティスおよび米国外の設計のベストプラクティスの両方を反映するように内容を拡充。  

 Appendix B「信頼性および可用性」を改訂し、可用性クラスの拡充に対応。 

 8 章（構造）を更新し、IBC および関連する規格書の改訂箇所と整合させる。 

 10 章（空調）を更新し、温度および湿度に関する ASHRAE ガイドラインの拡充を反映。  

 11 章（火災予防）を更新し、『NFPA 75』および『NFPA 76』の変更点を反映。  

 14 章（電気通信ケーブリング、インフラ、経路、および空間）を更新し、ケーブル種別を含む、ISO、TIA お

よび CENELEC のデータセンターケーブリング規格の更新情報を反映し（OM1 および OM2 の削除、OM4

の推奨、カテゴリ 8 の追加）、中間配線盤を追加。  

 亜鉛ウィスカに関する内容を改訂し、 7 章（建築）に移行。  

 16 章（コミッショニング）に、試験機器、システム試験、受入試験、機器動作ならびに保守マニュアル、およ

びシステム訓練の内容を追加。  

 システム可用性の情報を改訂し、Appendix B「信頼性および可用性」へ移行。（以前は 17 章（保守）

に含まれていた。） 

 17 章（保守）に保守計画および業務委託契約の新しい内容を追加。 

 読みやすさを改善し、あいまいさを減らすために、全体的な内容の再配置および編集上の修正。  

 

2019 年 5 月 1 日 『BICSI 002-2014』の改訂版、『ANSI/BICSI 002-2019, Data Center Design and 

Implementation Best Practices』 として出版 

 

『BICSI 009-2019』 に移管された主な部分は以下の通り。 

 12 章（セキュリティ）のうち、セキュリティ運用に関する部分。 

 17 章（データセンター保守）のうち、運用保守に関する部分。 

 

主な改訂箇所 

 複数の章で、Open Compute Project® に関わるインフラや OCP ラックを含む、機器キャビネットおよびラック

に関する記述を追加および改訂。 

 6 章（空間設計）のコンピュータ室の必須事項および推奨事項の改訂。 

 複数の章で、電力用バスウェイの記述を拡充。 

 10 章（空調・冷却システム）について、技術の進歩に合わせた熱源設備および冷却設備の記述の改訂お

よび拡充を含む全体的な再構成。 

 12 章（セキュリティ）の再構成。 

 13 章のタイトルを、「データセンター設備およびその付帯設備に関する、IP 対応の管理システム」 に変更し、

該当する記述を追加。 

 16 章（コミッショニング）の改訂と拡充。 

 Appendix H「コロケーションの技術検討要件」の追加。 
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その他の改訂箇所には以下が含まれる。  

 5 章（用地選定）の、空港、火山、およびマイクログリッドに関する記述を追加、改訂。 

 複数の章で、アクセス制御およびビデオ監視システムに関する記述を改訂。 

 6 章（空間設計）と 7 章（建築）にて、機器搬入とその経路（例：スロープ）に関する要件および推奨

事項を拡充。 

 8 章（構造）にて、地震発生地域におけるフリーアクセスフロアの要件について改訂。 

 複数の章で、リチウムイオン電池に関する情報を追加。 

 9 章（電気設備）の中での通信用接地およびボンディングの用語表記を、国際的な表記に統一する。 

 9 章（電気設備）のキャビネットおよびラックのボンディングに関する記述を改訂。 

 11 章（火災予防）に、酸素濃度低下システムと火災警報システムの項目を追加し、ガス消火システムの

記述を改訂。 

 12 章（セキュリティ）に時刻同期の項目を追加。 

 複数の章で、引込施設、引込室、meet-me room（MMR）に関連する項目を拡充。 

 コンピュータ室以外のシステムを支える ICT インフラの要件を追加。  

 14 章（電気通信ケーブリング、インフラ、経路、および空間）における、バックボーンケーブルと水平ケーブル

に許容される媒体およびついての記述の改訂と、光ファイバーコネクタの清掃についての記述の追加。 

 15 章（情報技術）の中のネットワークトポロジとファブリックについての項目を拡充。 

 17 章（データセンター保守）に、保守点検計画の考え方に関する記述を追加。 

 Appendix A「設計プロセス」に、既設の施設の評価に関する項目を追加。 

 読みやすさを改善し、あいまいさを減らすために、全体的な内容の再配置および編集上の修正。 

 

 

文書の書式（利用性の向上） 
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翻訳版に関する注記 
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は、原書と一致しない恐れがあるため、翻訳版と出版された英語版とで差違がある場合は、英語版を正式版として使
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1 序文 

1.1 概要 

本規格は、設計プロセスの諸相に精通した読者を想定して書かれている（Appendix A 参照）。読者は、どの役割お

よび視点から本書を使用する予定であるかを理解するべきである（例：IT、設備、所有者にとって内部または外部の

その他法人）。下記 1.2.1 – 1.2.3 項参照。 

1.2 目的 

本規格は、共通の用語と設計実務についての参考情報を提供する。建築設計者および技術者が、彼らの単独の参

考文書あるいは段階的設計指針として本書を使用することは意図していないが、彼らがデータセンターの施主、利用者、

あるいはコンサルタントと共に設計要件を決定するために使用することは可能である。 

本規格の主な対象者は以下の通り。 

 データセンターの施主およびオペレータ 

 電気通信と IT のコンサルタントおよびプロジェクトマネージャ 

 電気通信と IT の施工者 

加えて、次の部門内の人員にも本規格は有用である。 

1.2.1 IT 関係のユーザ 

1.2.1.1 IT および電気通信の設計者 

IT および電気通信の設計者とコンサルタントは、データセンター用の電気通信経路、設置スペース、ケーブル系統を設

計するために、『BICSI 002』を適切な現地の電気通信インフラ規格（例えば、『ANSI/TIA 942-B』、『AS/NZS 

2834-1995 Computer Accommodation』、 『CENELEC EN 50173 Series』、『ISO/IEC 24764』) と共に使用

できる。電気通信設計者とコンサルタントは、データセンターの建築設計者および設備技術者と協力し、本規格に定め

た指針を使用して、IT および電気通信機器の配置図を作成すべきである。 

1.2.1.2 IT および電気通信の管理者 

IT および電気通信の管理者は、セキュリティ、信頼性、可用性の各要求水準に基づきデータセンターの初期設計要件

を決定する際、『BICSI 002』を参考文書として使用することができる。IT および電気通信は、情報保護管理者、事業

継続部門、エンドユーザ部門を協力して、セキュリティ、信頼性、可用性の各要求水準を決定すべきである。 

1.2.1.3 IT オペレーション管理者 

IT オペレーションの管理者は、設備部門と協力して、コンピューティングサービスおよびサーバ室の IT オペレーションを提

供する外注業者に対して、定めた必須事項を指導するために『BICSI 002』を使用することができる。 

1.2.1.4 情報セキュリティ 

情報セキュリティ要員は、情報保護とセキュリティを定義・実装し、規格指針と運用手順の作成支援において、手引き

として『BICSI 002』を使用することができる。 

1.2.2 設備部門内のユーザ 

1.2.2.1 設備部門の大規模プロジェクト内の技術代表者 

設備部門の技術代表者は、新規あるいは改築される IT 設備の設計および施工のためのコストを試算し、事前設計と

施工スケジュールを準備し、専門サービス依頼書（RFPs）を用意するプロジェクト計画策定段階における手引きとし

て『BICSI 002』を使用することができる。したがって、プロジェクト実施方法の決定後『BICSI 002』は、設備部門が建
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築・設備（A/E）会社、および設計施工（D/B）会社へ発行する RFP 内の参考文書となる。これらの会社が、それ

ぞれ IT 設備の設計と施工に入札する。 

1.2.2.2 設備部門内の設備管理代表者 

設備オペレーション要員と管理者は、社内の IT 設備の運用保守計画策定の際に手引きとして『BICSI 002』を使用で

き、そうすることで、設備は定めた水準の信頼性と可用性を維持できる。例えば、『BICSI 002』は、オペレーション要員

と保守要員用の訓練の必要性、および重要機器の保守スケジュールを決定する際の指針を提供する。 

1.2.3 IT および設備部門外のスタッフ 

1.2.3.1 物理セキュリティ管理 

物理セキュリティ管理担当のセキュリティスタッフは、IT 設備のための物理セキュリティおよび防火システムの要件を決定

する際の手引きとして『BICSI 002』を使用することができる。 

1.2.3.2 外部リソース 

1.2.3.2.1 電気通信コンサルティング会社 

『BICSI 002』は、法人向け IT 設備の設計および施工の際の指針を提供するため、電気通信コンサルティング会社や

設計/施工会社にとって有用である。 

1.2.3.2.2 A/E および施工会社 

『BICSI 002』は、IT 設備の設計および施工プロセスにおいて A/E および施工会社の手引きとなるため、こうした会社に

とって有用である。これは、共通の用語と信頼性トポロジについて参考情報を提供する。A/E および施工会社が、彼ら

の単独の参考文書としてこれを使用することは意図しておらず、A/E や D/B 会社向けの段階的設計指針を提供する

意図もないが、彼らがデータセンターの施主、利用者、あるいはコンサルタントと共に設計要件を指導するために使用す

ることは可能である。 

1.3 基準カテゴリ 

2 つの基準カテゴリを定めている - 必須と推奨 

 必須基準は、一般的に保護、性能、管理および互換性に適用され、許容範囲内の最低限の必須要件を

指している。 

 推奨基準は、基準達成によって、データセンターインフラストラクチャの性能全般が想定した用途すべてにおい

て高まる場合に示される。 

「～しなければならない」という語がつけば必須事項であり、「～が望ましい」「～可能である・～できる」「～好ましい」とい

う語（本規格では一貫して使用）がつけば推奨事項である。明瞭さを高めるため、可能な限り必須事項と推奨事項

は区別した。 

本文、表、図に見られる注、注意、警告は、強調のため、あるいは有益な提案を示すために用いている。 

 
 

2 範囲 

本規格は、TIA、CENELEC、ISO/IEC、その他公開されているデータセンター規格および文書を補完するベストプラク

ティスと導入方法を提供する。これは主に、設計の実施における設置要件と指針を含む設計基準である。本規格は、

他のデータセンター向け設置要件と指針を適時含む。 
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3 必要な規格及び文書 

下記の規格および文書は、本規格内に記載された必須事項を構成する条項を収録している。特に示さない限り、記

載されたすべての規格および文書は、本規格の初出版時点においての最新公開版である。本規格に基づく契約の当

事者は、適時さらに最新の版が適用される可能性を調査することを勧める。 

本規格と同等の現地の法令規則が存在する場合、それら現地規格の要件を満たさなければならない。ただし、前記の

法令規則に記載された最低要件を、本規格の必須事項が上回る場合、本規格の必須事項を優先しなければならな

い。 

 

Alliance for Telecommunication Industry Solutions (ATIS) 

 ATIS 0600336, Engineering Requirements for a Universal Telecommunications Framework 

 

American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 ASCE/SEI 7, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures 

 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 

 ANSI/ASHRAE 62.1, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 
 Best Practices for Datacom Facility Energy Efficiency 

 Datacom Equipment Power Trends and Cooling Applications 

 Design Considerations for Datacom Equipment Centers 

 Particulate and Gaseous Contamination in Datacom Environments 

 Structural and Vibration Guidelines for Datacom Equipment Centers 

 Thermal Guidelines for Data Processing Environments 

 

ASTM International 

 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 

 

BICSI 

 ANSI/BICSI 005, Electronic Safety and Security (ESS) System Design and Implementation Best 
Practices 

 ANSI/BICSI 006, Distributed Antenna System (DAS) Design and Implementation Best Practices 

 ANSI/BICSI 007, Information Communication Technology Design and Implementation Practices 
for Intelligent Buildings and Premises 

 ANSI/BICSI 008, Wireless Local Area Network (WLAN) Systems Design and Implementation 
Best Practices 

 

Electronic Components Industry Association (ECIA) 

 EIA/ECA-310-E, Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment 

 

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 

 CENELEC EN 50173-1, Information technology – Generic cabling systems – Part 1: General 
requirements 

 CENELEC EN 50173-5, Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centres 

 CENELEC EN 50174-2, Information technology – Cabling installation – Installation planning and 
practices inside buildings 

 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

 ETSI EN 300-019, Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental 
tests for telecommunications equipment 
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International Code Council (ICC) 

 International Building Code (IBC) 

 International Fuel Gas Code (IFGC) 

 International Mechanical Code (IMC) 

 International Plumbing Code (IPC) 
 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

 IEEE 142 (The IEEE Green Book), IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and 
Commercial Power Systems 

 IEEE 450, IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Vented 
Lead-Acid Batteries for Stationary Application 

 IEEE 484, IEEE Recommended Practice for Installation Design and Installation of Vented Lead-
Acid Batteries for Stationary Applications 

 IEEE 1100 (The IEEE Emerald Book), IEEE Recommended Practice for Powering and 
Grounding Electronic Equipment 

 IEEE 1106, IEEE Recommended Practice for Installation, Maintenance, Testing, and 
Replacement of Vented Nickel-Cadmium Batteries for Stationary Applications 

 IEEE 1115, IEEE Recommended Practice for Sizing Nickel-Cadmium Batteries for Stationary 
Applications 

 IEEE 1184, IEEE Guide for Batteries for Uninterruptible Power Supply Systems 

 IEEE 1187, IEEE Recommend Practice for Installation Design and Installation of Valve-
Regulated Lead-Acid Batteries for Stationary Applications 

 IEEE 1188, IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Valve-
Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications 

 IEEE 1189, IEEE Guide for the Selection of Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for 
Stationary Applications 

 IEEE 1491, IEEE Guide for Selection and Use of Battery Monitoring Equipment in Stationary 
Applications 

 IEEE 1578, IEEE Recommended Practice for Stationary Battery Electrolyte Spill Containment 
and Management 

 

International Electrotechnical Commission (IEC) 

 IEC 61280-4-1, Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1:Installed cable 
plant - Multimode attenuation measurement 

 IEC 61280-4-2, Fibre optic communication subsystem basic test procedures - Part 4-2:Fibre optic 
cable plant - Single-mode fibre optic cable plant attenuation 

 IEC 61300-3-35, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and 
measurement procedures - Part 3-35:Examinations and measurements - Fibre optic connector 
endface visual and automated inspection 

 IEC 61935-1, Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling 
- Part 1:Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards 

 IEC 62305-3, Protection against lightning - Part 3:Physical damage to structures and life hazard 

 

International Organization for Standardization (ISO) 

 ISO 7240, Fire detection and alarm systems 

 ISO/IEC 11801-1, Generic cabling for customer premises – Part 1:General requirements 

 ISO/IEC 11801-5, Generic cabling for customer premises – Part 1:Data centres 

 ISO/IEC 11801-6, Generic cabling for customer premises – Part 6:Distributed building services 

 ISO 14520, Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design 

 ISO/IEC 14763-2, Information technology – Implementation and operation of customer premises 
cabling – Part 2:Planning and installation 

 ISO/IEC 14763-3, Information technology – Implementation and operation of customer premises 
cabling – Part 3:Testing of optical fibre cabling 

＜次頁に続く＞ 
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 ISO/IEC 18598, Information technology – Automated infrastructure management (AIM) systems 
– Requirements, data exchange and applications 

 ISO/IEC 24764, Information technology – Generic cabling systems for data centres 

 ISO/IEC 30129, Information Technology – Telecommunications bonding networks for buildings 
and other structures 

 
National Electrical Contractors Association (NECA) 

 ANSI/NECA/BICSI 607, Telecommunications Bonding and Grounding Planning and Installation 
Methods for Commercial Buildings 

 

National Fire Protection Association (NFPA) 

 NFPA 12, Carbon Dioxide Fire Extinguishing Systems 

 NFPA 12A, Halon 1301 Fire Extinguishing Systems 

 NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems 

 NFPA 20, Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 

 NFPA 70®, National Electrical Code® (NEC®) 

 NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace 

 NFPA 72®, National Fire Alarm and Signaling Code 

 NFPA 75, Standard for the Protection of Information Technology Equipment 

 NFPA 76, Recommended Practice for the Fire Protection of Telecommunications Facilities 

 NFPA 1600, Standard on Disaster/Emergency Management Business Continuity Programs 

 NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 

 NFPA Fire Protection Handbook 

 

Telcordia 

 Telcordia GR-63-CORE, NEBS Requirements:Physical Protection 

 Telcordia GR-139, Generic Requirements for Central Office Coaxial Cable 

 Telcordia GR-3028-CORE, Thermal Management in Telecommunications Central Offices 

 

Telecommunications Industry Association (TIA) 

 ANSI/TIA-568.0-D, Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 

 ANSI/TIA-568.2-D, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components 
Standard 

 ANSI/TIA-568.3-D, Optical Fiber Cabling Components Standard 

 ANSI/TIA-569-D, Telecommunications Pathways and Spaces 

 ANSI/TIA-606-C, Administration Standard for Telecommunications Infrastructure 

 ANSI/TIA-607-C, Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer 
Premises 

 ANSI/TIA-862-B, Structured Cabling Infrastructure Standard For Intelligent Building Systems  

 ANSI/TIA-942-B, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 

 ANSI/TIA-1152-A, Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced 
Twisted-Pair Cabling 

 TIA TSB-155-A, Guidelines for the Assessment and Mitigation of Installed Category 6 Cabling to 
Support 10GBASE-T 

 

Underwriters Laboratories (UL) 

 ANSI/UL 497, Standard for Safety Protectors for Paired-Conductor Communications Circuits 

 UL 723, Standard for Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials 

 UL 1449, Surge Protective Devices 

 UL 60950-1, Information Technology Equipment - Safety - Part 1:General Requirements 
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4 用語、頭文字、略称、単位の定義 

4.1 定義 

本規格においては、以下の用語が定義されている。一部の用語については、4.2 項に定義された略称でも表記される。 

 

アース 

【earthing】 

 接地 【grounding】を参照。 

アクセスブロック 

【access block】 

 ディストリビューション・レイヤまでの単一または冗長ペアのアップリンクを共有する単一ス

イッチまたは複数のスイッチ群。一般的に単一の通信室（TR）内に設置する。大規

模な TR の場合、複数のアクセスブロックが設置可能。 

アクセスプロバイダ 

【access provider】 

 顧客施設に対して通信信号を送受信する設備の運用者。 

アクセスレイヤ 

【access layer】 

 ローカルのエンドユーザがネットワークに接続することを許される接続点。LAN 環境にお

いては、この接続点が VLAN に割り当てられたスイッチのイーサネットポートの場合が

一般的。 

アダプタ 

【adapter】 

 一つの装置またはシステムの属性を、そのままでは互換性の無い他の装置またはシス

テムの属性に変換する装置を指す。アダプタの使用により以下が実現する：(a)種類

やサイズの異なるプラグ間の接続、(b)リード線の並べ替えまたは多芯線の太径ケーブ

ルのより細いケーブルへの分岐、(c)ケーブル間の接続、(d)電圧・極性ならびに波形が

異なるシステム間の接続。 

アップリンク 

【uplink】 

 データ処理に関連して、階層的ネットワークにおけるレイヤ（スイッチ）間の接続を指

す。一般的に、アップリンクはギガビットイーサネット（GbE）ポートに対応した光ファイ

バ接続であることが多い。（光ファイバまたは平衡撚り対線によるファーストイーサネット

アップリンクも存在する）。アップリンクはトランクとも呼ぶ。 

異常モード 

【failure mode】 

 意図しないシステム停止、および一般的にはその停止に対するシステムの自動的な挙

動を経た後の状態を指す。 

一次側 

【primary side】 

 受電変圧器ならば高電圧側（600V 以上）、UPS ならば受電側、PDU 変圧器な

らば電源側、STS であれば入力側を指す。 

イベント 

【event】 

 一般的に、装置が情報通知またはエラー時に生成するメッセージを意味する。 

インターコネクション

【interconnection】 

 (1) パッチコードやジャンパを使わずにケーブル同士を接続する、接続ハードウェアを用

いた接続方式。(2)機器接続用の 1 ポート接続（例：4 ペアまたは光ファイバコネク

タ）が、パッチコードまたはジャンパを介して水平配線またはバックボーンに接続する接

続方式。 
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インフラ (通信)

【infrastructure 

 (telecommunications)】 

 全体で建物あるいは敷地内での全ての情報の分配を提供する、通信機器を除いた

通信要素。 

運用稼働率  

【operational availability】 

 データセンターの重要システムの性能要件とそれに関連する冗長性要件を定義するた

めの三大要素の一つ。運用稼働率は、組織全体の通常運用時のコンピュータシステ

ムに期待される稼働時間への複数の影響を積算して求められる。運用レベル

【operational level】およびダウンタイムの影響【impact of downtime】も参照。 

運用レベル 

【operational level】 

 データセンターの重要システムの性能要件とそれに関連する冗長性要件を定義するた

めの三大要素の一つ。運用レベルは組織全体のコンピュータ演算処理全てについて、

それぞれの計画停止の許容度を積算して得られる。運用稼働率【operational 

availability】およびダウンタイムの影響【impact of downtime】も参照。 

エイリアン遠端漏話 

【alien far-end crosstalk】 

 4 ペアチャネル・パーマネントリンク・要素部品内におけるノイズ源ペアの信号結合によっ

て、他の 4 ペアへもたらされる漏話を、遠方端にて測定したもの。 

エイリアン近端漏話 

【alien near-end 

crosstalk】 

 4 ペアチャネル・パーマネントリンク・要素部品内におけるノイズ源ペアの信号結合によっ

て、他の 4 ペアへもたらされる漏話を、近端にて測定したもの。 

エイリアン漏話  

【alien crosstalk】 

 対象となる平衡撚対への、ケーブル内の他の一対以上の平衡撚対からの望まれない

信号の結合。 

屋外設備  

【outside plant】 

 建物外に位置する通信システム（一般的には地下管路や共同溝、構内／地中、

架空、直埋仕様のワイヤ並びにケーブルを指す）。 

屋内配線設備 

 【inside plant】 

 建物内の通信システム（例：銅線・光ファイバ・同軸ケーブル・機器ラック・通信アウト

レット等）。通信事業者はこれを内線あるいは施設内配線と呼称。 

架 

【frame】 

 特殊目的の機器をマウントするための構造物（例：標準の 19 インチや 23 インチラッ

クに対応していない IDC ブロックやファイバ成端など）。 

階層化 

【layering】 

 セキュリティにおいて、障壁その他の対策を多層的に使用することで侵入者を抑止・遅

延する手法を指す。 

外皮 

【sheath】 

 ケーブル被覆 【cable sheath】を参照。 

開閉（スイッチング）

【switching】 

 (1) 1 つ以上の電気回路を開路または閉路する行為。(2)データ回線を開閉する行

為。(3)送信端がハブスイッチにメッセージを送り、それを受けたスイッチがメッセージを受

信端にルーティングするネットワークプロトコル。 

隔離  

【isolation】 

 物理的・論理的・システム的に設備内の要素を分離し、損害や損傷の波及を防止す

る設計方策。 

火災 

【fire】 

 炎が存在する状態。 
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火災検知 

【fire detection】 

 熱、煙、その他粒子など燃焼により発生するものを検知する手段。 

火災予防 

【fire protection】 

 火災を検知・消火する能動的な手段。 

可用性 

【availability】 

 対象のシステムまたは部品が稼働状態にある確率であり、システムまたは部品が測定

対象期間に稼働している総時間と測定対象期間の比率として計算される。 

管路 

【conduit】 

 (1)断面が円形のレースウェイ。(2)1 つ以上のダクトを含む構造物。 

規格認定品 

【Listed】 

 当該地域において必要な規格・法規・規制に準拠しているものとして、規制当局また

はその公認の外部機関によって維持されている、公開されたリストに掲載されている機

器・材料・サービスを指す。 

機器コード 

【equipment cord】 

 コード 【cord】を参照。 

機器室（通信）

【equipment room 

(telecommunications)】 

 電気通信およびデータ処理機器と、それを支える通信コネクティビティインフラを集中配

置した、空調制御された空間。 

機器接地導体  

【equipment grounding 

conductor】 

 機器の通常時に通電しない金属部分を連結し、接地線【system grounded 

conductor】または接地極間導体【grounding electrode conductor】もしくはその

両方に接続したもの。 

機器分配エリア(EDA) 

【equipment distribution 

area】 

 コンピュータ室内の、機器キャビネットおよびラックを設置する区域。 

機能試験 

【functional performance 

test】 

 全ての要素、サブシステム、システム、およびそれらの相互インターフェースが、設計文

書の通りに機能しているかを検証するための包括的な確認および試験。 

機能のベリフィケーション

【performance 

verification】 

 システムが設計意図の通りの機能を実行できることを確認するためのプロセス。 

キャビネット 

【cabinet】 

 通信接続デバイス、端子、機器、配線、機材等を収納するための、扉を有する筐

体。 

キャンパス 

【campus】 

 (1)法的に連続性を担保されている建物および敷地（例：高校、大学、工業団地、

軍事基地等）(2)1 つ以上の建物を含む敷地。 

脅威 

【threats】 

 損害、負傷、損失、死亡などをもたらす要因。一般的に、脅威は極端な高温・低

温、液体、気体、飛来物、生物、行動、エネルギー異常などに分類される。脆弱性 

【vulnerability】の項も参照。 
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脅威  

【vulnerability】 

 資産の損失や人員の死傷に至る事態を引き起こす物理的、手続き的、あるいは技

術的な弱点を指す。脅威 【threats】も参照。 

共通接地極 

【common grounding 

electrode】 

 (1)建物躯体内部またはその近傍にある電極のうち、交流電気設備ならびに機器・導

体の筐体の接地に使用されるものを指す。(2)建物に供給するための複数の受電回

路、フィーダ、分岐回路に接続された単一の接地電極。(3)ボンディングされている複

数の接地電極。 

共通ボンディング網 

【common bonding 

network】 

 通信用建物内部の接地および等電位を維持する主要な手段。建物内でボンディン

グ網（BN）を構成すべく、意図的または非意図的に接続された金属導体の集合体

を指す。具体的には建物躯体の鉄骨や鉄筋、水配管、交流電線配管、交流電気

機器接地導体（ACEG）、ケーブルラック、ならびにボンディング導体などを含む。共

通ボンディング網（CBN）は、常にメッシュトポロジを持ち、接地電極システムに接続

される。 

共用機器室（通信） 

【common equipment 

room 

(telecommunications)】 

 建物またはキャンパス内における、複数の顧客向けの通信機器やバックボーン接続を

収容するための密閉空間。 

局舎 

【central office】 

 地理的に広範囲なサービスエリアの顧客全員を相互接続するために、ネットワーク事

業者がネットワーク交換機器とケーブリングインフラを設置する建物。通信交換局また

は公衆網交換局とも呼ばれる。 

切替器（自動） 

【transfer switch, 

automatic】 

 電動式の可動要素（例：スイッチ、ブレーカ等）を用いて、受電電源を一方から他

方に自動的に切り替える装置。 

注：20 ミリ秒を超える停電切替を伴う自動切替器では、スイッチモード電源を使用し

ている電子制御や電子回路のリブートやリスタートが発生する。  停電切替時間が 16

ミリ秒以下の場合はこのようなリブートやリスタートは発生しない。 

切替器（手動） 

【transfer switch, non-

automatic】 

 操作者が、手動式の可動要素（例：スイッチ、ブレーカ等）を用いて、受電電源を

一方から他方に切り替える装置。 

切替器 （静止型）

【transfer switch, static】 

 半導体素子（例：シリコン制御整流子）を用いて、受電電源を一方から他方に自

動的に切り替える装置。 

注：機械的な可動部が存在しないため、切替時間は一般的に 6 ミリ秒未満となり、

スイッチモード電源を使用している電子制御や電子回路の切替による、再起動やリセ

ットは発生しない。   

記録 

【record】 

 インフラの特定の要素に関する集積された詳細情報を指す。 

記録図 

【record drawing】 

 建物の全体または部分に構築されたインフラについて記録または描写する物理的また

は電子的な図面を指す。竣工図とも呼ぶ。 
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近端漏話 

【near-end crosstalk】 

 (1) 銅線ペア間の望まれない信号結合を、送信点から見て至近端で測定したもの

（反対が遠端漏話【far-end crosstalk】で、送信点から見て最遠端で測定する）。

(2) ケーブルの同一端（近端）における回線間の信号転移。 

空調機械室 

【mechanical room】 

 建物空調システムのために用意された区画。 

区画化

【compartmentalization】 

 要素、プログラム、情報等を細分化して隔離することを指す。これにより漏洩、汚染、

不正侵入等の影響を限定できる。 

クライアント 

【client】 

 (1) 社内又は社外の顧客 (2) ハードウェアまたはソフトウェア上の存在 

例：クライアント／サーバ 

クラス 

【class】 

 「データセンター設備可用性クラス」の略称。重要な IT インフラの一要素における稼働

時間の水準を示す。稼働時間中に提供される IT 機能の内容に関わらず、設備に求

められる稼働時間の水準を定量化した指標。本規格においては、計画された稼働時

間を対象とする。クラスは 5 段階のデータセンター設備可用性クラスのいずれかで表さ

れる。このクラス分けは、稼働時間の重要性と可用性の水準の相関を反映している。 

クリアゾーン 

【clear zone】 

 屋外の障壁と、全ての建物や天然または人造の隠ぺい物を隔てる空間。 

クロスコネクション 

【cross-connection】 

 ケーブルルート、サブシステム、機器の間を接続するために、パッチコードまたはジャンパ

を用いて接続ハードウェア同士を直結する接続方式。 

クロスコネクト 

【cross-connect】 

 ケーブル要素の成端と、その接続・クロスコネクションを可能とする設備。 

警報 

【alarm】 

 危険または異常を警告することを目的とした、可聴音または視覚的信号を発するため

の電気的・電子的・または機械的な信号。 

経路 

【pathway】 

 ケーブルを敷設するための設備。 

ケーブリング 

【cabling】 

 全てのケーブル・ジャンパ・コード・および接続ハードウェアの総称。 

ケーブル 

【cable】 

 (1)1 つ以上の被覆導体または光ファイバとそれら全体を覆うシースから構成されるアセ

ンブリ。 (2)1 つ以上の同種類のケーブルユニットから構成されるアセンブリ 。アセンブリ

全体の被覆を含むこともある。(3)ケーブルの敷設行為そのもの。 

ケーブルトレイ 

【cable tray】 

 通信用、その他のケーブルを支持し、ルートを確保するサポートメカニズム。ケーブルト

レイはケーブルの水平配置制限や固定のためにサイドウォールやバリヤを設けることがで

きる。 

ケーブルトレイシステム  

【cable tray system】 

 ケーブルトレイユニット単体、または複数から構成される複合体、あるいは区間部材と

その関連する部品などが構成する、ケーブルとレースウェイを緊結または受け止める剛

性の構造体。 
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ケーブルマネジメント 

【cable management】 

 水平または垂直方向のケーブル配線経路を提供し、ケーブルインフラを固定・管理す

るためにキャビネットまたはラックの内部およびその周辺、またはキャビネットまたはラック

間に取り付けた物理構造体を指す。 

ケーブル被覆 

【cable sheath】 

 光ファイバまたは導体芯線を覆う被覆で、1 つ以上の金属要素・構造補強材・または

ジャケットを含む。 

煙 

【smoke】 

 火災の前および最中に発生する、燃焼の目に見える生成物。 

減衰対漏話  

【attenuation to 

crosstalk】 

 漏話をその発生源の反対端で測定し、ケーブルまたは配線による自然減衰で正規化

したもの。 

減衰量 

【attenuation】 

 二点間における信号強度の低減を意味し、入力信号と出力信号の強度比率をデシ

ベル（dB）単位で表記する。挿入損失【insertion loss】の項も参照。 

建設責任者 

【construction manager】 

 プロジェクトにおいて、建設チームと多くの施工業者を管理し、建物とその設備を建設・

試験する責任を持つ個人または組織。 

（火災）検知  

【detection,  

(fire protection)】 

 熱、煙、その他粒子など燃焼により発生するものを検知する手段。 

現地組み立て 

【built-in-place】 

 データセンター設備およびその付帯インフラの構築に使用される従来工法。これを拡大

して手作業によるキャビネット、ネットワーク、IT 機器システムの構築を指すこともある。

現場組立と同義に扱われる。 

コアレイヤ 

【core layer】 

 ネットワークの高速スイッチングバックボーン。主目的はパケット交換を超高速で行い、

分配レイヤから重要な演算リソースへのアクセスを高速化すること。 

高圧(MV) 

【medium voltage】 

 屋内使用電圧と送電電圧の中間に位置する電圧すべてを指す。実際の電圧範囲

は国により異なる。米国では現在 1,001V~35kV の間が Medium Voltage とされて

いるが、欧州その他の国では米国とは異なる電圧となっている地域が多い。（訳注：

日本では「高圧とは、直流にあっては 750V を、交流にあっては 600V を超え、7kV

以下の電圧」と定義されているため、Medium voltage に対応する訳語を高圧とし

た。） 

構造障壁 

【structural barrier】 

 データセンター資産への許可されていないアクセス、移動、破壊行為、除去を物理的

に抑止する存在と定義されている。 

高抵抗（高インピーダンス）

接地システム 

【high 

resistance/impedance 

grounding system】 

 インピーダンス中性点接地システムのうち、接地インピーダンス（通常は抵抗器）を用

いて地絡電流を限定するものを指す。 
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構内交換機  

【private branch 

exchange】 

 内線ネットワーク内での音声（並びに音声に関連する通信サービス）の交換を可能

とする内線通信交換システム。 

コード 

【cord】 

 両端にコネクタが付いた状態で、機器とケーブルインフラの間・ケーブルインフラ要素同

士・または稼働する機器同士を接続するケーブルのこと。 

コネクティビティ 

【connectivity】 

 電気的および光学的回路を構成・維持するために用いられるパッチパネル・ケーブル・

コネクター・ケーブルマネジメントの総称. 

 

コマンドセンター 

【command center】 

 ネットワークおよび IT システムの管理と監視を行う場所。コマンドセンターは一般的に

はネットワーク運用センター（NOC）と呼ばれる。 

コミッショニング計画 

【commissioning plan】 

 プロジェクト毎に工程・責任分担・文書化要件・機能試験要件等を含むコミッショニン

グのプロセスの全側面を網羅した計画文書。 

コミッショニング試験計画

【commissioning test 

plan】 

 全てのシステム、機器および省エネ措置の試験にあたり、外観試験・機能試験の全て

の項目と、試験に必要な全てのプロセスを網羅した試験計画文書。 

コミッショニング責任者

【commissioning 

authority】 

 コミッショニング工程の全てを計画・統括・調整する資格を有する個人または法人。別

名コミッショニング・エージェントとも呼ぶ。 

コロケーション 

【colocation】 

 データセンターの一形態で、事業者が 1 つ以上のサービス（例：床空間・電源・コネ

クティビティ・空調・物理セキュリティ）を、単数または複数の顧客のサーバ・ストレージ・

ネットワーク機器に対して提供する形態を指す。コロケーションデータセンターは、colo

と略されることもある。 

コンセントバー 

【power strip】 

 IT 機器（ITE）ラックまたは筐体内に設置される装置で、単一の分岐回路を電源と

し、ITE に電力を供給するための複数のコンセントを持つ。コンセントバーには計測、制

御、回路保護、高調波フィルタ、サージ抑制等の機能が含まれることもある。

IEEE1100 においては POU（Power Outlet Unit）と表記されている。この他にラッ

クマウント PDU、ラック PDU、ITE-PDU、キャビネット分電ユニット（CDU）、プラグ

ストリップなどとも呼ばれる。 

コンテナ化 

【containerized】 

 海上コンテナ（12m x 2.4m x 2.4m）内に納まった状態で提供される IT 機器

(ITE)およびインフラソリューション。コンテナ内に電気・空調・データセンター機能を一括

して提供するものと、単一の機能（電気・空調のいずれか）のみを提供するものがあ

る。 

コンピュータ室 

【computer room】 

 IT 機器（ITE）を設置することを主目的と建物空間。 
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サージ防護デバイス 

【surge protection 

device】 

 サージ電流を抑制または放流することで、過渡電圧を抑制する装置を指す。この装置

の電流特性は電圧に対して非線形であり、電圧が安全範囲を超えると急激に電流

が増える。 

注：サージ防護デバイスは、電圧リミッタ、過電圧保護回路、（サージ）アレスタ、あ

るいは過渡電圧サージ抑制（TVSS）などとも呼ばれる。   

サービス プロバイダ 

【service provider】 

 アクセスプロバイダ設備を通じて電気通信（伝送）サービスを提供する事業者。 

サービスギャラリー 

【service gallery】 

 コンピュータ室に隣接する空間で、コンピュータ室に供給する電気空調機器を設置で

きるものを指す。 

サイバー災害 

【technological events】 

 IT システムに起因する災害全般で、有毒物質の放出、火災・爆発、交通機関の事

故、建物・建造物の崩壊、停電等のインフラ停止、極端な大気汚染、放射能事故、

ダム・堤防の決壊、燃料・資源の欠乏、ストライキ、業務中断、金融恐慌、通信途

絶などを含む。 

シールド 

【shield】 

 導体間の静電結合を低減する目的で、単数または複数の導体を覆う絶縁被覆の上

にかぶせる金属製（通常は銅箔またはアルミ箔）の被覆。 

シールド付き撚り対線 

【shielded twisted-pair 

cable】 

 同一の長さの金属製導体ペアにより構成されるケーブルで、ペア毎にシールドに覆われ

ている。更にケーブル全体をシールドで覆い、その上に絶縁被覆（ケーブル被覆）を

かぶせる。 

識別子 

【identifier】 

 通信インフラの特定の要素と、その記録を関連付けるユニークな情報。 

試験手順 

【test procedures】 

 システムの機能を検証するために必要な、詳細かつ段階的な手順。 

資産 

【asset】 

 有形、無形を問わず、価値を持つあらゆるもの。 

システム冗長 

【system redundancy】 

 システム単位で冗長を用意し、信頼性を高める設計方針。 

自動切替器 

【automatic transfer 

switch】 

 切替器（自動）【transfer switch, automatic】の項を参照。 

自動切替機能付き冗長回線

【protected circuit】 

 主伝送路が故障すると自動的に予備伝送路が利用可能となる通信回線。 

示名条片 

【designation strips】 

 端子台に挿入するラベルの一種で、通常は透明または半透明のプラスチックの中に収

められている紙片またはプラスチック帯。通常、接続先の端子番号が記載されており、

特定のペア・ペア集合体・情報アウトレットの特定や、終端場所を示すのに利用され

る。 
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ジャンパ 

【jumper】 

 (1)クロスコネクトにて通信回線／リンクを接続するためにある端子の無いツイストペアケ

ーブルのアセンブリ。(2)両端に端子の付いた光ファイバケーブル。(3)両端に端子の付

いたツイストペアまたは同軸ケーブルで、パッチコードとも呼ぶ。 

柔軟性 

【flexibility】 

 設計段階で将来のスペース、通信、電力密度または排熱量の変化を予期し、ミッショ

ンクリティカルな IT 機能を損なうことなくそれらに対応できる能力。 

重要性 

【criticality】 

 機能やプロセスが停止または故障した際の影響を基に算出される、相対的な重要

度。 

重要な配電盤  

【critical distribution 

board】 

 重要負荷に供給する配電盤。 

主クロスコネクト  

【main cross-connect】 

 第 1 レベルのバックボーンケーブル、引込みケーブル、および機器コードのためのクロスコ

ネクト 

手動切替器 

【manual transfer 

switch】 

 手動切替器【transfer switch, non-automatic】を参照。 

主配線盤  

【main distributor】 

 主配線ケーブルサブシステム、ネットワークアクセスケーブルサブシステム、ケーブリングサ

ブシステム、並びに稼働中機器を接続する配線盤。主クロスコネクトに相当する。 

主分配エリア 

【main distribution area】 

 コンピュータ室内にて主クロスコネクトが設置されている場所。 

上位クラス 

【higher Class】 

 本規格内において、上位クラスのデータセンターとは、クラス 3 またはクラス 4 の基準を

満たすデータセンターを指す。 

省エネ対策 

【energy efficiency 

measure】 

 エネルギー消費を削減し、建物の性能を上げるための、建物に導入する機器・システ

ム・制御戦略など。 

消火 

【fire suppression】 

 火災を消すための手段。 

状態変化 

【change of state】 

 保守作業や故障等により、自動的または手動で行われる通常の運用状態からのシス

テム運用の変更を指す。 

冗長 

【redundancy】 

 システムの主要素が故障した際にシステム停止に至らないように、常時待機または常

時稼働している予備要素を準備することを指す。要素冗長 【component 

redundancy】も参照。 

情報機器(ITE) 

【information technology 

equipment】 

 電子データの生成・処理・保存・体系化・操作・抽出に使用される電子機器。 
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初期火災 

【incipient】 

 火災のごく初期の段階で、燃焼性の浮遊微粒子が高熱の燃焼部から発生している

が、その密度が低く煙として見えず従来型の煙感知器に検知されない状態。 

シングル モード光ファイバ

【single-mode optical 

fiber】 

 単一のパス（モード）のみを搬送する光ファイバ。 

人的事故 

【human events】 

 経済危機、ゼネスト、テロ（核・生物・化学テロやサイバーテロも含む）、破壊行為、

人質事件、騒乱、外敵による攻撃、放火、暴動、事故、およびその他の特殊な事

態。 

信頼性 

【reliability】 

 特定の期間に、要素またはシステムが意図された通りに機能し続ける確率。 

心理的抑止手段

【psychological barrier】 

 設置の有無により、不正な立入や侵入を心理的に抑制する装置または障害物。 

スイッチ (機器) 

【switch (equipment)】 

 スイッチング技術を使用して通話の確立と終了を行う音声通信装置。 

スイッチ (デバイス) 

【switch (device)】 

 (1)1 回線以上の電気回路を開路、閉路、またはその両方を行うための装置。(2)定

格電流を入切できる機械的装置。(3)電気回路の接続を閉路、開路、または切替す

るための装置。(4)2 本のデータ線の間で、デジタル変数に応じて開閉状態を変えられ

る電子的装置。 

注：スイッチの操作方式には、手動式、機械式、水圧式、温度式、圧力式、重力式、あるい

はリレーの定義に入らない電磁式が存在する。   

スイッチ (ネットワーク) 

【switch (network)】 

 LAN 通信、媒体間の接続、および管理機能の集約点を提供するネットワークアクセ

ス装置で、各スイッチポートが別個の通信チャネルとなっている。 

スイッチギヤ 

【switchgear】 

 通常、前面と背面の双方からアクセス可能な電気設備用の筐体で、ヒューズや遮断

器など、電気機器を切り離しできる過電流保護装置を格納する。スイッチギヤの定格

は通常 800A から 5,000A の範囲で、特徴として通常引き出し式の独立型、絶縁ケ

ース型、または低圧の遮断器を備えている上に、監視制御機能と、母線を充電したま

までの開閉器や遮断器などの増設や撤去を可能とする機能を備えていることが多い。 

水平クロスコネクト 

【horizontal cross-

connect】 

 水平配線から他の（水平、バックボーン、機器等）配線に接続するクロスコネクト。 

水平配線 

【horizontal cabling】 

 (1)通信アウトレット／アダプタと水平クロスコネクトの間の配線。(2)建物自動制御シ

ステムのアウトレットまたは水平接続点の物理的端子から水平クロスコネクトまでの間

の配線。(3)データセンターの内部においては、水平配線は（主分配エリアまたは水平

分配エリアに在る）水平クロスコネクトからゾーン配線エリアまたは機器分配エリアにあ

るアウトレットまでの間の配線を指す。 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

17 

水平分配エリア 

【horizontal distribution 

area】 

 コンピュータ室内で水平クロスコネクトが設置されているエリアを指し、同エリア内には機

器分配エリアにある端末機器のための LAN スイッチ、SAN スイッチ、キーボード・ビデ

オ・マウス（KVM）スイッチ等を含む。 

スクリーン 

【screen】 

 ケーブルペアを電磁干渉から守る薄い金属箔（例：アルミ箔）によるラッピング。 

スター型トポロジ 

【star topology 

(telecommunications 

cabling)】 

 中心点から複数の電気通信ケーブルが分配されるトポロジ。 

ストレージ エリアネットワーク

【storage area network】 

 複数のストレージ装置を共有する高速ネットワーク。SAN は、それに接続された全サ

ーバが、接続されているストレージ装置を利用することを可能とする。 

スプライス 

【splice】 

 導体同士の恒久的な接続。 

スペース（通信） 

【space 

(telecommunications)】 

 電気通信機器およびケーブルの設置および端末処理を主目的とする区域（例：

MDA、IDA、HDA、TR、引込室）。 

静止型切替器 

【static switch】 

 切替器（静止型） 【transfer switch, static】を参照。 

静止型 UPS 

【uninterruptible power 

supply, static】 

 全ての要素に可動部が存在しない UPS を指す。通常、整流要素、インバータ要

素、蓄電要素、およびそれらの制御・保護装置により構成される。 

制震装置 

【seismic snubber】 

 震動からの隔離を要する機器の周囲に設置し、建物構造体に固定された機械式の

装置で、その機器に伝わる建物の震動の伝播を制限するもの。地震、強風、その他

外力により建物に固定した機器が変位する場合に使用する。 

成端 

【termination】 

 導体と接続端子を物理的に接続する行為。 

絶縁された電源  

【separately derived 

system】 

 主系統とは異なる電源または装置から電気を得ている構内電気系統を指す。この場

合、これらの電源から主系統につながる導体は接地導体も含めて一切存在しない。 

接続ハードウェア 

【connecting hardware】 

 ケーブルの機械的端末部を提供する部品。 

設計意図 

【design intent】 

 建物所有者が重要と考える設計上のアイデア、概念、基準を詳細に定義した技術

的文書。 

接地極 

【grounding electrode】 

 大地に直接、電気的に接続する導体。 
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接地極間導体  

【grounding electrode 

conductor】 

 接地極と、機器接地導体や引込機器内の接地導体、あるいは個別電源の接地源

を接続する導体。 

接地極システム 

【grounding electrode 

system】 

 1 個以上の電気的に接続された接地極。 

接地（動詞）  

【grounding】 

 接地を施す行為。 

接地導体 

【grounding conductor】 

 建物の主接地バスバーと接地極を結ぶ導体。 

設計図書 

【design document】 

 設計意図を詳細に記した文書。 

接地（名詞） 

【ground】 

 電気回路や機器から大地またはその代わりとなる導体に至る、一連の意図的または

非意図的な電路を指す。 

ゼロ U スペース 

【zero U space】 

 ラックユニットスペースを消費せずに、キャビネットまたはラック内にアクセサリを実装する

空間を指し、一般的にはラックユニットスペースに実装された機器の両側と側板の間の

隙間を使うことが多い。 

挿入損失 

【insertion loss】 

 発信側と受信側の間に要素、またはリンクを挿入したことにより生じる信号損失。減

衰量 【attenuation】とも称される。 

ゾーンアウトレット  

【zone outlet】 

 ゾーン分配エリア内にて、水平ケーブルを成端する接続装置で、機器分配エリアへの

機器コード接続を可能とする。 

ゾーン分配 

【zone distributor】 

 主分配配線要素、ゾーン分配配線要素、ネットワークアクセス配線要素、及び

『ISO/IEC 11801』または『EN 50173-1』で定める配線要素と（『CENELEC 

EN50173-5』または『ISO/IEC24764』に定める）アクティブネットワーク機器の間の

接続に使用される分配を指す。『ANSI/TIA 942-B』で言うところの水平分配

（HC）に相当。 

ゾーン分配エリア  

【zone distribution area】 

 コンピュータ室内で、ゾーンアウトレットまたは集約点を設置する区域を指す。 

ダークファイバ 

【dark fiber】 

 未利用の敷設済の光ファイバケーブル。光信号を通信している状態のものはリットファ

イバ【lit fiber】と呼ぶ。 

対応策 

【countermeasures】 

 脅威による損害を抑止・遅延・検知するための手順・技術・装置・生物（例：犬・人

間）等の総称。 

ダウンタイムの影響 

【impact of downtime】 

 データセンターの重要システムの性能要件とそれに関連する冗長性要件を定義するた

めの三大要素の一つ。ダウンタイムの影響はコンピュータ処理サービスの停止による、

組織の目的達成能力への様々な影響を積分したものである。運用レベル

【operational level】と運用稼働率【operational availability】も参照。 
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建物コミッショニング  

【building 

commissioning】 

 最も広義な意味で、建物とそのシステムの性能が設計意図や建物所有者及びユー

ザの運用ニーズを満たすことを実現・確認・記録する一連のプロセスを指す。このプロセ

スは設計から利用開始・運用段階まですべてを網羅することが理想的である。 

建物システム  

【building systems】 

 建物の建築・空調・電気・制御システムと、それらを構成するサブシステム・設備・部

品の総称。 

単純性  

【simplicity】 

 複雑性はリスク要因となるという理解の下、目的を達成するための必要最小限の機

能を実装することを指す。 

遅延スキュー 

【delay skew】 

 同一ケーブルシース内の芯線ペアの遅延が最も少ないものと最も多いものの間の時間

差。 

チャネル 

【channel】 

 アプリケーション専用機器が接続されている、2 点間を結ぶ伝送路の全てを指す。 

中央集中化配線

【centralized cabling】 

 ワークエリアから通信室内の直収ケーブルと、インターコネクト・スプライス等の集中型の

クロスコネクト設備までの配線構成。 

中間クロスコネクト 

【intermediate cross-

connect】 

 第一レベルと第二レベルのバックボーン間のクロスコネクトを指す。水平クロスコネクト

(HC)とも呼ぶ。 

中性点接地 

【X-O bond】 

 電気系統上で絶縁された接地系を構築する起点。中性点導体または三相 4 線式

の 4 本目の導体の起点となる。中性点接地は、一般的にそれより下位に接続された

電気系統の接地の基準点となる。 

直接接地  

【solidly grounded】 

 いかなる形の抵抗器あるいはインピーダンス装置をも介さずに接地と接続された状態。 

地絡事故遮断器  

【ground fault circuit 

interrupter】 

 大地への電流が閾値を超えた際に、定められた時間以内に当該電路の全部または

一部の電流を遮断し、人員の安全を守る装置。 

通常モード 

【normal mode】 

 有負荷時の定常状態でのシステム構成。 

通信インフラ

【telecommunications 

infrastructure】 

 インフラ（通信） 【infrastructure (telecommunications)】を参照。 

通信機器室

【telecommunications 

equipment room】 

 機器室（通信） 【equipment room (telecommunications)】を参照。 

通信室(TR)

【telecommunications 

room】 

 通信室は、機器室や引込室と違い、（建物全体ではなく）個別のフロアや顧客ごと

に設定され、バックボーン配線と水平配線の接続に使われる。 
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通信スペース

【telecommunications 

space】 

 スペース（通信） 【space (telecommunications)】を参照。 

通信媒体

【telecommunications 

media】 

 媒体（通信） 【media (telecommunications)】を参照。 

通信引込口

【telecommunications 

entrance point】 

 引込口（通信） 【entrance point (telecommunications)】を参照。 

通信引込室またはスペース 

【telecommunications 

entrance room or 

space】 

 引込室またはスペース（通信） 【entrance room or space 

(telecommunications)】 を参照。 

通信ボンディング導体

【telecommunications 

bonding conductor】 

 通信用ボンディングインフラを建物の（電気）保安用接地に接続する導体。 

備考:旧称: 通信用ボンディング導体 【bonding conductor for 

telecommunications】（BCT）   

通信用ボンディングバックボ

ーン 

【telecommunications 

bonding backbone】 

 プライマリボンディングバスバー（PBB）と、セカンダリボンディングバスバー（SBB）を

接続する導体。 

ツリー型トポロジ 

【tree topology】 

 ネットワーク上のノード間に、常に 1 ルートしか存在しないトポロジを指す。接続のパタ

ーンは木の枝またはアルファベットの T に似ている。 

吊下耐荷重 

【hanging load】 

 上階の床下または上部構造材から吊り下げ可能な重量。 

抵抗接地 

【resistively grounded 

power system】 

 接地方式の一つで、主に抵抗成分を持つインピーダンスを介して接地極に至るものを

指す。 

ディストリビューション・レイヤ

【distribution layer】 

 コアレイヤとアクセスレイヤの間に位置するスイッチ群。ディストリビューションスイッチは、

スイッチと外部ルータの複合体や、マルチレイヤスイッチの場合もある。 

停電切替 

【open transition】 

 切替または状態遷移において、途中で電気の供給が途絶えるものを指す。ブレークビ

フォメークとも呼ぶ。 

データ センター 

【data center】 

 コンピュータ室とその付帯設備を収容することを主目的とする建物の全体または部分。 

データセンターインフラ効率 

【data center 

infrastructure 

efficiency】 

 一般的に DCiE と略される、データセンターのエネルギー効率を表す指標で、電力効

率性（PUE）の逆数となる。 
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データセンター全体の消費電

力 

【total facility power】 

 データセンターのみで消費する電力を指し、IT 機器（ITE）に供給する配電および分

電、空調および空調制御、コンピュータネットワークおよびストレージ、その他データセン

ター運用に必要な要素など、全てのインフラ設備が消費する電力を含む。 

1/PUE = IT 機器の消費電力/データセンター全体の消費電力×100% 

デマーク 

【demarc】 

 分界点【demarcation point】を参照。 

電気主接地バスバー  

【main electrical 

grounding busbar】 

 建物電気保安接地および、その他の建物内の接地とボンディング用導体が接続さ

れ、建物の等電位を確立するバスバーを指す。 

電気通信

【telecommunications】 

 ケーブル、無線、光、その他電磁的手段によるあらゆる形の情報（例：符号、信

号、文書、画像、音声）の送信、発信、および受信。 

電気通信管理 

【administration】 

 通信インフラの変更・追加・移動を行う際に必要となるラベリング・識別・記録・運用の

方法。 

天災 

【natural events】 

 干ばつ、火災、雪崩、雪害・雹害・氷害、津波、台風/嵐、生物、高温/低温災害、

洪水/高潮、地震/地殻変動、火山噴火、竜巻、地滑り、砂塵嵐、雷害を含む自然

災害。 

電磁干渉 

【electromagnetic 

interference】 

 電子機器または信号伝達に望ましくない影響を及ぼす無線または有線で伝播する電

磁エネルギーを指す。 

電池バックアップユニット

【battery backup unit】 

 交流を直流に変換する電源装置（PSU）、またはパワーシェルフに接続された蓄電

装置であり、無停電電源装置（UPS）の機能を果たす。電池バックアップユニット

は、一般的に OCP ラックで使われている。 

電灯 

【luminaire】 

 電気照明とその要素、または照明器具。 

天然障壁  

【natural barrier】 

 山岳、水面、砂漠、湿地など、出入りを制限または阻止する自然の地形要素全般。 

電波障害 

【radio frequency 

interference】 

 無線送信に使用される周波数帯における電磁干渉を指す。 

伝搬遅延  

【propagation delay】 

 信号が伝送路の片端から反対端に到達するまでの所要時間。 

電力効率性  

【power usage 

effectiveness】 

 一般的に PUE と略され、データセンターなどのエネルギー効率を表す指標の一つで、

データセンター全体の消費電力を IT 機器の消費電力で割ったもの。PUE はデータセ

ンターインフラ効率（DCiE）の逆数である。 

動作可能時間  

【uptime】 

 通常、IT 機器（ITE）が稼働状態でそのミッションを果たせる状態にある時間を、年

間を通じたパーセンテージで表記したもの。 
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動作試験 

【performance test】 

 特定の機器またはシステムが正しく設置され、起動し、機能試験の準備が整っている

ことを確認するための一連の試験を指す。チェックリストの形式を取る場合が多い。 

等電位ボンディング

【equipotential bonding】 

 各種の露出した導電部品とその他の導電体を電気的に連結し、特に（過渡現象の

無い）通常時に等電位を保つように正しく設計・施工された電気的接続を指す。 

トポロジ 

【topology】 

 システムの物理的または論理的な構成。 

ドメイン 

【domain】 

 国籍や組織の種別に基づく一般グループ名称にかかわる、命名階層ツリーの位置部

分を指す。 

トランキング 

【trunking】 

 (1)ユーザ毎に個別のチャネルを用意する代わりに、機器、ソフトウェア、プロトコル等の

手段により、多数のユーザが比較的少数の通信チャネルを共有することを指す。無線

システムの場合、チャネルは周波数帯とリピータに該当する。有線システムでは、チャネ

ルは銅線ペアか光ファイバ芯線に該当する。トランキングは限られたリソース（チャネ

ル）をより多くのユーザに共有させ、リソースの利用効率を大幅に改善する。(2)ネット

ワークプロトコルにおいて、『IEEE 802.1Q』等のカプセル化するプロトコルを用いて、複

数の VLAN からのフレームを多重化（マルチプレクシング）して単一の物理リンク（ト

ランク）に統合することを指す。フレームをトランクに載せる前に、プロトコルでフレームを

改変し、送信元の VLAN を判別可能とする。トランクの受信端では逆のプロセスが行

われる。 

トランクケーブリングアセンブ

リ  

【trunk cabling 

assemblies】 

 成端された複数の同種または異種のケーブルを束ねて、一つの外皮で被覆するか、あ

るいは連続的に結索することで単一のユニットとしたもの。 

トランクケーブル 

【trunk cables】 

 ケーブルを束ねて単一のユニットとしたもの。 

二次側 

【secondary side】 

 受電変圧器の低電圧側、UPS の負荷側、PDU 変圧器の負荷側、STS の出力側

を指す。 

二重床 

【raised floor】 

 フリーアクセスフロア 【access floor】を参照。 

入力電源切替 

【input source transfer】 

 二つの異なる電源間の切替機能およびそれが存在する電気系統上の機器。 

熱（火災予防） 

【heat (fire protection)】 

 通常の外気温よりも著しく高温な状態。 

ハードニング 

【hardening】 

 物理的衝撃、セキュリティ事故、天災等からの保護。 

パーマネントリンク

【permanent link】 

 (1)水平ケーブリングのうち、コードを除いた常設部分（例：試験機器、パッチ等）

(2)リンクのテスト構成のうち、テストコードとパッチコードを除いた部分。 
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配線付属設備 

【cable plant】 

 同一所有者の建物間あるいは同一所有者の敷地内の建物間に物理的・電気的・

光学的接続環境を提供するためのケーブル・レースウェイ・PS 室・ジャンクション/プルボ

ックス・パッチパネル等のインフラの総称。 

媒体（通信）  

【media 

(telecommunications)】 

 電気通信用に使われるワイヤ、ケーブル、導体。 

ハイブリッドケーブル 

【hybrid cable】 

 複数の同種または異種のケーブルを、始点から終点まで連続的に結束・被覆して単

一ユニットとしたアセンブリ。複合ケーブル【bundled cable】を参照。 

バス型トポロジ  

【bus topology】 

 (1)各通信装置またはネットワークから共通の媒体まで単一の接続を有するネットワー

クトポロジ。別名はポイントツーマルチポイントトポロジ。(2)一本の線に全てのネットワー

ク機器が接続される配線構成。これには全てのネットワーク機器に接続されるバックボ

ーンケーブルが必要となる。 

バックボーン 

【backbone】 

 (1)以下のいずれかのスペース間を接続する設備（例：配線経路、ケーブル、導

体）：通信室（TR）、共用 TR、フロア端末、引込室、通信機器室、共用通信

機器室。(2)データセンターの場合は以下のいずれかのスペース間を接続する設備

（例：配線経路、ケーブル、導体）：引込室または引込口、主分配エリア、水平

分配エリア、TR。 

バックボーンケーブル

【backbone cable】 

 バックボーン【backbone】を参照。 

バックボーンボンディング導体

【backbone bonding 

conductor】 

 通信用接地インフラの各要素間を接続する導体。 

備考:以前は接地イコライザー 【grounding equalizer】と表記。   

パッシブダンパー 

【passive damper】 

 地震動や風による構造物への振動の影響を緩和するために用いられる非動力装置。 

パッチコード 

【patch cord】 

 コード 【cord】を参照。 

パッチパネル 

【patch panel】 

 パッチコードを用いてケーブルの成端と管理を行う接続ハードウェアシステム。信号結合

によって他のペアのもたらされる漏話のパワーサムを、遠端にて測定したもの。 

バリデーション 

【validation】 

 設計意図に基づいたシステムの動作を、高い確度で保証するための、文書化された

証跡の確保。 

パワーサム・エイリアン遠端減

衰対漏話比 

【power sum attenuation 

to alien crosstalk ratio at 

the far end】 

 1 以上の 4 ペアチャネルで発生したノイズのパワーサム・エイリアン遠端漏話

（PSAFEXT）と、異なる 4 ペアチャネル・パーマネントリンク・要素部品の挿入損失

を比較した dB 比。 
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パワーサム・エイリアン遠端漏

話 

【power sum alien far-

end crosstalk】 

 1 以上の 4 ペアチャネル・パーマネントリンク・要素部品内における複数のノイズ源ペア

の信号結合によって、4 ペアチャネル・パーマネントリンク・要素部品内の他のペアにもた

らされる漏話のパワーサムを、遠端にて測定したもの。 

パワーサム・エイリアン近端漏

話 

【power sum alien near-

end crosstalk】 

 1 以上の 4 ペアチャネル・パーマネントリンク・要素部品内における複数のノイズ源ペア

の信号結合によって、4 ペアチャネル・パーマネントリンク・要素部品内の他のペアにもた

らされる漏話のパワーサムを、近端にて測定したもの。 

パワーサム遠端減衰対漏話

比 

【power sum attenuation 

to crosstalk ratio, far-

end】 

 特定のペアへの複数の発信源からの近端でのノイズ信号結合を、遠端で測定し受信

した信号レベルに対して計算によって正規化したもの。 

パワーサム近端漏話  

【power sum near-end 

crosstalk】 

 特定のペアへの複数の発信源からの近端でのノイズ信号結合を、近端で測定したも

の。 

反射減衰量  

【return loss】 

 終端（装置側）インピーダンスと通信線のインピーダンスが不整合（同一でない）

場合、信号エネルギーの一部が反射波として発信源に返り、装置側に伝達されなくな

る。この反射成分と送信された信号の比率を dB で表記したものを反射減衰量とす

る。 

非汚損型消火剤 

【clean agent】 

 非導電性の揮発性または気体の消火剤で、残滓を残さないものを指す。 

非汚損型消火装置  

【clean agent fire 

suppression】 

 非汚損型消火剤を使用した飽和式消火装置。 

光ファイバ 

【optical fiber】 

 光を伝送する絶縁体でできた線条。 

光ファイバケーブル 

【optical fiber cable】 

 1 本以上の光ファイバにより構成されるアセンブリ。 

引込管 

【entrance conduit】 

 外部の地下インフラと建物の引込室を接続する管路。 

引込口（通信） 

【entrance point 

(telecommunications)】 

 通信ケーブルが建物外壁、床面、管路から出現する地点。 
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引込室またはスペース(通信)

【entrance room or 

space 

(telecommunications)】 

 建物内または建物外通信バックボーン設備の接続が行われる空間を指す。例として

はコンピュータ室やサーバ室が挙げられる。 

引込設備（通信）

【entrance facility 

(telecommunications)】 

 (1)公共あるいは自社のネットワークケーブル（ワイヤレスを含む）の建物への入口で、

建物への引込口から引込室またはスペースまでを含む。 (2) 通信線の引込に必要な

電気・空調能力を備え、かつ適用される全ての規制に適合している設備。 

非シールド撚り対線

【unshielded twisted-

pair】 

 シールドを使わずに外部ノイズの影響をある程度排除するために、撚り合わせた一対

の導体から構成される、平衡した伝送媒体を指す。一般的な構成では共通の外皮

の中に 4 対の導体を含む。 

非接地ボンディングネットワー

ク  

【isolated bonding 

network】 

 一般的に IBN と表記され、接続する全てのラック・フレーム・キャビネット・ケーブルトレ

イ・管路および補助ボンディング網が単一の接続点（SPC）のみにて接続されている

ボンディングサブシステム。この SPC から他の IBN または共通ボンディング網 

（CBN）に接続される。全ての IBN は SPC を介して大地に接続している。 

品質管理  

【quality control】 

 信頼性向上の 4 大方策の内の 1 つであり、設備の設計や施工を高品質とすること

で、新設時の初期故障や寿命前の停止等によるダウンタイムのリスクを低減する。 

ファイバオプティック 

【fiber optic】 

 光ファイバ 【optical fiber】を参照。 

ファイバマネジメント 

【fiber management】 

 光パッチコードを整然とした状態に保つ目的で設計・製造された部材。ほとんどの端子

フレーム製造者は自社の端子フレーム用のファイバマネジメントを提供している。また、

光ファイバを建物に固定する部材を指す場合もある。 

ファラデーケージ 

【Faraday cage】 

 電磁波を遮へいする目的で設計された金属エンクロージャ。理想的なファラデーケージ

は導体による継ぎ目のない殻である。しかしこれは現実には不可能だが、可能な限り

それに近づけることは可能である。 

フォールトトレラント 

【fault tolerant】 

 無停電保守可能なシステムや設備の特性のうち、事故モードおよび保守モードの時も

冗長構成を維持できることを指す。 

複合ケーブル  

【bundled cable】 

 複数の同種または異種のケーブルを、始点から終点まで連続的に結束して単一ユニッ

トとしたアセンブリ。複合ケーブルは元のケーブルと同一または異なるケーブル製造者、

サードパーティの施設、または敷設現場にて作成される。ハイブリッドケーブル 【hybrid 

cable】を参照。 

プライマリボンディングバスバ

ー【primary bonding 

busbar】 

 通信機器設備への接続が容易な位置に配置され、telecommunications bonding 

conductor によって建物電気設備の接地極と接続された接地用バスバー。 

注：旧称は通信用主接地バスバー（TMGB: Telecommunications Main Grounding 

Busbar） 
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ブランクパネル（又はフィラ

ーパネル） 

【blanking panel (or filler 

panel)】 

 (1)キャビネットやラックに実装された電子機器の一部に含まれない、プラスチック製また

は金属製のパネル。(2)空調最適化を目的として、暖気と冷気を最大限に隔離する

為に IT 機器のキャビネット、ラック、またはエンクロージャの内部に設置された障壁。 

フリーアクセスフロア 

【access floor】 

 調節可能な脚または梁（またはその両方）により支えられた着脱・交換可能な床タ

イルによって構成された、床下空間での作業を可能とするシステム（二重床 【raised 

floor】とも呼ぶ）。 

プルボックス 

【pull box】 

 ワイヤまたはケーブルを敷設するために、密閉されたレースウェイの中間に設けられる筐

体。 

プレナム 

【plenum】 

 空気搬送システムの一部を構成する区画または部屋。 

分界点 

【demarcation point】 

 運用統制者や所有者が変わる境界点を指す。一般的にはサービスプロバイダと顧客

の間の境界点を指す場合が多い。 

分岐点 

【consolidation point】 

 水平配線の接続箇所であり、建物側と端末側の配線経路の間に位置する。 

分電盤 

【switchboard】 

 電気機器を切り離すための、断路器、ヒューズ、遮断器等を備えた単数または複数の

盤で、通常前面より操作する。分電盤の定格は通常 400A から 5,000A の範囲で、

特徴としてモールドケースまたは絶縁ケースの遮断器を盤内に複数取り付けている。

一部引き出し式遮断器を使う場合もあり、通常は活線作業を前提としていない。 

分電盤（電気）

【panelboard (electrical)】 

 母線とヒューズや MCCB 等の自動的な過電流遮断装置を備え、前面からのみアクセ

ス可能な単一の盤または単一盤状に連結可能な複数のユニットを指す。 

分電盤 

【remote power panel】 

 UPS や PDU の下位に接続された分電用の筐体で、負荷の近辺に位置し、一般的

に変圧器を含まず、母線とブレーカで構成される。分電盤は RPP、配電盤または

PDP と表記されることもある。 

ベリフィケーション 

【verification】 

 システムおよびそのインターフェースが、設計意図に基づいて動作するための、試験の実

施と試験結果の検証。 

放棄ケーブル 

【abandoned cable】 

 敷設されているが、両端ともに端子または機器に接続されず、また「将来用」のタグも

付いていないケーブル。 

報告書 

【report】 

 複数の記録から得た情報をまとめた提出物。 

防災用非常電源設備

【emergency systems】 

 国または地方の政府、あるいは管轄する規制当局の定めた規格・規制により非常用

として設置を義務付けられ、非常用と認定された電源設備を指す。これらの設備は常

用電源が喪失するか、人身安全の維持に不可欠な照明および電力を、供給・分配・

制御する設備の一部が事故にあった際に、自動的にそれらの照明や電力を供給する

ことを意図されている。 
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ポートスキャン 

【scan】 

 LAN 内部において、稼働中のネットワークデバイス全てをスキャンして、それぞれのオー

プンポートを特定し、それらのポートのバナー情報を収集する非侵入的な手法を指

す。収集したポートのバナー情報を資料と照合することでネットワークデバイスの種類、

使用されている OS、並びに潜在的な脆弱点を特定する。 

保守モード 

【maintenance mode】 

 予期されるシステム停止または通常の保守停止作業により生じるシステムの形態、お

よび通常は手動で行われるその形態への移行を指す。 

補助ボンディンググリッド

【supplementary 

bonding grid】 

 導体または導電性要素を組み合わせたグリッド状または板状の導体で、それらが接続

されたボンディング網の一部を構成する。 

ホットスポット 

【hot spot】 

 キャビネットまたはラック内に設置した機器の吸気口にて測定された温度が、設計標準

または機器仕様で定めた値を超過した場所。 

ボンディング 

【bonding】 

 金属製部材間における通電経路の電気的連続性と、想定される最大電流の安全

な通電を担保するための恒久的接続を指す。 

ボンディングネットワーク

【bonding network】 

 通信機器に等電位接地を提供するための導電性構造体の集合体。 

ボンディング間連絡導体

【intersystem bonding 

conductor】 

 複数のまたは異なる（電気用・通信用など）接地系統を、建物の共通接地系

（例：建物接地極【システム】）に接続するための導体。 

ボンディング導体(ジャンパ)

【bonding conductor 

(jumper)】 

 金属製部材間の電気的接続の維持に必要な、導電性を確保するために使用する

信頼できる導体。 

マルチモード光ファイバ

【multimode optical 

fiber】 

 多数の光の波長（モード）を搬送する光ファイバ。 

ミッションクリティカル 

【mission critical】 

 事業継続・人身安全・セキュリティ・危機管理等の理由で業務継続に不可欠とされる

全ての運用・活動・プロセス・機器・および設備。 

無停止運用保守対応 

【concurrently 

maintainable and 

operable】 

 要素の保守停止または故障が最終負荷に影響を与えない構成。ただし要素の停止

中は何らかの状態変化が発生し、システムの冗長性は下がる。クラス F3 が成立する

ための主たる必須要件。 

無停電切替  

【closed transition】 

 電気回路の閉路状態が維持されたままでの状態変化、または回路切替を指す。メー

クビフォーブレイクともいう。 

無停電電源装置(UPS) 

【uninterruptible power 

supply】 

 負荷に対して継続した電源を供給する装置で、外部電源が喪失または許容範囲を

超えて不安定な場合など、必要な際には貯蔵エネルギー源を利用して供給を続け

る。UPS は、貯蔵エネルギー源が枯渇、もしくは外部電源が復旧するか、許容範囲

内の安定した代替電源から受電可能となるまで、電源供給を続ける。 
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メッシュ型ボンディングネットワ

ーク  

【meshed bonding 

network】 

 ボンディンググリッドを用い、関連する全てのキャビネット・架・ラック・ケーブルトレー、およ

び管路が接続された、隔離されていないボンディング網を指す。このグリッドは共通ボン

ディング網に複数のポイントで接続されている。 

木板 

【backboard】 

 通信用接続部材および機器を取り付けるための板(例：木製または金属製)。 

目標稼働率 

【targeted availability】 

 年間最大許容ダウンタイムの言い換え。 

モジュール 

【module】 

 ストレージ、演算ノード、電気・空調設備、またはデータセンター空間の段階実装単

位。 

モジュラー ジャック 

【modular jack】 

 電気通信コネクタのうち、通常 6 または 8 接点を持つ受け（メス）側を指す。鍵

（keyed）の有無は問わず、全ての接点が導体に接続されている必要もない。 

モジュラー 

【modular】 

 データセンターの場合、工場生産またはプレハブ方式で建設現場以外の場所で組み

立てられ、現場に完成品として輸送されるデータセンター空間またはインフラ、あるいは

その両方の組み合わせ。モジュラーデータセンターは、現地での加工または組み立てを

必要とする場合がある。 

誘導（リアクタンス）接地系

統  

【inductive/reactance-

grounded power 

system】 

 インピーダンス接地の一つの方式で、接地系が誘導性リアクタンス成分を主とするイン

ピーダンスを介して大地とつながるものを指す。 

要素冗長 

【component 

redundancy】 

 設備の構成要素が故障した際においても、連続稼働を維持できることを意図した構

成。主要素の近辺に予備要素を配置し、主要素故障時に切り替わるように設計す

ることで実現する。（訳注：要素【component】とは、システムを構成する単一の機

器・部品・または複数機器によるモジュールの総称） 

ライザー ケーブル 

【riser cable】 

 同一階または異なる階とのバックボーンを構築するために、防火区画の貫通に対応し

た通信ケーブル。 

ライザー 

【riser】 

 (1)ケーブルの垂直区間（例：地下または直埋から架空となる部分等）。(2)異なる

階の間をケーブル接続するために使用される空間。 

ラダー型ケーブルラック 

【ladder rack】 

 側面材と底面材が、はしご状に構成されるケーブルトレイで、水平・垂直の通信ケーブ

ルを支持する。 

ラック 

【rack】 

 電気機器および電子機器を設置するオープンな構造物。 

ラックユニット 

【rack unit】 

 パネル高さを定義する数値で、1 ラックユニットは 44.45mm（1.75in）に相当し、U

または RU と表記される。 
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ラベル 

【label】 

 その物について事前に定義された情報を記した紙片あるいはその他の素材で貼付され

るもの。名称・番号・接続先・位置等の重要な情報が記載されている。 

リスク 

【risk】 

 特定の脅威が特定の脆弱性を用いて、物理的または IT 上の損害を与える確率。 

リスク管理 

【risk management】 

 リスクを特定し、それらを除去・緩和・または管理するための方針および対策を策定す

るプロセス。 

両端受電 

【double ended】 

 受電・配電構成のうち、母線連絡遮断器を有し、その両側にそれぞれ定格の 100%

負荷を供給できる電源線が接続されているものを指す。これは N+1 または 2N の系

統構成の一部を構成する。この方式は、複数電源系統からの受電や、同一電源か

ら複数回線で受電する場合に適用でき、さらに発電機電源への切替機能を備えるも

のもある。 

リンク 

【link】 

 2 点間を結ぶ、機器やコードを含まない通信経路。 

リング型トポロジ 

【ring topology】 

 複数のノードが直列かつ切れ目なく環状に接続された状態の、物理的または論理的

ネットワーク構成。各ノードは直前のノードから受け取った信号を、直後のノードに転送

する。 

リンケージ 

【linkage】 

 データベースにおいて、レコードとその識別子、あるいはレコード同士を関連付けるも

の。 

レースウェイ 

【raceway】 

 ワイヤ又はケーブルを通すための金属製または非金属製の密閉された経路。レースウ

ェイには以下を含むが、それに限定されない。剛性コンジット（厚い金属管:RMC）、

中剛性コンジット（RMC と EMT の中間の肉厚の金属管:IMC）、防水金属製可と

う電線管、金属製可とう電線管、フレキシブル金属線渠、電路用非金属管路、電

磁シールドチューブ（薄い金属管:EMT）、床下レースウェイ、各種セルラーダクト、ワ

イヤーウェイ、バスウェイ。 

注：ケーブルトレイは、レースウェイの一種とはみなされない。   

ローカル分配点 

 【local distribution 

point】 

 ゾーン内分配ケーブリング要素における接続点を指し、『CENELEC EN 50173-5』

および『ISO/IEC 24764』規格における表記。『ANSI/TIA-942-B』ではゾーン分配点

（ZDA）の分岐点【Consolidation point】の名称で表記されている。 

ロータリーUPS

【uninterruptible power 

supply, rotary】 

 電動機等の原動機、交流発電機等の回転機電源、電池等のエネルギー貯蔵装

置、そしてそれらの制御・保護装置、及び貯蔵されたエネルギーを補充する装置（整

流器／充電器等）により構成される UPS を指す。 

ロードバンク 

【load bank】 

 複数の抵抗成分および誘導成分、並びにファンと制御装置からなる機器を模擬する

装置。ロードバンクは試験環境下で PDU、無停止電源（UPS）、または発電機に

電気的負荷として接続される。 

ワイヤ 

【wire】 

 単独の単線または撚線の金属製導体を指す。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

30 

ワイヤレス 

【wireless】 

 情報の伝達手段として、空間を伝播する電磁エネルギー（例：電波、マイクロ波、

可視光など）を用いること。 

ワイヤ整線部材 

【wire management】 

 ケーブルマネジメント 【cable management】を参照。 

A-C 級難燃性合板  

【A-C-rated fire-retardant 

plywood】 

 片面（室内側）が上質な A 級仕上げ、もう片面（壁側）がより粗く C 級仕上げと

なっている、難燃処理が施された合板。 

ITE 電力 

【information technology 

equipment power】 

 データセンター内の全てのインフラ機器を除き、IT 機器の動作ならびに電子データの管

理・監視・制御・ルーティングに使用する電力。 

M13 多重化装置 

【M13 multiplexer】 

 T-1 および E-1 信号を T-3 または E-3 回路に集約する。複数の独立した T-1、E-

1、またはその組み合わせを単一の T-3 または E-3 回線に集約する安価な装置。 

MIB  

【management 

information base】 

 SNMP プロトコル内において、管理対象となるオブジェクトと変数を定義する。 

MMR 

【meet-me room】 

 コロケーションデータセンター内に設けられ、通信事業者同士、またはデータセンター内

の顧客と通信事業者との物理的な接続を行うことができる区画。meet-me room 

(MMR)は通信引込室と同室でも別室でも良い。 

NOC 

【network operation 

center】 

 コマンドセンター【command center】を参照。 

OCP ラック 

【open rack】 

 以下の全ての特徴を備えている：(1)ラック背面に、搭載機器への電源供給用の 2

本のバスバーを設置。(2)幅 528mm（21in）の機器を搭載できる横幅。(3)機器の

垂直面の間隔が 48mm（1.89in）のオープンラックユニット（OU）単位。(4)ケーブ

ル接続はラック前面からアクセスする。 

PDU 

【power distribution 

unit】 

 Power Distribution Unit の略で、床上またはラック内に設置し、頭上又は床下から

のケーブルを介して IT 機器を収めた複数のラック又は筐体に、電力を分配するための

筐体。PDU は 1 以上の分電盤から構成され、変圧器、監視装置、そして制御装置

が含まれることもある。PDU はコンピュータパワーセンターまたはパワーディストリビューシ

ョンセンターと呼ばれる場合もある。 

ROI 

【return on investment】 

 投資額に対する、投資で得られた利益または損失の割合。 

SCADA システム

【supervisory control 

and data acquisition 

system】 

 プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、それらへのデータ入力、専用のソフトウェ

ア、配電用開閉装置の電動ブレーカにより構成される制御システム。これにより各施

設に固有のシステムを構築し、制御盤の端末から電気系統の遠隔監視操作を行う。 
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ScTP ケーブル  

【screened twisted-pair 

cable】 

 一対以上の非シールド型ツイストペアを、金属箔シールドで包み、必要に応じてドレン

線を付けたツイストペアケーブルを指す。ケーブル全体は絶縁被覆（ケーブルジャケッ

ト）で覆われている。フォイルツイストペアケーブルとも呼ぶ。 

VLAN 

【virtual local area 

network】 

 物理的トポロジの上に、異なる論理的トポロジの上乗せを可能とするネットワークプロ

トコル。VLAN はトラフィックの分離と論理的ネットワーク分割を提供する。VLAN は、

ブロードキャストドメインを構成し、VLAN 間の相互通信が必要な場合にはルーティン

グ機能を必要とする場合もある。 

XaaS 

【XaaS】 

 外部ベンダやデータセンターによって提供されるサービスの一般的な総称。使用例とし

ては IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、

そして SaaS（Software as a Service）などが挙げられる。 

 

4.2 略称および略号 

一般的な略称および略号を除いて、本規格にて使用する略称と略号を以下に記す。（訳注：なお、略称の元になる

英文の正式表記については和訳せず原文のままとしている） 

24/7 twenty-four hours a day, seven days 
a week 

A/E architectural/engineering 

AC alternating current 

ACEG alternating current equipment 
grounding conductor 

ACRF attenuation to crosstalk ratio, far-end 

ACS access control system 

ADA Americans with Disability Act 

AFEXT alien far-end crosstalk 

AHJ authority having jurisdiction 

AHU air handling unit 

AISS automated information storage 
system 

ANEXT alien near-end crosstalk 

APC angle physical connector; angle 
polished connector 

ASTS  automatic static transfer switch 

ATM asynchronous transfer mode 

ATS automatic transfer switch 

AWG American wire gauge 

BAS building automation system 

BBU battery backup unit 

BMS building management system 

BN bonding network 

BNC Bayonet Neill-Concelman 

CATV community antenna television  

CBN common bonding network 

CBRNE chemical, biological, radiological, 
nuclear, or explosive 

CD construction document 

 CFD computational fluid dynamics 

CM construction management 

CO central office 

CP consolidation point; critical power 

CPE customer premises equipment  

CPU central processing unit 

CPVC chlorinated polyvinyl chloride 

CRAC computer room air conditioner; 
computer room air conditioning 

CRAH computer room air handler; 
computer room air handling 

DC direct current 

DCEG direct current equipment grounding 
conductor 

DCiE data center infrastructure efficiency 

DCIM data center infrastructure 
management 

DP data processing; distribution panel 

DS 1 digital signal level 1 

DS 3 digital signal level 3 

DSX digital signal cross-connect 

DWDM dense wave division multiplexer 

E-1 European trunk level 1 

E-3 European trunk level 3 

EAC electronic access control 

EAP electronic asset program 

EDA equipment distribution area 

EGC equipment grounding conductor 

EGS equipment grounding system 

EMD equilibrium mode distribution 

EMI electromagnetic interference 
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EMS energy management system 

EO equipment outlet 

EPMS electrical power management system 

EPO emergency power off 

ESCON enterprise system connection 

ESD electrostatic discharge 

ESS electronic safety and security 

EU European Union 

F/UTP foil screened unshielded twisted-pair  

FDDI  fiber distributed data interface 

FE Fast Ethernet 

FICON fiber connection 

GbE Gigabit Ethernet 

GEC grounding electrode conductor 

GES grounding electrode system 

GFCI ground fault circuit interrupter 

GUI graphical user interface 

HC horizontal cross-connect 

HCP horizontal connection point 

HDA horizontal distribution area 

HEPA high-efficiency particulate air 

HMI human machine interface 

HR  human resources 

HVAC heating, ventilating, and air 
conditioning 

IBN  isolated bonding network 

IC  intermediate cross-connect 

IDC insulation displacement contact 

IIM intelligent infrastructure management 

ISDN integrated services digital network 

ISP inside plant 

IT information technology 

ITE information technology equipment 

KVM keyboard/video/mouse 

LAN local area network 

LDP local distribution point 

LED  light-emitting diode 

LP lightning protection system 

LSZH low smoke zero halogen 

MC  main cross-connect 

MD main distributor 

 MDA main distribution area 

MDF main distribution frame 

MEGB main electrical grounding busbar 

MERV minimum efficiency reporting value 

mesh-BN mesh-bonding network 

MIB management information base 

MMR meet me room 

 MPLS multiprotocol label switching 

MTBF mean time between failures 

MTTR mean time to repair 

NC noise criterion 

NEBS network equipment building system 

NEC® National Electrical Code®  

NEXT near-end crosstalk 

Ni-Cd nickel-cadmium  

NRTL nationally recognized testing 
laboratory 

O&M operation and maintenance 

OC optical carrier 

OCP Open Compute Project 

注：OCP は Open Compute Project Foundation 

の登録商標であり、使用には許諾が必要。   

OLT  optical loss test set 

OSP outside plant 

OTDR  optical time domain reflectometer 

PBB  primary bonding busbar 

PBX private branch exchange 

PC  personal computer 

PD propagation delay 

PDU  power distribution unit 

PLC programmable logic controller 

PM preventive maintenance 

PoE power over Ethernet 

POU power outlet unit 

PPE personnel protection equipment 

PQM power quality monitoring 

PSAACRF power sum attenuation to alien 
crosstalk ratio at the far end 

PSACRF power sum attenuation to crosstalk 
ratio, far-end 

PSAFEXT power sum alien far-end crosstalk 

PSANEXT power sum alien near-end crosstalk 

PSNEXT power sum near-end crosstalk 

PSU power supply unit 

PUE power usage effectiveness 

PVC polyvinyl chloride 

QoS  quality of service 

RAID redundant array of independent (or 
inexpensive) disks 

RC room cooling  

RF radio frequency 

RFI radio frequency interference 

RFP request for proposal 

RH relative humidity 
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RJ48X registered jack with individual 8-
position modular jacks with loopback 

ROI return on investment 

RPP remote power panel 

RU rack unit 

SAN storage area network 

SBB secondary bonding busbar 

SBG supplementary bonding grid 

SC supplemental cooling 

SCADA supervisory control and data 
acquisition 

SCSI small computer system interface 

ScTP screened twisted-pair 

SD schematic design 

SDH synchronous digital hierarchy 

SNMP  simple network management protocol 

SONET synchronous optical network 

SPC single point of connection 

SPD  surge protection device  

SPG single point ground 

STM synchronous transport module 

STP shielded twisted-pair 

STS static transfer switch  

T-1 trunk level 1 

T-3 trunk level 3 

TBB telecommunications bonding 
backbone 

 

 TBC telecommunications bonding 
conductor 

TLE telecommunications load equipment 

TR telecommunications room 

TVSS transient voltage surge suppression 

UPS uninterruptible power supply 

UTP  unshielded twisted-pair 

VAV variable air volume 

VCSEL vertical cavity surface emitting laser 

VFD voltage and frequency dependent, 
variable frequency drive 

VFI voltage/frequency independent 

VBIED vehicle borne improvised explosive 
device  

VI voltage independent 

VLA vented lead-acid 

VLAN virtual local area network 

VoIP voice over Internet protocol 

VPN virtual private network 

VRLA valve-regulated lead-acid 

VSS video surveillance system 

WAN wide area network 

ZD zone distributor 

ZDA zone distribution area 

4.3 単位 

本規格で採用する単位系は SI 単位系とする。米国単位系（ヤード・ポンド法）への概算の換算値をカッコ内に併記

する。  本規格で使用する単位略号を以下に示す。 

° C degree Celsius 

° F degree Fahrenheit 

μ m  micrometer 

A ampere 

BTU British thermal unit 

dB  decibel 

CFM cubic foot per minute 

fc foot-candle 

ft foot（’ とも表記） 

ft2 square foot 

ft/min foot per minute 

ft3/min cubic foot per minute 

ft/s foot per second 

Gbps gigabit per second 

GHz gigahertz 

gpd gallons (U.S.) per day 

 gpm gallons (U.S.) per minute 

Hz hertz 

in inch（“ とも表記） 

in WC inches of water column 

K kelvin 

kb/s kilobit per second 

kg kilogram 

kg/m2 kilogram per square meter 

kHz kilohertz 

km kilometer 

kN kilonewton 

kPa kilopascal 

kVA kilovolt-ampere 

kW kilowatt 

lb pound (mass/weight)  

lb/ft2 pound per square foot 
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lb/in2 pound per square inch  

lx lux 

m  meter 

m/s meter per second 

m2 square meter 

m3/min cubic meter per minute  

MCM thousand circular mils 

MHz megahertz 

MHz•km megahertz kilometer 

mm millimeter 

MPa megapascal 

mph mile per hour 

MW megawatt 

N newton 

 nm nanometer 

OU open rack unit 

注：1OU は、48mm（1.89in）に相当する。   

Pa pascal  

psi pound per square inch 

RU rack unit 

V volt 

VA volt-ampere 

VAC volt alternating current 

VDC volt direct current 

W watt 

W/ft2 watt per square foot 

W/m2        watt per square meter 
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5 用地の選定 

5.1 序文 

本項では、データセンターの用地選定にあたり、その場所が新規データセンターの新築を伴う未開発の工業用地である

か否か、データセンターとして改装する既設建物の場所、統廃合あるいは閉鎖を考慮する際のデータセンターの順位付

けなど、検討すべき事項の概要を説明し、推奨事項を提案する。 

注：  既設建物およびデータセンターを評価する際には、追加の評価軸（例：建物構造および設計、電気・空調システム）

を検討することが望ましく、それらについては本書の別項を参照すること。 

記載された指針および事例は、多くの法的管轄区域および立地で適用可能である。ただし、特定の用地の適性を判

断する場合は、最終選定の前にすべての適用可能な地方および地域の指針、ならびに規定も確認することを推奨す

る。 

冗長もしくは災害復旧（DR）を目的とするデータ センターの用地選定にあたっては、主たるデータセンターともう一方の

データセンターが同一の事象によって共に影響を受ける確率を最小限に抑制することが重要である。 

5.2 用地の評価 

5.2.1 一般的な必須事項 

用地の適性は、用地調査および評価、ならびにリスク分析によって判断しなければならない。 

5.2.2 一般的な推奨事項 

代替地点を検討するに当たっては、リスクの低減措置の実効性およびその費用を用地選定プロセスの一環として考慮

することが望ましい。既存の用地調査書は、当該文書が作成から 6 か月以内の場合のみ、参照することが望ましい。

特定の用地に関する既存のリスク分析書は、同様の用途のために分析が行われた場合に限り、参照することが望まし

い。 

リスク評価には、以下の評価すべき危険を含めることが望ましい。 

 自然災害（例：地質学的、気象学的、生物学的） 

 人的災害（例：偶然または故意） 

 サイバー災害（例：偶然または故意） 

注：『NFPA 1600』、『ISO 2230』および『ISO 31000』に、リスク分析および事業継続計画についてのさらなる情報が述べら

れている。   

5.2.3 リスク評価 

リスクは一つ以上の要因または潜在する事象から構成され、特定・対策されない場合には機器・システム・要員・運用

に対して比較的軽微なものから深刻なものにいたるまでの影響を及ぼす場合がある。データセンターのリスク評価を実施

することにより、データセンター内に存在する様々なリスク事象とその脅威度の特定・定量化・共有が可能となる。 

リスクとは、事象の発生確率と発生による影響の積と定義できる。事象の影響の評価には、当該事象がその組織にお

ける IT 運用の全てまたはその一部を阻害する度合と、継続する時間を検討に含めなければならない。 

リスクを理解するためには、脅威と脆弱性を体系的に分析および評価することが望ましい。組織やステークホルダーのリス

ク水準の許容値には、さまざまな理由から、ぶれが存在する。例えば設備への影響、事象の発生確率、個別の脅威へ

の認識、リスクの捉え方や許容範囲などが挙げられる。 

リスク管理手法には、多くの国際規格やガイドライン（例：『ISO/IEC 27001』、『ISO/IEC 27002』、『ISO/IEC 

27005』、『ISO/IEC 31000』、 『NIST SP 800-30』）を適用できる。 
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5.2.4 コスト評価の推奨事項 

用地選定プロセスには、ある特定の場所にかかるすべてのコストの詳細な分析を含めることが望ましい。 

以下の一覧に、利用可能な用地を比較する際に考慮することが望ましい費用を明示する。 

 いずれか 1 つでも用地選定プロセスを左右できるほど多額な単発費用 

– 不動産費用 

– 地元の租税優遇措置 

– 環境アセスメント対応費用 

この費用には、湿原その他の環境保護指定区域が影響を受けるか、または用地に何らかの汚染物質が

存在するかを明らかにする環境影響調査が含まれる場合がある。評価書の作成および必要な AHJ との

会議出席自体が相当な負担となる用地もある。 

– 将来増加が見込まれる重要負荷の容量に対応するために、用地へ十分な公共インフラ（例：電力、

水、下水、ガス、電気通信）を導入するための費用 

– 必要に応じて、冗長な公共インフラ（例：電力、水、ガス、電気通信）を導入するための費用 

現地の公共インフラの冗長化に関わる追加費用、および冗長化の実施が工程に与える影響を確定する。

異なる通信事業者の複数の通信局舎からの冗長化された地中引込に関する費用は、非常に高価にな

る恐れがある。 

– 既存の構造物の取り壊し費用、用地準備費用 

 既設データセンターからのデータ移行をサポートするための、永続的および一時的な電気通信サービスの有無

とその費用 

 以下を含む、データ移行用の一時的な回線に付随する費用 

– 既設データセンターから新設データセンターへのデータ移行のサポートに必要と思われる、一時的な電気

通信回線を検討する 

– 新設データセンター内へのシステムの物理的な移設費用 

大まかな移転方針を策定して、新設データセンターへのシステムおよびネットワークの移設に適切な予算

を確保できるようにする。移設に必要なコンサルタント、一時的な労働力、メディア、ネットワーク、サーバ、

およびストレージハードウェアの需要とその関連費用を特定する。 

– データセンターの建設工期の長期化 

ある特定の用地に、新設データセンターの建設工期を長期化させる何らかの条件の有無を確定する。用

地によっては、より長期の承認、許可、または施工工期が必要になる場合もある。既設データセンターの

閉鎖要件によっては、工期の延長が採算性に影響する場合がある。 

 検討している用地の採算性に、長期的な影響を及ぼす経常費用 

– 公共インフラサービス（電力、上下水、ガス）の使用料金 

– 電気通信サービスの費用 

– 現地における熟練作業員の賃金相場 

– リース費用 

– 公租公課 

 無形費用 

– 企業のその他施設への近接性（移動時間） 

– 熟練要員の居住距離 
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5.2.5 既設設備における必須事項 

データセンターを既設建物内へ移設する場合、その建物が最新の関係法令および業界標準を満たしているかどうか確

認する。既存の電気・空調設備のある建物内へ移設することは、当該設備がデータセンターとしての仕様に適していな

い恐れがあるため、実際にはあまり望ましくない。既存のシステムは、相当な費用を伴う撤去および更新が必要となる恐

れがある。評価の対象となり得る追加項目については、Appendix A を参照。 

5.3 自然災害 

5.3.1 序文 

自然災害であると判定できる自然現象は多岐にわたるが、本項では特に、通常の大規模有害事象のうち、天災と理

解されるであろう自然現象を対象とする。 用地への道路アクセス、建物本体、電源、通信、水源、公共交通機関、そ

の他の運用上の要因への悪影響を鑑み、データセンター用地選定に当たっては、自然災害の発生確率や環境上の脅

威が高い地点を避けることが望ましい。 

5.3.2 一般的な必須事項 

本項で明示された自然災害に基づくリスクは、用地選定プロセスにおいて必ず評価および検討しなければならない。 

5.3.3 地震活動 

5.3.3.1 序文 

地震活動（地震）は、一般的に断層または火山の存在と関連している。地震は、1 秒未満継続する微弱な揺れか

ら、発生地域の構造物を激しく損傷または倒壊させる 20 秒超の壊滅的な事象まで多岐にわたる。 

5.3.3.2 推奨事項 

可能な限り、地震活動が活発な地域は回避することが望ましい。回避が不可能な場合は、現地の AHJ の要件以上

の、適切な機器の耐震支持材および構造を備えなければならない。 

地震が活発な地域において、ITEキャビネットやラックを含むデータセンター内の機器は、データセンターの耐震性能要求

に対応した地震動に応じて設計し、対応する耐震固定器具で固定されることが望ましい。さらに、建物はより高度な構

造要件を要する。AHJ により要求されていない場合でも、データセンター設備の適切な耐震基準を満たすために、専門

の耐震技術者の協力を仰ぐことを検討すること。 

データセンター用地の地震記録やその他の地震活動情報を参照する。Figure 5-1 に、地震活動分布の世界地図の

例を示す。 

5.3.4 火山活動 

5.3.4.1 序文 

多くの活火山は、断層の上または近辺に位置しているが、他の地域で発生することもある（Figure 5-2 参照）。加え

て火山には、噴火およびその後の溶岩流、降灰、火山泥流、または洪水というさらなるリスクが存在する。 
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Figure 5-1 地震活動の全世界ハザードマップの例 

 

  

 

  

Figure 5-2 火山の全世界ハザードマップの例 

 
5.3.4.2 推奨事項 

データセンターは、活火山の即時的リスクにさらされる地域（バッファ）の外側に配置することが望ましい。火山の危険

地域は、各火山に特有のものであり、複数の火山が近接する場合でもこれは変わらない（Figure 5-3 参照）。火山

毎のハザードマップを入手して評価することが望ましい。 
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Figure 5-3 火山ハザードマップの例 

5.3.5 林野火災 

5.3.5.1 序文 

林野火災は容易に 60km2（15,000 エーカー）以上延焼する恐れがある。用地が林野火災による切迫した危険にさ

らされていない場合であっても、データセンターが利用している通信事業者の通信インフラに影響を与える可能性がある。

このため用地から 80km（50 マイル）以上離れた場所の林野火災でも無関係とは言えない。 

林野火災は通常、市街環境から離れたところで発生する。しかし、その地域の地勢や地域内の他の開発状況に応じ

て、一部の用地は林野火災による運用停止または構造物の損傷が起こりやすい。 

5.3.5.2 推奨事項 

データセンターを、市街地開発区域の外辺または自然保護区域の近傍に配置しないことが望ましい。過去に林野火

災が発生した地域内のデータセンター用地については、林野火災によるサービス停止の有無について、すべての通信事

業者の記録を見直すことが望ましい。 

データセンターが中度から高度の林野火災リスクを有する地域内に位置している場合は、冗長な交通経路を利用可

能にして、データセンター運用要員および消防要員の双方が現地に到達できることが望ましい。セキュリティおよび災害

復旧計画は、林野火災の際に避難指示があった場合における、避難およびデータセンター運用継続のための手順を詳

述することが望ましい。 

5.3.6 氾濫原 

5.3.6.1 序文 

洪水は多くの地域で起こる可能性があり、年間降水量あるいは降雪量がそれほどでもないと思われる地域でも起こる

可能性がある。 
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5.3.6.2 推奨事項 

用地に対しては、河川の氾濫原や干潟への近接、ダムや堤防の決壊、津波などによる洪水リスクが無いことが望ましい。

用地は、『IBC 2012』に定められた洪水の危険および津波の浸水範囲内にないこと、あるいは 500 年に 1 回の洪水の

危険範囲の 91m（300ft）以内または最高洪水時水位との高低差が 3m（10ft）以下の場所に位置しないことが

望ましい。さらに、用地への連絡交通路は複数あり、その経路全体に渡って浸水勧告範囲より高い高度であることが

望ましい。 

注：一部の立地は、用地固有の洪水調査を必要とする可能性がある。   

入手可能な洪水情報の一例として、Figure 5-4 に全世界の洪水リスク地図を挙げる。情報は地域または国単位でも

入手できる。 

 

 

Figure 5-4 世界洪水危険範囲の例 

 
5.3.7 風 

5.3.7.1 序文 

風は地球上のあらゆる場所に吹くが、嵐による強風（例：竜巻、ハリケーン、サイクロン、デレーチョ）が、データセンタ

ー運用に影響する場合がある。 

5.3.7.2 推奨事項 

最も望ましいのは『ASCE 7』に基づき最大風速が 53.6m/s (120mph)以下の地域に配置することである。事業上の

諸条件によって、データセンターをより強い風速の地域に配置することを求められる場合は、施設のハードニングについて

の具体的な詳細を設計書に記載することが望ましい。 

クラス 2 以下のデータセンターは、Risk Category I（米国）を満たすように設計、もしくは 100 年に 1 回の最大風速

に 4.8m/s（10mph）を加算した風速に耐えられるように設計することが望ましい。クラス 3 のデータセンターは、Risk 

Category II（米国）を満たすように設計、もしくは 100 年に 1 回の最大風速に対して 8.9m/s（20mph）以上の

安全マージンを確保するように設計することが望ましい。クラス 4 のデータセンターは、Risk Category III～IV（米国）

を満たすように設計、もしくは 100 年に 1 回の最高風速に対して 13.4m/s（30mph）以上の安全マージンを確保す

るように設計することが望ましい。 
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特定のデータセンター候補用地のための風況図とその他の風情報参照。風害および嵐のリスクマップは通常、地方また

は国単位に特化しているが、Figure 5-5 は、世界の竜巻のリスクマップの例である。 

 

 

Figure 5-5 世界の竜巻のリスクマップの例 

 

5.4 自然環境 

5.4.1 序文 

自然環境には一定のリスクが存在し、それらは地震やハリケーンのような大規模な破壊はもたらさないかもしれないが、

データセンターの施工や運用に悪影響を及ぼす可能性がある。 

5.4.2 地盤安定性 

5.4.2.1 地滑り 

5.4.2.1.1 序文 

地滑りは、斜面が安定状態から不安定状態へ変化する際に発生する。斜面の安定性は、多くの要因によって変化す

る可能性がある。地滑りは地面の高低差により発生するとは限らず、地下の地盤の構造によっては、一見平坦に見え

る地点でも発生する可能性がある。 

5.4.2.1.2 推奨事項 

新築用地について、用地の安定性は最新の文書、直近の地質記録、または適切な分析手段で確認することが望まし

い。 

5.4.2.2 土壌安定性 

5.4.2.2.1 序文 

土壌安定性の不足による最も顕著な被害は土地の陥没であるが、最小限の不足であっても、建物は均等に沈下でき

なくなり、構造的な問題や損傷を起こす恐れがある。 

5.4.2.2.2 必須事項 

地盤は、施設の荷重を支持することに適していなければならない。用地の安定性は最新の文書または適切な分析手

段で確認しなければならない。 
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5.4.2.2.3 推奨事項 

次の基準を使用して、用地の安定性を判断することが望ましい。 

 砂質土、不安定な土壌、または粘性土の可能性がある用地は避ける。 

 敷地内の有害廃棄物保管所または他の隣接用地から、既知の地下汚染が発生してないことを確認する。 

 石灰岩層によく見られる浸食性の地下洞窟の可能性、または潜在的な陥没発生源がないことを確認する。 

データセンターの適切な基準を満たし、正式な地質報告書を作成するために専門の地盤技術者の協力を求めることを

検討する。 

5.4.3 落雷 

5.4.3.1 推奨事項 

用地内での年間の平均落雷数は 10 以下が望ましい。 

年間の平均落雷数が 1 を超える場合、用地候補の地点に対してサービスプロバイダ回線停止の原因および持続時間

の実績を調査し、全体的な用地選定および設計基準に反映することが望ましい。 

5.4.3.2 追記情報 

年間の平均落雷数が 0.6 以下の地域は、通常「無雷」と見なされる。しかし、落雷の可能性は地球上ほぼ全ての地

点で存在し、1 回の落雷がダウンタイムの引き金となる場合がある。 

落雷データの例を Figure 5-6 に示す。 

 

 

Figure 5-6 落雷データ地図の例 

 
5.4.4 地下水 

5.4.4.1 序文 

地下水は、地面より下の土壌間げきの中、および岩盤の割れ目の中に存在する水である。土壌間げきまたは岩盤の

割れ目や空げきが、完全に水で飽和している深度を地下水面と呼ぶ。地下水は、自然に地面から補充され、最終的

に地面へ流れ出す。自然流出は湧水や池沼で起こることが多く、オアシスや湿原を形成する可能性がある。 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

43 

5.4.4.2 推奨事項 

用地は地下水面が可能な限り深い場所とし、少なくとも地下水面が、管路および建物の最底面より下であることが望

ましい。 

データセンターが「べた基礎」である場合、丘陵の頂上または比較的平坦な地形にデータセンターを立地させることで、

地下水の問題を最小化することができる。 

建物に地下階がある場合、あるいは建物が丘陵のふもとに位置している場合は、データセンターを漏水または地下水

面の季節的な変動の影響から保護する必要がある。データセンターが丘陵のふもとに位置している場合は、地下水の

問題に十分に注意すべきである。 

特定のデータセンター用地に関し、Figure 5-7 に示すような各種の地下水図およびその他の地下水活動情報を参照。 

 

 

Figure 5-7 地盤透水性図の例 

 
5.4.5 大気汚染 

5.4.5.1 吸気に関する推奨事項 

大気汚染の問題（例：灰、砂）は、データセンターの外気導入や、冷却塔・熱交換器等の外部空調要素への影響、

ならびに用地内から発生するあらゆる物質について考慮することが望ましい。 外気導入要件は通常、現地の AHJ によ

って定められている。必要に応じて、適切な外気濾過システムを設置する。 

人口密度の高い地域または大都市圏にデータセンターを設置する必要がある場合は、近隣および周辺へのデータセン

ターから排出される騒音および排気の影響を考慮する。レストラン、クリーニング店、その他の通常は化学物質や汚染

物質を、規制下において排出する企業が、用地の近隣に存在することが一般的である。データセンターには法規制の

範囲を上回る、特別な外気濾過システムが必要となる場合がある。 

5.4.5.2 排気に関する推奨事項 

用地からの気体および粒子の排出が新たな大気汚染の問題を生じさせない、あるいは既存の問題を悪化させないため

に、空気が清浄な地点が望ましい。 
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既存の大気汚染に関する問題がある地域では、化石燃料消費に伴う汚染物質の排出に関しての規制が非常に厳し

い可能性がある。 

発電機稼働時間申請書を、大気汚染の監督官庁およびその他現地の環境関係当局に適時確実に提出すること。

多くの場合、年間稼働時間は規制されており、規制を遵守している証跡を残す必要がある。 

所有者が電気のコジェネレーションを検討する場合は、より厳しい大気汚染規制が課せられ、特別な許可書が求めら

れる可能性がある。 

5.4.6 騒音 

5.4.6.1 序文 

音は風により遠方まで伝搬する。微弱な風であっても、敷地境界線をはるかに超えて設備の音を伝搬させる。 

5.4.6.2 推奨事項 

敷地境界線上の許容騒音基準を基に、機器から発生する騒音レベルを決定することが望ましい。 

発電機排気口に設置する最高区分の消音器、および発電機や冷却塔等の屋外機器を覆う消音器は常に検討する

ことが望ましい。 

地上および屋上に位置する屋外機器には、美観上または現地の建築基準に則り目隠し対策が必要になる場合があ

る。目隠し対策に遮音壁を取り入れることを検討する。 

5.4.7 その他の地勢および自然環境に関する推奨事項 

開発可能域が制約される恐れがあるため、斜度 15%超の用地は可能な限り回避する。急斜面がある用地は、悪天

候条件でのアクセスが難しくなる可能性がある。 

静止衛星アンテナを必要とする場合は、地上アンテナと静止衛星の見通し線（LOS）が用地の地勢による制約を受

けないことが望ましい。また、LOS はマイクロ波、赤外線、および指向性アンテナ等の無線アクセス装置の設置に影響す

る場合もある。 

湿地および保護生物のいる用地は避けることが望ましい。こうした領域での施工は工期遅延および高コストが発生する

可能性があり、施設に対し、不必要な世間の注目が集まる恐れがある。 

空気密度の低い高地では空冷システムの効果が著しく低下するため、推奨最大高度は 3,050m（10,000ft）である。

発電機の放熱冷却システムは、標高の高い土地（450m /1,500ft 超）では非常に制限され、発電機システムの待

機時、予備時、常用時の運用定格の引き下げを必要とするだけでなく、待機機、予備機または常用機のエンジンの動

作時間にも影響する。 

5.5 人的災害 

5.5.1 序文 

通常、事故による人的災害は天災よりもデータセンターの運用稼働率に対して重大な影響を与える。 

5.5.2 推奨離隔距離 

データセンター選定の際に、次の Table 5-1 に示す離隔距離を確保することが望ましい。 

注：表内の各要素は、地点ごとの独自のリスク要因および評点を持つ。   

5.5.3 その他の推奨事項 

反社会的な抗議活動または封鎖の対象になり得る区域の近傍、またはその区域を通過してアクセスする場所は、デー

タセンターの立地を避けることが望ましい。 
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鉄道線路に近接してデータセンターを設置する場合、用地における振動および EMI 測定を数日間実施し、必要な環

境アセスメント要件および影響緩和要件（該当すれば）に役立てることが望ましい。 

地下鉄駅近辺の立地を避けることは、テロ攻撃のリスクを緩和する有力な手段になり得る。さらに、地下鉄トンネル直

上の建物では、地下鉄の走行に伴う振動および EMI が発生する可能性がある。 

Table 5-1 人的要素からの推奨離隔距離 

人的要素 最低離隔距離 

空港 8km（5 マイル） 

自動車車体等の塗装工場 1.6km（1 マイル） 

運河 3.2km（2 マイル） 

化学工場および貯蔵所（例：燃料、肥料等） 8km（5 マイル） 

火力発電所（例：石炭、天然ガス等） 8km（5 マイル） 

大使館および政治団体所有物件 5km（3 マイル） 

鋳造所および重工業工場 8km（5 マイル） 

ガソリンスタンドおよび貯蔵所 1.6km（1 マイル） 

穀物エレベーター 8km（5 マイル） 

港湾 3.2km（2 マイル） 

湖、ダム、貯水池 3.2km（2 マイル） 

埋立地および廃棄物貯蔵施設 3.2km（2 マイル） 

軍事施設および弾薬庫 13km（8 マイル） 

上下水処理場 3.2km（2 マイル） 

原子力発電所 80km（50 マイル） 

貯水池や人造湖のオーバーフロー流域 1.6km（1 マイル） 

採石場 3.2km（2 マイル） 

ラジオ/TV 送信局/中継所 5km（3 マイル） 

鉄道  1.6km（1 マイル） 

研究所 5km（3 マイル） 

貸倉庫 1.6km（1 マイル） 

家畜集荷場および家畜飼育場 3.2km（2 マイル） 

危険物が輸送可能な輸送路 1.6km（1 マイル） 

給水塔 1.6km（1 マイル） 

気象その他のレーダー観測所 5km（3 マイル） 
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リスク分析上、空港は一般的に低確率だが影響の大きい脅威とされている。用地の選定とリスク評価に当たっては、空

港の中心からは半径 8km（5 マイル）以上の離隔を維持し、離着陸経路の長さと位置も考慮することが望ましい。 

Figure 5-8 は空港の離着陸経路の一般的な例を示しているが、それぞれの空港にはその種別（民間、商用、軍用

など）、近隣の地形、規制（進入禁止空域等）や他の危険要因（他空港のトラフィックなど）に基づいた個別の差

が存在する。 

 

 

  

Figure 5-8 空港および飛行経路範囲の例 

 

5.6 アクセス道路および立地 

5.6.1 公道アクセスに関する推奨事項 

隣接道路での交通事故時に、建物躯体またはデータセンターの電気・空調設備の屋外機器に車両が接触し、損傷や

火災を招く危険がない距離まで、道路から十分離れた位置に建物を配置可能であることが望ましい。 

隣接道路の交通事故時に、有害なまたは引火性の積載物が建物躯体まで到達し、損傷または火災を招く危険がな

い距離まで、道路から十分離れた位置に建物を配置することが望ましい。 

事故の際の汚染物質への曝露を最小限に抑えるためには、データセンターから高速道路、鉄道線路、その他主要交

通路までの距離が 1.6km（1 マイル）以内になることは通常望ましくない。用地から高速道路またはその他の主要幹

線道路までの妥当な離隔距離は、3.2km（2 マイル）～ 16km（10 マイル）であることが望ましい。 

用地は、直近の主要幹線道路から 2 本以上の、高さ制限が最低 4.3m（14ft）以上であるアクセス道路を有するこ

とが望ましい。利用可能なアクセス道路が橋またはトンネルのある道路 1 本のみという用地は避けることが望ましい。 

空港 

8km (5mi) 

1.6km (1mi) 

離陸・着陸 

飛行経路 

離着陸経路下でデータセンター用地として避け

るべき空港からの距離は、それぞれの空港により

異なり、多くの要因（例：着陸脚展開距離）

に依存する。 
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アクセス道路の構造および路面は、いかなる天候条件でも輸送（例：データセンターの主要重量機器およびその積み

下ろしに必要な重機）が可能になるように設計することが望ましい。 

データセンターがキャンパス内に位置する場合、キャンパスには複数のアクセス道路があり、データセンター施設入口また

はキャンパスの全入口に検問所を置くことが望ましい。 

5.6.2 隣接物件 

5.6.2.1 推奨事項 

データセンターは、引火、延焼または倒壊による損傷の恐れがある、あらゆる建物および施設から離して建設することが

望ましい。 

大規模キャンパスまたは工場に隣接しているデータセンターは、毎日複数回の渋滞に直面する可能性がある（例：始

業前・終業後、24 時間勤務の場合はシフト交代時間前後で、1 日 3 回またはそれ以上の頻度）。 

5.6.2.2 追記情報 

以下の一覧は、データセンター運用に影響を与える可能性が高い、隣接物件の一例である。 

 大使館/領事館 

 軍事施設 

 警察署 

 消防署 

 病院 

 化学工場 

 政治性の高い施設 

 研究施設 

 出版社/海外メディア施設 

以下の理由から、隣接する空地は将来的に問題が発生する可能性がある。 

 将来開発される可能性および建設中の悪影響 

 素性不明なテナント 

5.6.3 既設およびバックアップデータセンターへの距離 

災害バックアップ用地の場合、メインデータセンターからの距離を考慮する。主サイトまでの距離は、主サイトの用途、お

よびバックアップ用地と主たるデータセンターとの間の同期または非同期レプリケーションの要否によって決まる。 

5.6.4 セキュリティおよび救急サービス 

5.6.4.1 必須事項 

犯罪率の高い地域は回避しなければならない。検討すべきさらなる脅威、および懸念に関しては 12 章参照。 

5.6.4.2 推奨事項 

救急サービスが利用可能な範囲にあれば、敷地内の要員に有益な救命リソースを提供できる。理想的には、常駐の

消防署（または消防団）および警察署が候補地から 8km（5 マイル）以内に、病院の救急救命室が 16km（10

マイル）以内にあることが望ましい。 

初期のリスクおよび脅威分析に従い、現場に必要な外周セキュリティの水準および種類を検討することが望ましい。検

討事項には、建物の種類、現場位置、窓の配置、近隣関係が含まれる。上記の要素は、ユーザのニーズに基づいて

変動する。 
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5.6.5 熟練労働者の居住距離 

用地が過疎地にある場合、熟練の要員をデータセンター近辺で採用することはおそらく不可能であり、都市部の熟練

者を移住させることも困難なことが想定される。工学系の専門学校や大学に近い場所が望ましい。用地は、ITE および

設備機器の保守および修理を行うベンダの技術者の拠点近傍に位置することが望ましい。 

5.7 公共インフラサービス 

5.7.1 序文 

データセンター用地において、高品質の電源と高速の電気通信サービスへのアクセスは最も重要である。水、下水、電

気以外の従来型エネルギー源(例：天然ガス、プロパン、重油) もしくは再生可能エネルギー源(例：風力、太陽光) 

へのアクセスも考慮しなければならない。 

5.7.2 電力および電気サービス 

5.7.2.1 序文 

Figure 5-9 に送電および配電の概要を示す。 

 

 

 Figure 5-9 発電所からデータセンターまでの交流送配電 

 
5.7.2.2 拠点において使用可能な電力容量 

5.7.2.2.1 必須事項 

現在および将来の拠点全体の需要を満たすために、適切な電力容量が拠点に確保されなければならず、さらに該当

するデータセンター可用性クラス要件（詳細は Appendix B 参照）を満たさなければならない。 

5.7.2.2.2 推奨事項 

各回線が拠点の全需要を満たすために、十分な容量を有する複数の電力用回線を使用することを検討する。 

発電所 

 

変電所 

昇圧変圧器 

 

変電所 

変電所 

敷地内変圧器 

一次顧客 
中規模から大規模の
データ センター 
2.6 kV 以上 

二次顧客 
小規模から中規模の 
データセンター 
380V-600V 

送電顧客 
50 kV-300 kV 

二次送電顧客 
26kV-69kV 

配電線 
6.6kV-77kV 

送電線 
69kV – 1200 kV 

発電 送電 配電 
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拠点に供給する回線容量は綿密に計画し、導入することが望ましい。データセンターが、大きな将来容量とそれに対し

て大幅に少ない当初容量で設計されている場合は、電力会社から拠点に供給すべき初期必要電力容量を慎重に検

討することが望ましい。 

専門の電気技術者および現地に電力を供給する電力会社と連携する。費用対効果の分析と、それに基づいた回線

容量の段階実装の設計と導入が、有益となる場合もある。 

5.7.2.3 高圧受電設備 

5.7.2.3.1 序文 

高圧受電設備は通常、高圧(MV)配電盤であり、複数の商用電力系統からデータセンター拠点が並列受電または切

替受電するための設備である。高圧受電設備は通常、柵で囲まれ屋外の基礎上に設置されるが、データセンター建

物内にある場合もある（例：データセンターが大都市地域にある場合）。 

データセンターの規模、可用性クラスおよび立地に応じて、高圧受電設備が敷地内に必要になる可能性がある。常に

大型のデータセンターは通常、敷地内に高圧受電設備を有する。多くの場合、高圧受電設備は電力会社が所有し

保守を行う。超大型のデータセンターは、セキュリティおよび可用性の観点から高圧受電設備を自主管理することを望

む可能性がある。 

高圧受電設備は通常、建物の電圧および電流の要件を満たす容量の電力用変圧器に接続する。 

5.7.2.3.2 推奨事項 

データセンターは商用変電所への容易かつ継続的な回線接続が可能な地域、特に複数の商用変電所によって提供

される商用回線のある地域に配置することが望ましい。 

用地選定の際は、高圧受電設備とその変圧器、ならびに受電回線ケーブル経路の空間を考慮し、これらは安全と美

観を損なわないようにデータセンター用地に配置させることが望ましい。 

5.7.2.4 受電変圧器 

5.7.2.4.1 序文 

小規模データセンターでは、受電変圧器は施設外部の柱上または路面に設置される。多くのデータセンターでは、デー

タセンターの規模、クラス、および立地に応じて、受電変圧器が敷地内に設置される。受電変圧器は通常、屋外に設

置されるが、データセンター建物内にある場合もある（例：データセンターが大都市地域にある場合）。 

受電変圧器は通常、電力会社と利用者の分界点である、電力量計の直前に位置する電力会社の設備である。多く

の場合、受電変圧器は電力利用者が保有し、電力量計の負荷側に配置される。 

受電変圧器は通常、電力会社から送電される高圧をデータセンターが利用できる、低い電圧に変圧する。例えば、大

規模データセンターの受電設備では、13kV を超える特別高圧を 1kV 以下の低い電圧に変圧する。この電圧を建物

または施設が使用する、更に低い電圧に現地の受電変圧器によって変圧する場合もある。世界の消費電圧はさまざ

まであり、通常はデータセンターが立地する国または地域の監督機関が定める。 

5.7.2.4.2 推奨事項 

用地選定の際は、1 台以上の受電変圧器および関連する受電回線ケーブル経路空間を考慮すること。これらは安全

と美観を損なわないようにデータセンター用地に配置させることが望ましい。 

5.7.2.5 供給信頼性の実績（可用性パーセンテージ） 

5.7.2.5.1 序文 

重要なデータセンターでは、データセンター拠点のために、第 2 の異系統の商用電源を用意する価値がある。 
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5.7.2.5.2 必須事項 

第 2 の商用電源は、どの信頼性クラスにおいても必須ではない。 

5.7.2.5.3 推奨事項 

第 2 の商用電源を導入する効果は、平均故障間隔（MTBF）、平均修理時間（MTTR）、およびデータセンター

への電力サービスの質に基づいて分析することが望ましい。 

第 2 の冗長商用電源は、次のすべてに該当する場合にのみ推奨される。 

1) データセンターの運用要件から運用レベル 4 が導かれる 

2) データセンターの可用性要件から可用性格付けレベル 4 が導かれる 

3) データセンターのダウンタイムの影響から「壊滅的」分類が導かれる 

4) 当該商用系統の MTBF およびデータセンターの必須業務遂行時間に基づく商用電源の信頼性が、50%を

超える 

受電回線について、電気的ノイズを発生させる可能性のある工場等と共用しているかを確認する。病院との受電回線

の共用は、供給が電力会社側から停止されることが少ないため好ましい。 

5.7.2.5.4 追記情報 

Table 5-2 に、年単位で表した MTBF および業務遂行時間を基に算出した受電系統の信頼性の例を示す。表に示

す事例では、業務遂行時間が 5 年、受電系統の MTBF が 10 年の場合にのみ唯一 50%超の信頼性を達成する。

この事例では、クラス 4構成を満たす電気システムを前提として、信頼性 50%とした第 2の商用電源を導入した場合、

電気システム全体の信頼性が 0.1%～1%増加する。第 2 の商用電源のための資本支出（CapEx）および運用支

出（OpEx）コストの増加は、全体的信頼性を 0.1%～1%増加させる値と比較考慮しなければならない。 

米国における商用電源の年間平均停電数は 1.86 である（MTBF は 1/1.86= 0.5376 年）。2（N+1）の電力トポ

ロジについて、負荷を満たすために必要な発電機数が N=2 の場合、第 2 の商用電源のある電気システムの信頼性の

全体増加分は、単独電力接続と連系した 2（N+1）バックアップ発電構成と比較して、約 0.00000001%である。こ

の信頼性のわずかな増加は、第 2 の商用電源への接続の初期投資および運用コストの大幅な増加に値するとは、通

常みなされないであろう。 

 
Table 5-2 商用電源の信頼性の例 

  平均故障間隔（MTBF）  (年) 

  0.5 1 2 5 10 

業
務

遂
行

時
間

（
年

）
 

5 0.004539992976% 0.673794699909% 8.208499862390% 36.787944117144% 60.653065971263% 

10 0.000000206115% 0.004539992976% 0.673794699909% 13.533528326610% 36.787944117144% 

15 0.000000000009% 0.000030590232% 0.055308437015% 4.978706836786% 22.313016014843% 

20 0.000000000000% 0.000000206115% 0.004539992976% 1.831563888873% 13.533528326610% 

25 0.000000000000% 0.000000000139% 0.000372665310% 0.673794699909% 8.208499862390% 
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5.7.2.6 商用受電 

5.7.2.6.1 一般的な推奨事項 

受電引込線は、全経路にわたって他の設備から最低 1.2m（4ft）離すことが望ましい。冗長の受電引込線がデータ

センターに備えられている場合は、施設への受電引込線は、受電引込線経路間の離隔距離を、全区間にわたって最

低 20m（66ft）以上とすることが望ましい。 

5.7.2.6.2 架空受電の推奨事項 

施設への架空引き込みによる受電は、可能な限り避けることが望ましい。施設へは地中引き込みによる受電とすること

が望ましい。この結果、架空電線の損傷を原因とするシステム障害の可能性が低下する。車両事故、風、雪、その他

の気候条件が、電線が損傷する一般的な要因である。 

5.7.2.6.3 地中受電の推奨事項 

施設までのすべての電気引込口および回線は地中に配置することを推奨する。 

5.7.2.7 現地での発電 

5.7.2.7.1 序文 

商用電源が停止した場合は、非常用発電機を用いてデータセンターの機器をバックアップ可能である。非常用発電機

に対して、防災用発電機は、電力が停止した場合、データセンターの防災システム（例：非常灯、消火ポンプ）へ電

力を供給する。 

非常用発電機のサイズは、小型車程度から、大型トラック程度の場合もある。一部の発電機は、船舶用コンテナと同

等かそれより広い空間を要する。これらは屋内または屋外いずれにも設置可能で、建物の屋上に設置された発電機も

よく見られる。 

5.7.2.7.2 必須事項 

長時間停電時に有人となる建物に関し、共用部に基本的な防災および利用要件を備えなければならない。これには

照明、火災警報、トイレ、エレベーター、セキュリティ、および換気を含むが、これに限定されない。 

 

5.7.2.7.3 推奨事項 

用地選定の際は、1台以上の非常用発電機および 1 台以上の防災用発電機、ならびに関連する電力用および防災

用回線経路のための空間を考慮すること。これらは安全と美観を損なわないようにデータセンター用地に配置させること

が望ましい。 

さらに、発電機用空間の考慮事項には、必要な燃料ポンプ、配管、現地燃料貯蔵設備も含まれる。一部の用途のデ

ータセンターでは、運用要件が外部の電源や補給に頼らず、最低 48 時間の稼働を求めているため、必要な空間が非

常に大きくなる可能性がある。 

5.7.2.7.4 マイクログリッド 

マイクログリッドは、発電、蓄電、並びに主電源系統（グリッド）への接続点の集合体であり、主電源系統から受電す

るか、接続を切り離して単独運転も可能なシステムを指す。マイクロ グリッドは代替電源 (例：地熱、風力、太陽光) 

に一般的に関連付けられる。しかし、十分な従来型の自家発電能力を持つエンドユーザもマイクログリッドを採用できる。 

マイクログリッドの概念と手法は、非常用または予備発電機の管理、電源の信頼度向上、保守による系統切替、主電

源の不足／停電、運用上や経済的な懸念にも対応可能である。 

マイクログリッドの規模は任意であり、その利用の有無を現地見学の程度によっては気付くことが難しい場合もある。 
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5.7.3 通信 

5.7.3.1 用地において使用可能な容量についての推奨事項 

現在および将来の拠点全体の需要を満たすために、拠点まで十分なメタルケーブルおよび光ファイバケーブルの容量を

備えることが望ましく、さらに拠点全体の需要を満たすために、各経路が十分な容量を有する、単一または複数の、配

線経路をデータセンタークラス要件に応じて備えること。 

拠点に対する配線容量は綿密に計画し、導入することが望ましい。データセンターが、大きな将来容量とそれに対して

大幅に少ない当初容量で設計されている場合は、通信事業者から拠点に供給すべき初期配線容量を慎重に検討す

ることが望ましい。 

専門の IT コンサルタントおよび拠点に供給する通信事業者と連携する。費用効果分析と、設計時と施工時における

配線容量の段階実装の実施は、拠点に有益な結果をもたらす。 

5.7.3.2 通信事業者の信頼性実績（可用性パーセンテージ）についての推奨事項 

主系通信事業者の信頼性を調査して、必要な可用性要件を確実に達成できるようにすることが望ましい。 

通信サービスの信頼性は、主系通信事業者から冗長回線を増設するか、または副系通信事業者からサービスを追加

するかのいずれかで高めることが可能である。通信サービス全体の信頼性は、異なる通信事業者局舎から異経路の冗

長回線を提供される場合、さらに高めることが可能である。 

5.7.3.3 サービスについての一般的な推奨事項 

冗長な通信配線が望ましい、または必要な場合は、通信配線経路間の離隔距離を、全区間にわたって最低 20m 

(66ft）以上とすることが望ましい。 

以下は優先する通信サービス提供形態の一覧である（優先順）。 

1) 異なる通信事業者の局舎から 2 本以上の異経路で提供される、電気通信サービスであり、各通信事業者

の局舎は、複数の上位の通信事業者および複数の長距離通信事業者の局舎と接続している 

2) 異なる通信事業者の局舎から 2 本以上の異経路で提供される、電気通信サービスであり、各通信事業者

の局舎が、同一の上位の通信事業者および長距離通信事業者の局舎と接続している 

3) 単一の通信事業者の局舎から 2 本以上の異経路で提供される、電気通信サービス 

4) 単一の通信事業者の局舎から提供される、単一の電気通信サービス 

5.7.3.4 地中引込による回線提供 

5.7.3.4.1 必須事項 

拠点には顧客が所有するマンホールを設置することが可能か、およびマンホール（通信事業者または顧客所有）の設

置深度がデータセンター内への浸水の問題を発生させるかどうかを判断する。 

5.7.3.4.2 推奨事項 

施設への架空引込は、特に引込口が 1 か所のみの場合は推奨されない。 

可能な限り、施設へは地中引込による回線提供とする。 

5.7.3.5 架空引込による回線提供 

5.7.3.5.1 序文 

施設への架空引込は、特に引込口が 1 か所のみの場合は推奨されない。 

5.7.3.5.2 必須事項 

施設への架空引込を避けることができない場合は、複数の経路を備えること。引込柱において、引込ケーブルが物理的

損傷から十分保護されていることを確認する。 
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5.7.3.5.3 推奨事項 

ケーブルが引込柱から地中へ立下がる場合は、引込ケーブルを物理的損傷から保護するため、引込柱は地中からケー

ブルが添架されている高さまで、直径 100mm（4in）の鋼管を備えることが望ましい。 

5.7.3.6 通信局舎または他のデータセンターとの距離 

データセンターは、通信事業者の通信局舎へ、容易かつ継続可能な接続性のある地域に設置することが望ましい。デ

ータセンターを、2 か所以上の通信事業者の局舎が提供する接続性のある地域に設置することは、クラス 2 以上のデー

タセンターに推奨される。 

災害復旧（DR）を目的とする冗長側のデータセンターは、十分な物理的距離をとって、単一要因（自然または人

為的）による故障範囲を、重要データについて受容可能な許容範囲内まで、低減するように配置することが望ましい。

それぞれの位置は、単一故障が両設備に影響する可能性を最小限にするため、異なる伝送系統にあることが望ましい。 

5.7.4 上水道 

5.7.4.1 序文 

データセンターは、冷却システム設計に応じて相当量（0.75 – 1.1m3/min（200-300gpm））の上水を確実に入手

可能にしておく必要がある。しかし、すべての地域が、この量の上水を長期の気象変化の影響を受けずに継続的に確

保できるわけではない。 

データセンターは、この他の用途でも大量の水が必要になる可能性がある。それらの水の用途の一部を以下に示す。 

 生活用水（例：飲料水、トイレ、台所） 

 灌漑（例：芝生への散水） 

 消火（例：スプリンクラシステム） 

 HVAC（例：冷却塔、空気加湿） 

5.7.4.2 都市用水の供給 

5.7.4.2.1 使用可能な容量と、拠点における必要量 

データセンターの必要量を満たすため、拠点に対し、都市用水の十分な供給を確保する。クラス F3 または、F4 のデー

タセンターでは、大規模停電時の給水ポンプ場の送水能力を文書で証明するか、無い場合は対策を講じなければなら

ない。 

5.7.4.2.2 水質についての推奨事項 

多くの地方自治体から拠点へ送水する公共用水は通常、飲料に適している（飲用可能）とみなされるが、水に汚染

物質および微粒子が含まれていないか試験することが望ましい。浄水システムが、上記のさまざまな水の用途の一部、

またはすべてに必要となる場合もある。建物内の生活用水システム専用の浄水システムは一般的である。 

5.7.4.3 飲料に適さない水（中水）システム 

5.7.4.3.1 序文 

非飲用水（深刻または危険な汚染物質を含まない排水）システムは、自治体によって提供、または開発可能であり、

地域へのプロジェクトによる影響を最小化し、場合によっては運用費を削減するために用いることも可能である。 

5.7.4.3.2 必須事項 

飲用に適さない水システムは、現地の AHJ に準拠して利用しなければならない。 

5.7.4.3.3 推奨事項 

中水システムは、細菌の増加を抑えるため、1 日以上中水を滞留させないことが望ましい。中水貯水槽は、使用に際

して完全に排水されるよう設計し、可能な限り部分的にも酸欠環境が発生しないように設計することが望ましい。 
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5.7.4.4 私設井戸による給水（井戸水） 

5.7.4.4.1 拠点において使用可能な電力容量 

5.7.4.4.1.1 必須事項 

井戸水を利用する場合は、データセンターの必要量を満たすために、十分な井戸水を拠点に給水可能であることを確

認する。まず決定する必要があるのは、あらゆる用途（データセンターの冷却、建物衛生設備および在館者による使

用）で消費が予想される水の量および質、ならびに再利用可能量である。 

5.7.4.4.1.2 推奨事項 

水理地質学的なリスク評価が必要になる可能性がある。この評価は、認可を受けた水理地質調査を行う会社によって実

施されることが望ましい。環境影響調査も必要になるかもしれない。水理地質調査報告書には以下の情報が含まれる可

能性がある。 

 地下水 

 浸透水 

 土壌水分 

 地表流 

 降水および蒸発 

 不確実性分析 

 水質 

 リモートセンシング 

 測定とモデリングの統合 

 予測 

5.7.4.4.2 水質についての推奨事項 

拠点で入手可能な井戸水は、汚染物質および微粒子の有無を試験することが望ましい。浄水システムが、上記のさま

ざまな水の用途の一部、またはすべてに必要となる場合もある。建物内の生活用水システム専用の浄水システムは一

般的である。 

5.7.4.4.3 二重水源からの給水（都市用水および私設井戸からの給水） 

拠点で入手可能な井戸水は、汚染物質および微粒子の有無を試験することが望ましい。浄水システムが、上記のさま

ざまな水の用途の一部、またはすべてに必要となる場合がある。建物内の生活用水システム専用の浄水システムは一

般的である。 

5.7.4.5 予備水源 

5.7.4.5.1 序文 

予備水源システムは、水源の複数化または拠点における貯水の形となる。 

5.7.4.5.2 必須事項 

熱源供給のために蒸発冷却塔を利用するクラス F3 または F4 のデータセンターは、常に 8 時間分以上の補給水を確

保しなければならない。 

5.7.4.5.3 推奨事項 

生活用水および水冷式冷却システムのための、施設への予備水源の必要性と実現性を検討する。 

Table 5-3 に挙げる時間要件を満たす予備水源を確保することが望ましい。 
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Table 5-3 データセンター設備クラス毎に推奨される用水の現地確保量 

クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

要件なし 8 時間以上 24 時間以上 72 時間以上 96 時間以上 

 

5.7.5 下水道 

5.7.5.1 公共下水処理システム 

5.7.5.1.1 使用可能な容量と、拠点における必要量 

拠点から敷地内排水処理システム（浄化システム）まで、十分な排水処理容量を確保する。公共下水処理システ

ムが利用不可能な地域では、私設の下水処理システムが必要となる。 

下水処理システムまたは雨水排水システム（現地の要件による）は、冷却塔のブローダウンまたはろ過システム等の冷

却システムによって予測される、水使用量に規模を合わせる必要がある。この使用量は、0.75m3/min（200gpm）を

超える可能性がある。 

5.7.5.1.2 下水処理についての必須事項 

現地の AHJ の下、規定および基準に定められるすべての下水処理を行う。システムには汚水槽、トラップ等が必要とな

る可能性があり、拠点の設計に反映させる場合がある。 

5.7.5.1.3 推奨事項 

無停止サービスを維持するために運用要員を現地に 24 時間 365 日常駐させる重要な施設については、私設下水処

理システムの設置が推奨される。これにより、公共排水処理システムが停止した際、施設から離れる必要性を軽減す

ることが可能になる。 

5.7.5.2 私設排水処理システム 

5.7.5.2.1 使用可能な容量と、拠点における必要量 

建物から敷地内排下水処理システム（浄化槽システム）まで、十分な排下水処理能力を確保する。 

5.7.5.2.2 下水処理についての必須事項 

現地の AHJ の下、規定および基準に定められるすべての下水処理を行う。システムには汚水槽、トラップ等が必要とな

る可能性があり、拠点の設計に反映させる場合がある。 

5.7.6 天然ガスおよびその他の燃料 

5.7.6.1 序文 

データセンターの主システムまたは予備システムに供給するために、燃料（例：天然ガス、プロパン、軽油・重油）が使

用される可能性がある。敷地内の燃料（例：プロパン、軽油・重油）貯蔵タンクは通常、屋外に地上設置され、場合

によっては地下に埋設される。 

5.7.6.2 必須事項 

拠点で必要になる冷暖房システム、または予備発電に供給するために、天然ガスを選択する場合は、地元インフラ事

業者から供給される適切な規模の天然ガス管を確保する。 

災害等、またはそれによる長期停電期間中も、地元インフラ事業者による天然ガスの定格容量での供給を担保するこ

と。 
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5.7.6.3 推奨事項 

拠点への天然ガスの供給方式としては、ガス配管経路、および供給源の冗長化が理想的であるが、現実には難しい。

二元燃料式発電機が設計に組み込まれている場合は、天然ガスと軽油の併用も考慮可能である。二元燃料式発電

機は軽油で始動するが、軽油または天然ガスのいずれでも運転可能である。25kW 以下の天然ガス発電機を有する

用地では、敷地内での天然ガス貯蔵を検討することが望ましい。貯蔵時間または日数はリスク評価に基づく、または

Table 5-3 に挙げた推奨事項を満たすことが望ましい。 

必要とする場合、データセンター用地は必要量の燃料貯蔵設備を設計に見込むことが望ましい。敷地内の燃料貯蔵

設備は、安全と美観を損なわないようにデータセンター用地に配置することが望ましい。燃料は、データセンターから実用

上、可能な限り隔離して貯蔵することが望ましい。隣接建物または専用の構造物を利用した、爆風の遮へいについて

の計画を設計に組み込むことが望ましい。 

燃料漏出に備えて、特別な遮へいまたは拡散防止措置が通常必要となる。 

燃料搬送装置の制御部は、想定最大洪水位よりも高い安全な場所に配置し、その他の自然災害からも防護するこ

と。 

5.7.6.4 代替エネルギー源についての推奨事項 

その他の燃料またはエネルギー源（例：風、太陽光）を拠点に供給することが可能である。それらの継続的な可用性

を検討し、主または予備のエネルギー源になり得るか否かを決定する。その他のエネルギー源を利用する場合、その必

要機器およびシステムインフラ（例：風力発電装置、太陽電池パネル）が追加のスペースを必要とし、建物および構

造要件に影響する可能性がある。 

地域住民が目にする景観等周辺環境へのあらゆる影響を慎重に考慮することが望ましい。土地用途規制、建築関

係法令、およびその他の行政当局や自治体の規制によって、代替燃料やエネルギー源が認められない可能性もある。 

 

5.8 規制（地方、地域、国） 

5.8.1 空気質についての必須事項 

発電機からの排ガス制限等の、現地の大気汚染規制の有無を確認する。これらの規制は、予備発電機の許可された

運用可能時間を制限する可能性がある。 

データセンターにおいて、現地当局の規制に関して特に懸念され得る事項は、窒素酸化物（NOx）、一酸化炭素

（CO）、二酸化硫黄（SO2）、硫化水素（H2S）、塩化物等のイオン系汚染物質、および粒子状物質（PM-

10）である。 

注：米国連邦政府が『1990 Clean Air Act』を施行し、各州は同法の最低要件のみを満たすことを義務付けられた。  しか

し、各州はより厳しい要件で規制することを過去、そして現在まで常に許可されている。 

5.8.2 騒音についての必須事項 

国、地域、地方の規制により、敷地境界線もしくはその外側において超過を許されない騒音水準の存在の有無と、そ

の水準を特定する。 

5.8.3 塔および高層構造物についての必須事項 

通信塔、給水塔、冷却塔、その他の高層構造物に対し、その高さまたはその他の施設への離隔に関するする現地の

規制の有無を確認する。 

これら構造物を公衆の視界から隠すための国または地方の要件の有無を確認する。 
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5.8.4 燃料タンクについての必須事項 

二重壁タンクの使用を求める、または燃料タンクの大きさやその他の施設からの離隔を規制する現地規制の有無を確

認する。 

地上燃料タンクのみを認める現地規制の有無を確認する。 

燃料タンクのセキュリティを評価する。 

5.8.5 発電機に関する必須事項 

排ガス水準は、国および地方の排出要件を満たす必要がある。発電時間は、大気汚染物質の排出低減または騒音

軽減のために、現地の法令規則により制限される可能性がある。 

5.8.6 拠点への交通アクセスおよび駐車場の要件 

通行車両の寸法に関する道路規制（通年または季節性）、またはトラック通行の時間帯制限の有無を確認する。 

新築施設のための必須駐車台数を AHJ がどのように定めているかを確認する。AHJ がデータセンターを通常の商用オ

フィス空間とみなす場合、必要な駐車台数を削減するために、AHJ との交渉が必要となる可能性がある。 

災害復旧シナリオの検討において、関係する要員のための追加駐車場の要否を確認することが望ましい。 

5.8.7 セットバックおよび見通し 

建物、駐車場、または外周セキュリティ装置の、敷地境界線からの必須セットバックを確認する。対象となる場所に、軽

減すべき見通し規制がないこと、または見通し規制に経済的に対応可能であることを AHJ に確認する。 

5.8.8 環境評価 

環境評価には、湿原が影響を受けるか、または用地に何らかの汚染物質が存在するかを調査する環境アセスメントが

含まれる可能性がある。環境アセスメントは AHJ によって求められる可能性がある。環境アセスメントを完了させ、AHJ

との協議を実施し、承認を得るために十分な時間を、詳細設計前に確保する。 

注：アメリカ合衆国環境保護庁 および欧州委員会（『Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU』）

は、用地またはプロジェクトに具体的に当てはまり得る詳細な関連情報を提供している。   
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以下余白 

 
  



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

59 

6 空間設計 

6.1 設備全体の容量 

6.1.1 概要 

データセンターの容量は、コンピュータ室空間の規模（IT・電気通信機器を設置可能な床面積またはラック数）と、コ

ンピュータ室単位床面積あたりの電気設備および冷却設備の容量に基づく。高密度のデータセンターは、単位床面積

あたりの電気設備および冷却設備の容量がより大きい。 

新設データセンターの設計時、および既設データセンターの更新時には、最初に空間と容量のバランスを決定する必要

がある。このバランスは、データセンターに設置する IT システムおよび電気通信システムの種類や、各キャビネットまたはラ

ック内に設置するシステムの数量および組み合せによって異なる。 

設備全体の計画を策定する際、以下を実施する。 

 定められた床面積にかかる定められた荷重（N）に耐えるように設計する。 

 設計荷重および面積要件を特定する際、将来のサーバおよびストレージ用のプラットフォームも考慮する。 

 拠点における建物の物理的な拡張または増設を考慮する。 

 IT プログラムの変更を推測し、建物空間および建物インフラ計画を、ITE および建築計画に沿うように拡大ま

たは縮小できる上限および下限を設定する。 

 メインフレームハイエンド処理装置、ミドルレンジ処理装置、小型サーバあるいはブレードサーバ、通信ネットワ

ーク、およびストレージの割合を決定する。 

 容量および空間設計に影響するため、部門内の潜在的な拡張速度のみではなく、部門を跨いだ全体の拡

張速度も特定する。 

 最初にデータセンター全体を実装しない場合は、初期実装と最終実装の間の段階実装単位を決定する。こ

の単位が、この施設のモジュールサイズになる。 

 ITE 計画に基づいて、運用支出（OpEx）および初期投資（CapEx）予算と、追加実装工事の施工・試

験・実装に必要な期間を決定し、設備計画に反映させる。同様に、決定された初期実装分、最終実装規

模に向けた kW 段階実装単位を含む段階実装計画、それらすべての費用を基に、各実装の総保有コスト

（TCO）を見積もる。 

性能バランスを満たすために、キャビネットまたはラックに電力と冷却の両方が高負荷となる場合は、データセンターをより

大型のコンピュータ室において再設計し、密度を下げて設計・施工することにより、コストパフォーマンスの改善が期待で

きる。これにより生じた当該空間における電力および冷却密度の上限は明確に記録・共有することが望ましい。 

6.1.2 モジュールおよびモジュラー設計 

データセンターインフラのモジュールサイズは、設備の種類により同じとは限らず、増設も同時に行われるとは限らない。本

規格の対象とする全システムを通じたモジュールサイズには、合理的な単位が存在する。ITE 増設と同時またはそれに

先行してモジュールを増設する限り、データセンターのクラス等級が引き下げられるリスクは生じない。ITE やデータセンタ

ーの増設を見越して、モジュールを先行増設しても良い。例えば、データセンターの所有者が、データセンター建物躯体

を完成させる一方で、資金を温存するために、データセンター空間およびインフラの一部の実装を、実際に必要になる時

期まで後回しにすることも考えられる。一部のモジュールの実装が ITE の増設に遅れると、クラス等級の維持の支障とな

る恐れがある。 

モジュラーインフラ方式を採用する場合、ストレージや演算クラスタの増設単位と、重要電力および冷却設備の増設単

位を連動させる。例えば、6kW のキャビネット 200 台の設置に際し、必要な床の他に、設計裕度や安全率を除いても
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1,200kW の UPS 出力電力および冷却能力、並びにそれらに対応した空間を確保する。また、200 台のキャビネットお

よび 1,200kW の IT 負荷が通常の実装単位であれば、これがモジュールサイズとなる。 

設備または ITE に対する投資判断が下されるまでの必要時間も、空間設計空間設計についての意思決定およびモジ

ュールサイズに織り込まれなければならない。空間およびインフラ増設総所要時間（増設の是非を判断し、増設工事

の入札から引き渡しに至るまでの総所要時間）は必ず、増設計画の責任者に提示された IT 拡張工程の中に納まら

なければならない。例えば、IT 側が従来工法に基づく増設総所要時間を下回る IT 拡張工程しか提示できない場合

は、利用可能な選択肢は、IT ニーズの提示に先行して着工するか、短納期ニーズを満たすことが可能な設備あるいは

インフラソリューションの採用のいずれかとなる。 

モジュールサイズの決定に至るフロー図の例を Figure 6-1 に示す。代わりに、Table 6-1 に示すチェックリストを利用して

もよい。 

従来工法、モジュラーまたはコンテナ化のいずれの工法によるデータセンターを採用するかは、設備増設計画の責任者

またはエンドユーザの一存となるため、本規格は特定の工法を推奨するものではない。最終的に、データセンターの空間

およびインフラは、当該データセンターのクラス要件を完全に満たさなければならない。これに影響を与える要素は、当該

事業者の資金調達力、IT 部門から空間およびインフラ設備設計に落とし込める水準の ITE 拡張計画を引き出す能

力、および空間、冷却設備、電力設備の実装速度である。選択肢は時間の経過とともに狭まる。 

使用するプラットフォームやアプリケーションのクラスに応じ密度、モジュールサイズ、至近、および工程の要件は建物並び

にインフラ設備計画に大きな影響力を持ち、最終的な設備計画を左右する。 

6.2 電力システム 

6.2.1 序文 

電力システム用の空間設計を行う際の主要な検討事項には、電気回路の空間割り当て、管路および母線の利用状

況、UPS システムが集中化または分散化、冗長な電力システム、設備更新用空間、および必要な機器保守空間の

追加ニーズなどが含まれる。 

6.2.1.1 必須事項 

製造者、該当する法令・基準、および管轄の AHJ が定めるとおり、全電気機器について十分な安全距離と接近限界

距離を設けなければならない。 

同様に、要素またはシステムを保守または交換するために、当該電気機器までの十分な搬出入空間を設けなければ

ならない。 

6.2.1.2 推奨事項 

様々な低圧分電装置において電気回路の電圧を上げることで回路の寸法を極小化するか、または回路間の距離を

最少化することで、コストを下げる。 

管路または母線を敷設するための極力曲げ数の少ない経路空間を十分に設ける。データセンター内の電気回路の経

路設計配線は非常に複雑になり得るため、全ての関係部門との調整が求められる。 

冗長電力システムまたは冗長 IT システムを有する場合、構成要素毎に専用の空間を設けるか、要素間に物理的な

離隔を確保する。 

電力システムの構成要素（例：主開閉装置、発電機開閉装置、集中化された UPS およびバッテリ、該当すれば貯

蔵エネルギーシステム）は、専用の電気室に設置するか、データセンターコンピュータ室空間外に、耐火壁で区画して

配置することが望ましい。耐火施工については Table 7-1 を参照。 
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 Figure 6-1 モジュールサイズの決定ツリーの例 

  

データセンターは 

クラス F の x か？ 

（例：クラス F3） 

どのクラス等級が

求められるか？ 

データセンターは

F3 で N+1 を 

必要とする 

データセンターは xxxx m2

（ft2）になる [例：1860 m2

（20,000 ft2 ]） 

データセンターの最終的な規模 

1860m2（20,000 ft2）の 

データセンター領域 

IT 電力 3MW 

クラス F3/N+1 

このクラス用の冗長

性はどうなるか？

（例：N+1） 

データセンターの

最終的な規模 

はどうなるか？ 

データセンターは 

総計 x kW 

（または x MW）になる 

例：データセンタ

ーは 3MW の重要

電力が必要になる 

データセンターの 

電力量要件は 

どうなるか？ 

データセンターの領域、各システムの 

規模と数量、実装単位を決定する 

データセンターの初期実

装分はどれだけか？ 

これはどのデータセンター空間

サイズまたは IT モジュールサ

イズに相当するか？ 

このデータセンターは、 

一部のデータセンター空間を 

未実装のままにしておく 

[例：940m
2（10,000ft

2）] 

このデータセンターは、1.5MW

の重要な電気空調インフラおよ

び冗長システムを要する 

データセンター空間、IT および電気空調

システムのモジュールサイズを定める 

データセンターは 50%完成して

おり、235/470/940 m
2
 

(2500/5000/10,000 ft
2）の実

装単位を示唆する。 

データセンターは 4 台の 600kW

の電気空調システム

（1.5MW/3 = 500 kW または

定格 600 kW）を有する 

次の空間または 

IT モジュールを 

増設する 

次の電気空調システム 

モジュールを増設する 

データセンター 

構築完了 

これに相当する 

電気空調モジュールサイズは？

市場に流通しているもっとも近

いサイズのもの 

を使用する 

初期実装時に 

必要なインフラ要件は？ 

（例：N+1 で Class 

F3） 

 

最終設備規模 

または最終容量に 

到達したか？ 

更なる空間または 

IT 容量が必要か？ 

更なる電気空調 

システム容量が 

必要か？ 

はい はい はい 

いいえ 

いいえ いいえ 

いいえ 
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Table 6-1  モジュールサイズ設計に関するチェックリストの例 

ID 問い / 項目 目的 / 備考 

1 クラス等級チェックリスト  

1.1 データセンターが目標とするクラス等級を持っているか？ 本プロジェクトのクラス等級を定める。 

1.2 「はい」の場合、そのクラスは何か？  

1.3 
「いいえ」の場合、データセンターおよびそのデータセンターが支

える事業に関するいくつかの質問を以下に挙げる。 

事業に関する質問を通じて、システムおよびサービス可用性

レベルを特定する 

 1.3a 

その事業は国際的に展開しているか、または複数の

タイムゾーンに位置しているか、または営業時間外の

アクセスを必要とするか？ 

 

 1.3b 

データセンターは、別の災害復旧用設備に自動的に

切り替わるか、または事業に過度の障害を起こさず

に施設内の停止に耐えることが可能か？ 

 

 1.3c 
その事業は長時間または 24 時間 365 日の運用が

必要か？ 
 

 1.3d 
その事業は 24 時間 365 日の処理またはストレージ

の連続稼働が必要か？ 
 

 1.3e 
その事業は 24 時間 365 日のネットワークの連続稼

働が必要か？ 
 

 1.3f 
データセンターは保守のための予定停止が実現可能

か？ 
 

 1.3g 
データセンターは取引の処理または認証に関わって

いるか？ 
 

 1.3h 
一部の実装を遅らせる場合、後から追加実装工事

のために停止を行っても事業に影響は出ないか？ 
 

2 データセンターの最終規模に関するチェックリスト  

2.1 ラックまたは ITE 当たりの目標単位面積は？ データセンター計画での（総面積÷総ラック数）はいくらか？ 

2.2 データセンターで必要な IT ラック／ITE 総数は？ 必要な IT ラック／ITE 台数を定義する 

 2.2a  最低限度の必要量は？  

 2.2b  理想的な必要量は？  

 2.2c  最大限度量は？  

2.3 初期実装時に必要な IT ラックと ITE 総数は？ 初期実装時に必要な IT ラックと ITE 台数を記入 

2.4 
データセンターのラックと ITE 総数、所要面積、および実装ペ

ース等を増減させる要因はあるか？ 

機器 1 台当たりの必要空間の想定を上記の値から増減さ

せる空間設計上の要因を洗い出す 

2.5 このデータセンターの所要運用開始時期はいつか？ データセンターが必要とされる時期を記載 

＜次頁に続く＞ 
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ID 問い / 項目 目的 / 備考 

2.6 このデータセンターの成長率はどれだけか？ 
データセンターの成長の速さは？それにより新たな設備・空

間・作業の追加が必要となるのはいつか？ 

2.7 このデータセンターを必要とする期間はどれくらいか？ 施設を全面改装または廃止するまでの寿命は何年か？ 

3 データセンターの電力密度に関するチェックリスト  

3.1 現在実装されている IT 技術は何か？ 現在利用している IT 技術から、現行の電力密度が示される 

3.2 今後どのような IT 技術を実装する予定か？ 
今後実装する IT 技術は将来消費される予定の電力を示

す 

3.3 
既存システムの、プロセッサ対ストレージ対ネットワークの構成

比は？ 

使用される IT 技術の組み合わせおよび構成比は、目標と

する施設の電力密度の決定要因となる。 

3.4 HPC（スパコン）の導入を考えているか？ 
HPC の導入は電力密度を飛躍的に高めるため、必ず設計

に反映しなければいけない。 

3.5 
今後 3 年間に、データセンター内の新規プロジェクト計画は

あるか？ 

電力密度に悪影響を及ぼす恐れのある短期的および中期

的なプロジェクトは何か？ 

3.6 設備裕度をどの程度希望または計画しているか？ 
今後の成長計画や安全率を見越して、どれだけの設備裕

度を確保したいか？ 

3.7 電力密度の向上をどれだけ計画しているか？ 
システムの構成比（サーバ対ストレージ対 NW）がどれだけ

変化し、それが電力密度にどれだけ影響すると考えるか？ 

4 データセンターの段階実装に関するチェックリスト  

4.1 初期実装時に構築予定のデータセンターの面積は？ データセンターの初期実装規模は？ 

4.2 初期実装時に未実装空間を残しておきたいか？ 
追加実装をしなければならなくなる前に、初期実装時にデー

タセンター空間を部分的に先行実装しておくことを望むか？ 

4.3 
初期実装サイズとデータセンターサイズは相関しているか

（例：共に段階実装単位の整数倍となっているか）？ 

データセンター面積および設備エリア合計面積を比較する

際、面積当たり電力消費（W/m2 または W/ft2）が同等で

あることが望ましい。 

4.4 データセンター床面積の増設単位はいくらか？ 

初期実装要件と最終構築規模を考慮し、合理的な実装

単位面積は？（例：5,576m2（60,000ft2）のデータセン

ターにおいて、4 段階で 1,394m2（15,000ft2）モジュー

ル）？ 

4.5 

データセンターを拡張する場合、増設されたデータセンターIT

モジュールの容量と電気空調設備の増設単位を揃えたい

か？ 

IT 増設分に見合った量の電気・空調設備を随時増設すれ

ば、運用費用を最小化できるが、モジュール追加の度に運

用に支障を及ぼす危険性がある。構築時の設備可用性ク

ラス等級よりも低い等級で運用を行う場合は、モジュール追

加時の支障は小さくなるが、余剰容量分について無駄な運

用費用が発生する。 

4.6 何段階の実装を予定または希望するか？  

＜次頁に続く＞ 
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ID 問い / 項目 目的 / 備考 

4.7 データセンターの電力系統構成は？ クラス要件を満たすためにどのようなトポロジを選択したか？ 

4.8 
コンピュータ室増床に対応する電気設備増設単位はいくら

か？ 

どのような電気設備構成が指定の電力密度において、そのコ

ンピュータ室が必要とするクラス要件を満たせるか？ 

4.9 基幹電力設備の増設単位はいくらか？ 
どのような電気設備がそのモジュールが必要とする電力密度

とクラス要件を満たせるか？ 

4.10 
電力設備は、将来無停止での増設を可能とする構成になっ

ているか？ 

クラス等級に相応な将来の追加工事を踏まえて予め追加の

機器や接続を見込む必要があるか？ 

4.11 
データセンターの空調・冷却設備構成（トポロジ）はどうなっ

ているか？ 

データセンター空間モジュールに定められた電力密度でのクラ

ス要件を満たす空調・冷却設備は何か？ 

4.12 
コンピュータ室増床に対応する空調・冷却設備増設単位は

いくらか？ 

どのような空調・冷却設備がそのモジュールが必要とする電

力密度とクラス要件を満たせるか？ 

4.13 
空調・冷却設備は、将来無停止での増設を可能とする構

成になっているか？ 

クラス等級に相応な将来の追加工事を踏まえて予め追加の

機器や接続を見込む必要があるか？ 

5 設備モジュールサイズに関するチェックリスト  

5.1 
上記の段階実装に関する検討の結果として、電気設備のモ

ジュールサイズはいくつが論理的か？ 

選択したトポロジで必要となる電力設備要素当たりの入力

kVA と出力 kW はいくつか？ 

5.2 電気設備のモジュールサイズは、業界標準サイズであるか？ 

主要電気設備（UPS のパワーモジュール、発電機、配電

盤、受電変圧器、重要電力の配電系統等）の業界標準

容量はいくつか？ 

5.3 
上記のモジュールサイズを基にすると、初期実装で電気設備

モジュールが何モジュール必要となるか？ 

初期実装に必要なモジュール数は、選択したクラス等級の

要件を全面的に踏まえていることを確認する。  

5.4 
上記のモジュールサイズを基にすると、最終実装で電気設備

モジュールが何モジュール必要となるか？ 

最終実装に必要なモジュール数は、選択したクラス等級の

要件を全面的に踏まえていることを確認する。  

5.5 
上記の段階実装に関する検討の結果として、空調・冷却設

備のモジュールサイズはいくつが論理的か？ 

選択したトポロジで必要となる空調設備ユニット当たりの入

力 kW と実効冷凍トンはいくつか？ 

5.6 
空調・冷却のモジュールサイズは、業界標準サイズである

か？ 

業界標準サイズの主要空調・冷却設備（AHU、ポンプ、冷

凍機、コイル、配管等）の容量はいくつか？ 

5.7 
上記のモジュールサイズを基にすると、初期実装で空調・冷

却設備モジュールが何モジュール必要となるか？ 

初期実装に必要なモジュール数は、選択したクラス等級の

要件を全面的に踏まえていることを確認する。  

5.8 
上記のモジュールサイズを基にすると、最終実装で空調・冷

却設備モジュールが何モジュール必要となるか？ 

最終実装に必要なモジュール数は、選択したクラス等級の

要件を全面的に踏まえていることを確認する。  

   

＜次頁に続く＞ 
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ID 問い / 項目 目的 / 備考 

6 空間設計に関するチェックリスト  

6.1 
データセンター実装段階および物理的規模を事前に踏まえ

て、関連する電気システムに必要な空間はどの程度か？ 
上記のモジュールの設置に必要な空間サイズは？ 

6.2 電気室は、そのクラス等級で区画分離が必要か？  

6.3 電気モジュール用空間はいくつ必要か？  

6.4 
電気設備空間は区画無しで連続していなければならない

か？ 
 

6.5 電気設備空間は隣接しなければならないか？  

6.6 
電気設備空間はデータセンターのモジュールに隣接しなけれ

ばならないか？ 
 

6.7 
電気室に関して、外壁側への配置、屋外アクセスの確保、ま

たは具体的な接続要件といった特定の要件が存在するか？ 
 

6.8 空調機械室は、そのクラス等級で区画分離が必要か？  

6.9 いくつの空調モジュール用空間が必要か？  

6.10 
空調機械用空間は区画無しで連続していなければならない

か？ 
 

6.11 空調機械用空間は隣接しなければならないか？  

6.12 
空調機械用空間はデータセンターのモジュールに隣接しなけ

ればならないか？ 
 

6.13 

空調機械室に関して、外壁側への配置、屋外アクセスの確

保、または具体的な接続要件といった特定の要件が存在す

るか？ 

 

 

データセンター用電気インフラは、建物がデータセンター機能に専用特化していない場合、建物本体側の電気システム

から分離区画することが望ましい。 

6.2.1.3 追記情報 

電力システムに必要な空間は、必要な冗長性と信頼性水準を加味した電気設備の容量に見合っているか？上記は

コンピュータ室の面積に単純比例はしない。例えば、重要負荷の総容量 1MW の 1,000m2（10,000ft2）のコンピュー

タ室用の電力システムでは、冗長性と信頼性水準が同じ場合の重要負荷の総容量 1MW の 500m2（5,000ft2）の

コンピュータ室と大体同規模の物理的空間が必要になる。 

空間設計に含めることが望ましい電気設備、要素、およびシステムの一部を以下に挙げる。 

 コンピュータ室外の専用の電気室に通常設置される設備 

– 引込受電盤（高圧もしくは低圧、開放型、またはキュービクル型） 

– ユニット変電所（高圧） 

– 2 回線引込構成の場合は母線連絡しゃ断器 

＜次頁に続く＞ 
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– 発電機（屋内外） 

– 発電機並列盤 

– 自動切替装置（ATS） 

– ロードバンク（常設ロードバンクまたは電気システムへの接続作業が必要なトレーラ上の仮設ロードバンク） 

– 配電盤（重要負荷、非重要負荷、防災負荷） 

– 変圧器 

– 集中化された UPS - 静止型またはロータリー型システム 

– UPS 電池室（静止型またはロータリー型システムで、液式バッテリを使用する場合） 

 コンピュータ室空間内に通常設置される機器 

– 分電盤(RPP) －通常は負荷の近傍で集中化したブレーカをキャビネット又はラック内に収容したラックマ

ウント式分電盤 

– コンセントバー－キャビネットまたはラック内に設置し、当該キャビネットまたはラック内に電力を供給する 

– 分散型 UPS－供給する負荷の近傍（同じラック又はラック列内）に設置し、電解質が漏れない電池

(例：制御弁式鉛電池)を使用する 

– AC-DC 電源、バスバー、及び BBU を含む OCP ラック 

 コンピュータ室空間外に通常設置される機器 

– PDU は、コンピュータ室外の専用の電気設備室または空調・電気設備の共用の機械室に設置すること

を推奨する。 

コンピュータ室の外に PDU を設置する利点は、電気関係の操作および保守作業をコンピュータ室空間の

外側で実施できる点である PDU の変圧器および静止型切替器(STS)の有無は UPS の設計および負

荷要件に応じて決まる。 

上記のシステムを、現地組み立てか、工場製造モジュールか、またはコンテナ化データセンターの一部かのどの形とするか

を検討する。これらの電気設備は、通常、データセンター空間外に置かれるが、これらを空調設備や IT 空間と一体に

構築する、包括的な手法も考えられる。 

工場組み立て式、モジュラー式、あるいはコンテナ式の電気設備を採用する場合、データセンターの非モジュラー部分に

対して、現地組み立て方式の電気設備の場合とは異なる考慮事項が存在する。例えば、建物施工中の電気設備の

設置、運用中の電気設備の増設、屋外に設置した電気設備の天候からの保護等が挙げられる。 

6.2.2 商用電力受電 

6.2.2.1 単一引込口：単独経路 

6.2.2.1.1 推奨事項 

独立した商用電力受電設備および付随する受電盤は、データセンター主配電室に隣接または近接する専用空間に

設置することが望ましい。 

6.2.2.2 単一引込口：二重経路 

6.2.2.2.1 推奨事項 

商用電力受電設備および付随する受電盤は、二カ所のデータセンター配電室から等距離の、またはこれらに近接する

専用空間に設置することが望ましい。 
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6.2.2.3 二重引込口：二重経路 

6.2.2.3.1 推奨事項 

独立した商用電力受電設備および付随する受電盤は、離れた専用空間に設置することが望ましい。A 系受電設備の

設置個所は、A 系配電室に隣接することが望ましく、B 系受電設備の設置個所は、B 系配電室に隣接することが望ま

しい。一つの壊滅的事象が、両系に影響しないことが望ましい。 

6.2.3 発電機電源 

6.2.3.1 設置個所（屋内・屋外） 

6.2.3.1.1 序文 

屋内または屋外のどちらに発電機を設置するかは、現場およびクライアントの具体的な要件に基づく。 

発電機をいずれに設置するかで費用上大きな差はないと思われるが、発電機の位置を評価する際は以下を考慮する。 

 屋内設置の発電機 

– 建物内で、㎡当たりの施工単価が最も低い区域に発電機を設置する 

– 自動ルーバ、騒音低減や軽減、および排気処理等の、屋内設置に伴う事項に要する追加費用 

– 発電機室の荷重、振動、側面構造、および内壁面の耐火等級に関する要件 

– 燃料タンク容量および場所 

– 将来の発電機増設場所 

– 地域ならびに建築規制、関係法令、および規格 

 屋外設置の発電機 

– 物理的および天候による損傷のリスクが増加 

– 発電機室の荷重、振動、側面構造、および内壁面の耐火等級に関する要件 

– 燃料タンク容量および場所 

– 将来の発電機増設場所 

– 需給調整運用へのインセンティブ等、省エネに関して考慮すべき事項 

– 大気汚染または騒音に関する規制 

– 地域ならびに建築規制、関係法令、および規格 

6.2.3.1.2 必須事項 

屋外設置の発電機は、格納容器の内部に設置しなければならない。 

発電機の排気装置は、建物の吸気口に排気が流れない場所、可能であれば建物の吸気口から見て卓越風の風下

に位置するよう設置しなければならない。 

6.2.3.1.3 推奨事項 

発電機は屋内設置を推奨する。十分なクリアランスを確保した屋内発電機は、特に悪天候下においてその稼働が必

要となる場合に、監視および保守が容易にできる。 
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6.2.3.2 敷地内燃料貯蔵 

6.2.3.2.1 序文 

空間設計においては、敷地内燃料貯蔵を考慮する必要がある。必要かつ貯蔵可能な燃料の量は、以下の事項に左

右される。 

 データセンターで運用するアプリケーションの災害復旧サイトの有無と、復旧サイトにおいて当該アプリケーション

の起動に要する時間 

 データセンターから、補充のための燃料保管所または給油所までの距離 

 地震、洪水、台風等の局地災害時に燃料補給を受ける際の優先度並びに所要時間 

 アプリケーションの重要性および法規制上の要件 

 電源の自立を求める事業上の諸条件 

 セキュリティに関して考慮すべき事項 

 自然要素（洪水、嵐等）からの保護 

 燃料ポンプの配置 

 現地の法令規則および AHJ による承認 

 環境要件 

敷地内での大量の燃料貯蔵は、監督官庁ならびに環境規制当局による大規模な許認可および監査手続きの対象

となり得る。さらに、地下貯蔵タンク（UST）は、地上貯蔵タンク（AST）より許認可手続きが厳格になる恐れがある。 

6.2.3.2.2 推奨事項 

発電用燃料の最低必要量は、データセンター可用性要件に応じて、8 時間～96 時間の全負荷稼働に対応した量が

望ましい。 

所有者のニーズによっては、必要となる燃料貯蔵または確保量は 4 日分を大幅に超える可能性がある。 

6.3 冷却容量 

6.3.1 序文 

冷却システムを設置するために必要な空間は、選択した冷却システムの種類によって異なる。考慮する事項には以下

のものが挙げられる。 

 冷却方式（集中 AHU、壁際の CRAC、列内空調、天井設置型 PAC、スポット冷却など） 

 水冷方式か空冷方式 

 コンピュータ室内での液冷式キャビネット（密閉ラック、リアドア熱交換器、液冷ヒートシンク、液冷 ITE への直

接供給を含む） 

 ITE 機器を、縦型空冷ラックに設置する従来の方式ではなく、水平に液冷タンク内に常時沈める液浸冷却 

 冷却塔（冷水システム） 

 蓄熱槽（冷水システム） 

 配管およびポンプ 

 その他の必要な設備またはリソース 

電気設備と同様、これらの設備が現地組み立てか、工場製造モジュールか、またはコンテナ化する等の方法を取るのか

を検討する。上記の冷却設備は、一般的に IT 空間と分けて配置されるが、冷却設備と IT 空間を融合させて構築す

る等の、包括的な手法も存在する。この場合、施設の構築当初から特定の冷却方式に固定されることとなる。 

空調設備の容量計画に影響する決定事項については、Table 6-2 を参照。 
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Table 6-2 水冷および空冷システムの選択肢および主要設計パラメータ 

システムの種類および関連パラメータ 

液冷システム 空冷システム 

液冷システムの種類は何か？ 

 冷水システム 

o 冷却塔 

o 直接蒸発冷却（ミスト冷却等） 

o 間接水冷（海水/河川水または地下水を使用して、

熱交換器または同様の手法により冷却水から除熱す

る） 

 冷却水システム 

o 空冷（乾式）冷凍機 

o 水冷（湿式）冷凍機 

o 吸収式冷凍機（現場にコジェネレーション能力が存在

する設備） 

 液浸冷却 

空冷システムの種類は何か？ 

 DX 冷却システム 

通常、水を利用した冷却よりも効率は悪いが、より柔軟で

拡張性がある。 

 外気直接導入 

高効率だが一定の気候にのみ有効であり、IT 機器は広

範囲の温湿度環境への耐性が求められる。通常 DX また

は蒸発冷却で補助する。 

 外気間接冷却 

熱交換器を介して屋外の空気を利用する。フリー空冷より

も気候の制約はないが、初期費用がより高い。 

以下のパラメータを確定する。 

 冷却水と冷水の温度設定（往水と還水） 

 水配管径 

 揚水量および速度 

 添加薬剤 

 蓄熱の採用の可否 

o 時間容量は？（分または時間数） 

o 設置場所は？（地下または屋外） 

配管内の層流を維持し、必要揚水動力を削減することが望ま

しい。 

主配管の曲げおよび弁の数を最小限にし、曲げ半径を大きく

確保することで、必須最小揚水動力を削減する。 

配管径および揚水定格動力はどちらも、5～7 世代分の ITE

機器の必要性（15～20 年間）を考慮しなければならない。 

以下のパラメータを確定する。 

 空調ダクト断面積 

 ファン風量および風速 

 熱交換器の性能（該当する場合） 

 

送風動力は風速の 4 乗に比例して増大するので、風速を抑え

るためにダクト断面積を可能な限り大きく確保すること。 

主ダクトの曲げおよびダンパの数を最小限にして、曲げ半径を大

きく確保することで、必須最小送風動力を削減する。 

空冷式の方がモジュラー設計との親和性が高いので、水冷式よ

りも事前容量計画は重要ではないが、モジュールサイズは慎重

に決定する必要がある。 

 
6.3.2 推奨事項 

データセンター用空調インフラは、建物がデータセンター機能に専用特化していない場合、建物本体の空調設備から分

離区画することが望ましい。 

冷却設備の設計容量は、各ラック、キャビネット、または ITE 空間内の電力供給システムおよび、その構成要素の冷却

要件を十分に上回る容量であることが望ましい。冷却機器および ITE の電源は、分離することが望ましい。 
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IT 設備の冷却ソリューションが工場組立式、モジュラー式、またはコンテナ式の場合、上記ソリューションがその外部に求

める冷却要件は、冷却設備を現地組み立てした場合とは要素サイズ、システム構成並びに費用の面で通常異なる。

建設工事中の先行設置や、IT 運用中の空調設備の増強の影響、ITE の増設に正確に対応した形での空調設備の

増強などを検討することが望ましい。 

電気設備において受電回線数を考慮するのと同じく、冷却設備に求められる信頼性と、障害許容力を実現する手段

についても考慮することが望ましい。特に、冷却設備を「N + x」または「2N」方式で構成する予定の場合、冷水や冷却

水の配管の接続点数およびそれらの配置、ループの方式(二重冗長ループか、ベース/ピークループ)、設備の全ての部

分での無停止または最小限の影響での保守性の担保、フェールオーバ能力等についても考慮することが望ましい。 

次に、ITE 機器を漏水の可能性にさらさずに、コンピュータ室自体を冷却する方法を検討することとなる。これにはさまざ

まな方法がある。例えば、コンピュータ室のすぐ外側に CRAC や CRAH 装置を設置することで、全ての水配管をコンピ

ュータ室の外に配置する方法や、さまざまな種類の熱交換器を室外に設置し、そこから室内の冷却装置までの間に、

空気又は冷媒を循環させて冷却する方法が挙げられる。多くの冷媒は常温で気化するため、コンピュータ室に漏出して

も ITE 機器に悪影響を与えず、湿気ももたらさない。また、水はほぼ 40 年間コンピュータ室内にて（メインフレーム等

に）悪影響をほぼ伴わずに使われていることを踏まえ、最近では特にデータセンターにおいて、送風動力を使わずに ITE

ラック冷却装置や ITE 機器本体に直接送水して冷却する水冷方式が再興しつつある。 

6.3.3 追記情報 

冷却設備に必要な空間は、設計仕様全体に必要な容量、冗長性および信頼性水準に見合っている。この空間はコ

ンピュータ室の面積に単純比例はしない。例えば、重要負荷の総容量 1MW の 1,000m2（10,000ft2）のコンピュータ

室用の冷却設備では、同種の冷却方式で同等の冗長性と信頼性水準を持つ、同容量の 500m2（5,000ft2）のコ

ンピュータ室と大体同規模の、物理的空間が冷却設備用に必要になる）。ただし、想定ラック電力密度の大幅な変

更は、冷却設備設計上の選択肢を変える可能性があることに留意する。（HPC 以外では珍しい直接水冷方式の場

合を除いて）ラック電力密度が上昇すると、その熱負荷および ITE 機器に必要になる風量も上昇することを特に考慮

すべきである。このため、ITE 機器の過熱による不具合や停止を回避しながら、効率良く冷却するためには、ITE 機器

の至近にその冷却設備を配置することが望ましい。 

具体的には様々な手段が存在するが、何らかの形のコンテインメントを指す場合が多い。  

6.4 データセンター付帯施設 

6.4.1 序文 

各空間の適切な隣接関係は、必要な人員および物の流れを検討することによって決定可能である。Figure 6-2 およ

び Figure 6-3 に、データセンターにおける人員および物の流れの例を示す。 本図は物理的な隣接関係を示すものでは

ないが、機能的な隣接関係の特定を補助するために利用可能である。 

従来型の施工とモジュラー型およびコンテナ型の施工では各空間の隣接関係はそれぞれ異なる。従来型施工では、所

有者は単一建物内での段階実装を選択することができる。また、データセンターの所有者が建物および用地全体の形

を決定できるという単純な理由により、各種経路、付帯設備要素のグループ分け、および他の建物や非データセンター

要素との位置関係について柔軟に調整できる。 

モジュラー型およびコンテナ型のデータセンター施工では、次のいずれかによって、拡張単位が固定される。 

 収容可能な ITE ラック数やそれらに供給するインフラの単位容量等により定義される、拡張単位の物理的寸

法 

 全モジュールまたはコンテナが共通の電気および通信インフラから供給を受ける構成の場合は、増設するモジュ

ールやコンテナの数 
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同様にモジュールユニットおよびコンテナは次のようになる可能性がある。 

 屋内または屋外いずれかに設置される 

 各モジュールまたはコンテナごとに専用の商用および重要電力系統を有する 

 集中型または分散型の予備電源を有する 

 集中化した熱源設備を使用する 

 敷地の形態に応じて、複数の電気通信引込室および MDA を有することができる 

 従来の手法で構築されたデータセンターと異なり、グループ化された付帯設備空間を確保できる 

 

 

  

Figure 6-2 従来型データセンターの空間隣接関係 
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Figure 6-3 モジュラー型およびコンテナ型のデータセンターの空間隣接関係 

 

6.4.2 警備室 

6.4.2.1 推奨事項 

守衛室は、人が出入りする設備の正面玄関に配置するか、またはその隣に配置することが望ましい。 

訪問者の入館受付エリアは、施設のセキュリティ監視設備から物理的に離れていることが望ましい。 

警備室には、ビデオ監視および入退管理システムの、データベースや操作端末等のセキュリティ監視設備を含めることが

望ましい。この空間を計画する際、考慮する事項は以下の通り。 

 ビデオ監視室の要件 

 入退管理システムの空間およびストレージの要件 

 鍵保管庫への円滑なアクセス 

 アクセスカード（一時用および未設定）保管庫への円滑なアクセス 

 火災・煙警報監視システム 

 セキュリティ監視室への入退制限 

電気設備 

（開閉装置と

UPS） 

ポッド /  

コンテナ / 
 モジュール 

（換気あり） 

 

コマンド 

センター 

電気設備 

（開閉装置と

UPS） 

ポッド /  

コンテナ / 

 モジュール 
（換気あり） 

 

電気設備 

（開閉装置と

UPS） 

ポッド /  

コンテナ / 

 モジュール 
（換気あり） 

 

電気設備 

（開閉装置と

UPS） 

ポッド /  
コンテナ / 

 モジュール 

（換気あり） 

 

電気設備 

（開閉装置と

UPS） 

ポッド /  

コンテナ / 

 モジュール 
（換気あり） 

 

一般 

事務室

（公開） 

 

保守技術員室 

薬品および 

塗料保管所 

部品および工具

保管所 

一般用倉庫  

搬出入口 

セキュア

な 

荷捌き所 

一般用 

搬出入口 

セキュアな設備用経路 

セキュアな IT 専用経路 

警備室 

ベンダ用の

安全な 

保管所 
セキュア側 

事務室および 

付帯施設 

返品修理 

IT 準備室 

IT 用のセキュア

な保管所 

IT 開発ラボ 

商用受電設備

および発電機 

集中化した熱

源設備（利用
する場合）  

 

商用電源および発電機については、集中化して

各モジュール共用とするか、または各モジュールに

個別のシステムとしても良い。 

通信 

引込室 
MDA 

MDA 

（クラスに

基づき必要

な場合） 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

73 

データセンターのセキュリティ要件の詳細な解説については、12 章を参照。 

6.4.3 通信引込室 

6.4.3.1 序文 

通信引込室の機能は二つある。 

 アクセスプロバイダの引込ケーブルを、屋外用ケーブルから屋内用ケーブルへ変換できる物理的に防護された

空間を用意する 

 分界点、成端、終端装置等のアクセスプロバイダが所有する機器を収容する 

データセンターの通信要件の詳細な解説については、14 章を参照。 

6.4.3.2 位置 

6.4.3.2.1 必須事項 

MDA、IDA、および HDA を含む通信配線設備の配置、および空間要件を検討しなければならない。これらの通信配

線設備の配置では、設置予定のバックボーンケーブリングの種類で対応可能なアプリケーションの最大チャネル長を検討

しなければならない。 

6.4.3.2.2 推奨事項 

コンピュータ室に対する引込室の位置は、引込室から提供される回線の距離制限内に収まるように設計することが望ま

しい。可能であれば、引込室はコンピュータ室の隣またはコンピュータ室内の物理的に防護された空間に配置することが

望ましい。 

T-1、T-3、E-1、および E-3 回線の距離制限、これらの回線が使用するケーブルの種類、およびチャネル内の DSX パ

ネルおよびパッチパネルの数に特に配慮すること。データセンターの T-3 および E-3 回線で許容される最大距離に関する

指針については、適用可能なケーブリング基準（例：同軸回線については『ANSI/TIA-942-B』）参照。 

プライマリボンディングバスバー（PBB）を有する引込室は、電気主接地バスバーと PBB が接続する通信用ボンディン

グ導体(TBC)の長さを最小化するために、電気主接地バスバーに近接させることが望ましい。TBC の大きさは、適用可

能な基準に従わなければならない（例：『ANSI/TIA 607-C」、『ANSI/NECA/BICSI 607』、『ISO/IEC 30129』）。 

6.4.3.3 アクセスプロバイダについての検討事項 

6.4.3.3.1 推奨事項 

サービス提供のために回線供給が契約される場合、アクセスプロバイダの機器およびいかなる関連ケーブリングに対して

も、十分な空間を用意することが望ましい。引込室とアクセスプロバイダの機器の間のケーブル経路を、分離または物理

的に防護することが求められる可能性がある。 

独立した引込室が備えられている場合は、データセンターのネットワーク運用要員およびアクセスプロバイダの技術者双

方による引込室へのアクセスが必要になる。引込室およびコンピュータ室内の顧客所有の機器は、アクセスプロバイダの

技術者がアクセスできないようにすることが望ましい。 

引込室の大きさは、想定する各アクセスプロバイダの容量に合わせることが望ましい。引込室の大きさを決める前に、設

計者は各アクセスプロバイダと協議し、その空間要件を決定することが望ましい。さらに、顧客所有の機器収容およびコ

ンピュータ室を含む建物全体へのケーブリング成端用に、ラックおよびキャビネット空間が必要である。 

回線供給契約によって必要とされる場合は、各アクセスプロバイダは他のアクセスプロバイダから分離したキャビネットまた

はラック内に自社の引込ケーブルを終端し、自社の機器を設置する。 

引込室においてアクセスプロバイダ所有機器と顧客所有機器を分離するために、引込室を別々の領域に区画すること

がある。引込室を区画する場合は、1 つはデータセンター所有者用、もう 1 つはすべてのアクセスプロバイダの共有用の 2
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つの空間で通常構成される。しかし、複数のアクセスプロバイダが存在する場合は、それぞれが固有の空間を要求する

可能性がある。これらの要求された空間は、セキュリティケージを用いることで同一室内に用意するか、または壁を用いて

複数の個別空間を作ることができる。 

顧客は、すべてのアクセスプロバイダに対し、共用の meet-me（相互接続）用ラックまたは分界用ラック内に分界点

（パッチパネル、DSX パネル、および IDC ブロック）を設置することを要求できる。アクセスプロバイダ回線に対するすべ

てのパッチングを、meet-me ラックに統合し、コンピュータ室へのケーブリング用のパッチパネルを同一または隣接ラック内に

配置することで、引込室内のケーブリングを単純化できる。コンピュータ室へのケーブリングをサポートするパッチパネルを分

界点パネルおよびブロックに隣接させることで、回線を短いパッチコードでコンピュータ室のケーブリングシステムにクロスコネ

クトさせることが可能になる。 

引込室内に設置されるアクセスプロバイダの機器は、アクセスプロバイダ所有のパッチパネル、デジタルクロスコネクト

（DSX）パネル、ルータ、SONET、DWDM、および回線供給機器から構成される。引込室の電力要件は通常、各

アクセスプロバイダにつき 500～1,500W の範囲である。しかし、設計者は各アクセスプロバイダと協議して、その電力、

空間、インターフェース、その他の設備要件を決定することが望ましい。 

6.4.4 コマンドセンター 

6.4.4.1 推奨事項 

コマンドセンターは、すべてのデータセンター建物の設備を、制御ではなく監視できることが望ましい。 そうすることで、ネッ

トワークおよび設備の各管理者は、すべての重要なデータセンター建物の設備の警告または警報を完全に把握できる

ようになる。 

コマンドセンターおよびその他周辺のデータセンター付帯設備が接続する通信室（TR）は、コンピュータ室の外に配置

することが望ましい。 

コマンドセンター内のワークエリアの通信機器には、2 箇所の異なる収容場所への接続が必要になる可能性がある。ネッ

トワーク監視には、MDA に位置するコアネットワーク機器に直接のコネクティビティが必要になる可能性がある。企業内

LAN および電話回線には、コンピュータ室を経由しない一般通信配線とのコネクティビティが必要になる。 

一部のアプリケーションでは、コマンドセンター内の全要員が容易に視認できる大型ディスプレイが必要となる可能性があ

る。 

データセンターによっては、CATV システムが必要になる可能性がある（例：ケーブルテレビまたは衛星放送事業者）。 

6.4.5 ヘルプデスク 

6.4.5.1 推奨事項 

ヘルプデスクはコンピュータ室の近くに配置する必要はなく、データセンター外の隣接する一般事務室内に併設で良い。

さらに、データセンター設備の保護領域内に位置する必要がない場合は、ヘルプデスクおよび一般事務室を別の建物

内に構築することも認められる。 

ヘルプデスク用のオペレータ作業端末は、そのサポート機能が停電や電源が不安定になることにより停止しないようにす

るために、予備発電機および UPS システムから供給される重要電力回線から供給することが望ましい。 

6.4.6 印刷室 

6.4.6.1 必須事項 

プリンタ製造者が定める設置個所の室内環境基準は、施設の設計パラメータに含めなければならない。印刷室固有の

環境パラメータは、一般的に温度および湿度である。 
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6.4.6.2 推奨事項 

プリンタはメインコンピュータ室に隣接しない専用印刷室内に設置することが望ましい。印刷室は、専用のエアハンドリン

グシステムを有することが望ましい。 

印刷機能をサポートする電力システムは、重要とみなすことが望ましく、予備発電機および UPS システムから供給する

ことが望ましい。 

設備の配置には以下を含める。 

 印刷室付近に位置する別室の紙保管室 

 パレット上の大量の紙製品を円滑に運搬するための、搬出入口から印刷室および紙保管室までの最適な経

路 

6.4.7 搬出入口 

6.4.7.1 必須事項 

データセンター専用の建物には、安全な搬出入口エリアも含めなければならない。 

搬出入口内のスロープについては、7.3 項を遵守する。 

6.4.7.2 推奨事項 

搬出入口は、コンピュータ室まで段差のない、機器および資材の重量に耐えられる床荷重が十分な通路を確保できる

場所に設けることが望ましい。 

データセンター専用の施設では、セキュリティの保たれた搬出入口等の安全な荷受け手段のみを有することが望ましい。

データセンターを有する多用途建物では、一般向け配送業者のための公開搬出入口をデータセンターから隔離すること

が望ましい。 

全ての高額機器のため、セキュアな搬出入口を提供することが望ましい。セキュアな搬出入口を計画する際は以下の

事項も考慮すること。 

 配送品を悪天候から保護するための、配送トラック用の雨除けの設置 

 機器がいかなる種類の配送トラックからも安全に移せるようにするための、ドック昇降機の採用 

 建物の映像監視システム(VSS)による搬出入口エリアの監視。 搬出入口内の全ての活動を詰所の警備員

が目視できればさらに良い。 

 すべての入退履歴を記録可能なシステムを備えた入退管理システムによる、搬出入口へのアクセス管理 

6.4.8 保管所 

6.4.8.1 高額機器のセキュアな保管 

6.4.8.1.1 推奨事項 

高額機器のセキュアな保管エリアは、セキュアな搬出入口の隣に配置することが望ましい。 

高額機器のセキュアな保管のために必要な空間は、コンピュータ室面積に対して10％の割合を推奨する。空間の推奨

最低面積は、23m2（250ft2）である。運用実態次第で、大規模データセンターでは 10%より少ない比率でも良い。 

セキュアな保管エリアへの入退管理は、建物の VSS による監視、または入退管理システムによるアクセス管理にて行う

ことが望ましい。このシステムは、すべての入退履歴を記録することが望ましい。 

  



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

76 

6.4.8.2 開梱 

6.4.8.2.1 推奨事項 

すべての保管および開梱作業は、コンピュータ室の外側、保管室内または開梱エリア内のいずれかで行うことが望ましい。

可能であれば、開梱エリアはコンピュータ室の隣に配置することが望ましい。高価な機器については、開梱エリアを開梱

専用とし、テストベンチまたはラボ空間からも分離することが望ましい。 

ダンボール箱および梱包材から多量の粉じんが発生する可能性があるため、開梱エリアは CPU 室と別個の空調システ

ムを有することが望ましい。 

ラボ空間が不足する場合は、大型メインフレーム用やハイエンドサーバ用の CPU 室向けの試験および慣らし運転に開

梱エリアを転用することも許容される。しかし、これを常態とせず、対策を検討することが望ましい。 

開梱エリアは、建物 VSS による監視、または入退管理システムによるアクセス管理を行うことが望ましい。このシステム

は、すべての入退履歴を記録することが望ましい。 

6.4.8.3 ベンダ用の保管所 

6.4.8.3.1 推奨事項 

ベンダ所有の機器用に、セキュアな保管エリアを設けることが望ましい。この空間は、現場に機器を保管するベンダの数

およびその業種により必要となる。 

ベンダ用の保管エリアは、建物 VSS による監視を行う、もしくはセキュアな搬出入口に近接または隣接させることが望ま

しい。 

ベンダ用保管所の保安要件は、開梱エリアの保安要件と同じであることが望ましい。 

6.4.8.4 印刷物保管所 

6.4.8.4.1 推奨事項 

印刷物保管所は、搬出入口または可能であれば印刷室のいずれかの隣に配置することが望ましい。 

6.4.9 保守技術員室 

6.4.9.1 推奨事項 

保守技術員室は設備保守要員およびそのスタッフの執務に十分な空間を確保し、なおかつ受配電盤、UPS、発電機、

冷却装置、および HVAC 室の近くに配置することが望ましい。 

保守技術員室は、35dB 以下という ASHRAE の NC(騒音基準)値を満たすために、隣接する機器室からの十分な

騒音低減を行い、最低 10m2（100ft2）の床面積を設けることが望ましい。 

6.4.10 運営管理 

6.4.10.1 推奨事項 

運営管理または一般事務用の空間には、データセンターおよびその付帯設備と同水準の高度な施工は不要と思われ

る。 

運営管理の空間設計にあたり考慮すべき事項は以下を含む。 

 災害復旧および事業継続計画 

 気象災害下の運用指針（例：どのエリアに要員を配置するか） 

 要員用の避難エリアやシェルターの位置 

 データセンター拡張計画の一環または単独の計画による、運営管理用空間の今後の拡張要件 

 壁一面のホワイトボード等を備えた、特別な大会議室や 「司令室」のような、非常時の機能を有する部屋 
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6.4.11 環境設計 

6.4.11.1 推奨事項 

地域の環境イニシアチブの遵守、並びにリサイクル活動の推進が推奨される。実施に当たっては、地方、州、または国の

補助金が得られる場合がある。環境に配慮した建物のベストプラクティスおよび方策の例を以下に挙げる。 

 United States Green Building Council (USGBC), Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) 

 Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) 

 U.S.Environmental Protection Agency (EPA):Energy Star for Buildings 

 American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE):Building 
Energy Quotient (bEQ) 

6.4.12 廃棄物/リサイクル 

6.4.12.1 推奨事項 

データセンターでは空箱、梱包材、その他の廃棄物が大量に発生するため、その取扱に十分な空間を割り当てることが

望ましい。また、回収の頻度、防火対策、地域の AHJ 要件、および廃棄物コンテナの寸法、アクセス経路、設置場所

等の要件も考慮することが望ましい。 

データセンター施設の施工で使用される資材は、現実的な範囲で再利用や現地調達を行うことが望ましい。再利用お

よび地域の環境イニシアチブ（例：Leadership in Energy and Environmental Design （LEED）、BRE 

Environmental Assessment Method （BREEAM）等）の遵守が推奨される。 

6.5 フリーアクセスフロア利用時の機器配置 

フリーアクセスフロアは、冷気の分配、電力および IT ケーブリング、並びに空調配管の設置に有用である。しかし、データ

センター内の電力密度の向上や高効率化、または耐震補強架台や部材を導入する場合等は、フリーアクセスフロアを

介した床下強制空調の優位性は低下する。さらに、冷気がケーブリングおよび配管と同じ空間を共有する場合、冷却

管理が課題になる。これらの懸念事項はあるものの、フリーアクセスフロアは依然としてデータセンター設計で最も一般的

な特徴である。 

6.5.1 冷却 

6.5.1.1 フリーアクセスフロアグリル/穴あき床タイル 

6.5.1.1.1 必須事項 

ラック、キャビネット、または垂直整線部材の下のフリーアクセス床板に切欠き部を設ける際は、使用する通線口カバーを

床面上に突出させず、垂直整線部材の適切な設置や、ラックまたはキャビネットの高さ調整の障害にならないようにしな

ければならない。 

6.5.1.1.2 推奨事項 

必要なガラリまた穴あき床タイルの正確な位置は、フリーアクセスフロアシステム実施設計図の提出時には通常は確定

できないが、全体のレイアウトおよびガラリや穴あき床タイルのおおよその位置は定めることが望ましい。空調の計画設計

者は、実施設計図に、必要とされるガラリ用の切欠きの数および形式、並びに穴あき床タイルの数を反映させるために、

IT コンサルタントまたはエンドユーザと、想定される数を調整することが望ましい。正確な位置は、フリーアクセスフロアシス

テムの施工前までに検証される可能性がある。 

床タイルが適切に配置され、冷却設計が設計要件を満たすように、床面設計の CFD モデルを作成することを推奨す

る。気流の方向、風量の連続的な制御（手動または自動）、補助ファンユニット、マルチゾーンダンパーなど、フリーアク

セス床に影響される多くの冷却要素を考慮しなければならない。 
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切欠き部には、ケーブルで埋まらない隙間の気流を抑制する手段を講じることが望ましい。AHU または CRAC から供

給される冷気の 50%超が切欠き部の開口から漏れてしまい、穴あき床タイルをバイパスしてしまうこともある。 

切欠き部および穴あき床タイルの配置は、機器ラックおよびキャビネット内の実装設計と調整すべきである。オープンラッ

ク用にケーブリング用の切欠き部を配置する場合、オープンラック間の垂直整線部材の背面直下に配置することが望ま

しい。キャビネットには、キャビネット内の電力および通信ケーブリングに用いられる、垂直整線部材の直下に位置する切

欠き部を配置することが望ましい。 

キャビネットが、床タイルの取り外しに干渉しないように、その前面または背面端を、床タイルの端と合わせることを考慮す

る。 

穴あき床タイルの設置は、必要になるまで実施しないことが望ましい。穴あき床タイルの追加は、冷気分配システムの効

率や性能に影響する。 

6.5.1.2 空調用ダクト 

6.5.1.2.1 推奨事項 

空調用ダクトは、特にフリーアクセスフロアのないコンピュータ室で、必要になる可能性がある。 

空調用ダクトの要不要、種類、配置、サイズ等は、多くの要因の影響を受ける。最近では熱気隔離のために、ラックの

背面または上面にダクトを追加し、天井の専用プレナムやダクトを通じて直接冷却装置に還気させる方式が一般的に

なりつつある。また、ダクトを用いてコンテインメントされたコールドアイルに冷気を送る手法もあり、これは外気直接導入

システムや、超高密度環境において一般的に使われている。いずれにおいても、ダクトシステムの検討の際には、最大風

量、許容最大風速、強制換気の可否等の要因を考慮する必要がある。最後に、空間設計上の考慮事項として、低

温や高湿度にさらされるダクトにおいては、結露防止のために断熱材で覆う必要があるが、この断熱材がダクト本体より

大きな容積を占める可能性がある。 

6.5.1.3 AHU 

6.5.1.3.1 推奨事項 

気流要件も空間要件も阻害しない AHU の正確な設置個所を定めるために、空調エンジニア、IT コンサルタント、およ

びエンドユーザ間で最終的な配置の最適化について調整することが望ましい。 

データセンターの規模や密度の都合で、AHU をコンピュータ室内に配置する場合は、AHU やその配線・配管と、ITE の

レイアウトやケーブルルートとの干渉が発生しないように調整が必要となる。 

6.5.2 電源分配 

6.5.2.1 分電盤（RPP） 

6.5.2.1.1 推奨事項 

ITE と RPP の設置位置は併せて検討することが望ましい。 RPP の配置は、キャビネット列の片端または両端に配置す

ることが望ましい。 

6.5.2.2 PDU の配置 

6.5.2.2.1 推奨事項 

PDUの配置は、CPU室外に隣接する保守通路内に設置することが望ましい。この場合は、AHJの承認に加え、RPP

までの分岐回路の亘長が許容範囲内であれば適用可能である。この保守通路のセキュリティは、重要な電気・空調

設備に対するものに準ずることが望ましい。 
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6.5.2.2.2 追記情報 

この配置の長所は、コンピュータ室から PDU の保守作業と、熱源となりうる変圧器も排除でき、床面積単価の低い場

所に PDU を設置できることである。短所は、建物床面積の効率が下がり、PDU ケーブルが長くなる点である。ケーブル

はコンピュータ室の壁を通過しなければならず（現地の規則で許可されない可能性がある）、PDU のコンピュータ室外

での使用が規格認定されていない可能性がある。 

6.5.2.3 プラグイン式バスウェイ 

6.5.2.3.1 推奨事項 

バスウェイの設置位置は ITE のレイアウトに合わせて検討することが望ましい。バスウェイへの入力電源は、キャビネット列

の片端または両端に配置することが好ましい。 

6.5.3 防火システム 

6.5.3.1 必須事項 

防火システムの空間要件は、該当する消防関連法令および AHJ の要件を満たさなければならない。フリーアクセスフロ

アを利用したコンピュータ室には、床下空間の消火システムを AHJ によって要求される場合がある。 

注：詳細な要件および情報については、11 章、『International Fire Code』および『NFPA 75』参照。   

6.5.3.2 推奨事項 

データセンター空間内の防火システムの火災感知および防災機器については、防火システムエンジニアと調整することが

望ましい。 

アイル空間は十分に確保し、その配置は天井に設置された火災感知および防災装置と調整することが望ましい。 

フリーアクセスフロアの下に設置される火災感知および防災装置（スプリンクラや消火ガス配管とそれらのタンクを含む）

の配置は、床下のすべての電力と通信配線経路、並びにフリーアクセスフロア上の ITE の配置と併せて検討することが

望ましい。 

フリーアクセスフロアの床下にも消火設備を備えたコンピュータ室では、床上と床下の消火設備は同一方式であることが

望ましい。 

6.6 コンピュータ室 

6.6.1 序文 

データセンターの設計においては、以下のような項目がトレードオフの関係となる。 

 電力容量（およびその冗長要素）の確保 

 冷却能力（およびその冗長要素）の確保 

 建物の荷重要件 

 ITE 用の空間の確保 

多くの決定を、設計段階の最も早い段階で下すことが望ましい。機器上で動作するアプリケーションのミッションクリティカ

ル性は、以下の事項に直接影響する。 

 電力設備および冷却設備の冗長性およびそれらの空間設計 

 キャビネット内の電源の種類（例：交流のみ、直流のみ、交流・直流の両方） 

 キャビネット内で対応できる最大電力・空調密度および最大荷重 

＜次頁に続く＞ 
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 電源・冷却設備の柔軟性が、キャビネット電源容量のばらつきをどの程度まで許容するか(つまり、ブレードサー

バ等の高密度ラックと一般的な低密度ラックをどの程度無理なく混在させられるのか)。 

 ITE の使用状態、例えば、頻繁に変更が行われる試験用環境であれば、ラックが定格容量まで実装されない

場合もある。安定した実稼働用環境であれば、割り当てられたキャビネット/ラック内のスペースに試験用環境と

比べて効率的に実装することが可能となる。 

 OCP ラックを設置する場合、ラックに設置したバッテリーバックアップユニット（BBU）への分散型 UPS から供

給できることの確認、並びにリチウムイオン電池の室内設置の規制の確認。 

 従来型 ITE と OCP ラックが混在する場合、ラックへの電源供給を集中型 UPS と分散型 UPS の両方から

供給できることの確認。 

つまり、いずれかのリソース（空間・電源・熱源）が必ず最初に枯渇するので、事業に最も重要なリソースを特定し、そ

れが最初に枯渇することのないように、設計サイクルの最も早い段階から対処することが望ましい。 

6.6.2 通信に関する空間と分配エリア 

6.6.2.1 序文 

注：通信スペースに関するさらなる情報については、本規格の 14 章および『ANSI/TIA 942-B』を参照   

コンピュータ室は 1，2 か所の主分配エリア（MDA）と、数か所の水平分配エリア（HDA）を備えることが可能である。

一部のコンピュータ室は、単一のMDAのみを必要とするが、冗長性を確保するために第二のMDAを備えることがある。 

注：小規模データセンターは MDA のみ備え、HDA や TR、または引込室を持たない可能性がある一方、大規模データセン

ターでは、データセンターのすべての場所に回線を供給するために複数の引込室が必要になる可能性がある。   

MDA はコンピュータ室用の主クロスコネクト（MC）、コンピュータ室用のネットワーク機器（コアルータ、コア LAN スイッ

チ、コア SAN スイッチ、ファイアウォール等）に対応し、MDA 周辺の機器に対する水平クロスコネクトを収容することが

可能である。 

HDA は、機器エリア、LAN、SAN、コンソール、KVM（キーボード/ビデオ/マウス）またはその他のエッジスイッチへの水

平配線の収容に対応する。 

より大規模なデータセンターは、許容最大水平ケーブル長を超えないようにすると共に、ケーブルが密集しないようにする

ために、より多くの HDA が必要になる。HDA の規模は、初期実装時に HDA に供給される、すべてのケーブル経路の

容量に、余裕を持たせるように設定することが望ましい。データセンター内のケーブリング密度の上昇により、HDAの導入

は、ケーブル長の制約への対応よりも、ケーブルの密集を防止が目的となる場合が多い。 

6.6.2.2 必須事項 

データセンター内の全配線を、センター内で使用される機器の許容最大ケーブル長以内とするため、引込室、MDA、お

よび HDA を慎重に配置する必要がある（WAN 回線、LAN、SAN 等）。 

6.6.2.3 推奨事項 

コンピュータ室が 2 つの MDA を有する場合、両 MDA は物理的に分離することが望ましい。この構成によって T1、T3、

E1、E3 および SAN 等の距離的な制約のある機器のケーブル長が距離制限を超過する場合は、MDA 同士をコンピ

ュータ室の反対側に配置することまでは求めない。 

コンピュータ室内には、高熱負荷の機器向けの特別な設備、またはキャビネットを収容するよう設計された、区画を設定

することができる。 

引込室、MDA、および HDA が配置されるコンピュータ室内の領域は、ケージによってセキュリティを確保することが可能

である。これは社内運用手順やセキュリティ要件等により、エンドユーザの必須要件となる場合もある。 
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6.6.3 機器ラックおよびフレーム型機器 

注：ラックおよびキャビネットに関するさらなる情報は、14.12 項を参照。   

6.6.3.1 ラック容量設計 

キャビネットに収めることが望ましい IT 機器（ITE）の数量は、ハードウェアプラットフォーム、データセンター、および組織

の各単位で異なる多くの要素に基づく。例えば、キャビネット内の実装方針は組織毎に異なり、ラックおよびキャビネット

の全体に機器を実装せずにパッチパネルやスイッチ用のスペースや、保守作業用の空間を設けることを標準とする組織

もある。 

キャビネット内の ITE 実装にあたっては以下を踏まえて検討することが望ましい。 

 プラットフォーム（例：アプライアンスサーバ、ミドルレンジ、ブレードサーバ、OCP サーバ、ストレージ）の要求 

 部門の要求（プラットフォームを問わず） 

 上記を問わず希望密度を実現するための実装 

パッチパネル、スイッチ、コンセントバー、およびケーブリングのスペースは、キャビネット内を最大容量まで実装した場合を

想定して割り当てることが望ましい。サーバの背面にパッチパネルやコンセントバーを配置することは、アクセスや気流を阻

害する可能性があるため、望ましくない。 

キャビネットやラックに実装可能な ITE の上限数は、スペースではなく利用可能な電源容量や冷却能力によって制約を

受ける場合がある。機器の電力密度が上昇を続けているため、データセンターの電源・熱源の容量に対して空間の割り

当てを抑えて設計することが望ましい。 

初期および最終的な電力・冷却設備容量が、想定される需要を満たせることを確認するために、現地での測定または

電力消費実績データを製造者から入手し、電力消費の想定を検証する。なお、銘板には通常、運用状態の消費電

力ではなく、最大消費電力が記載されている。銘板の記載のみに基づくと、電力インフラの設計容量が 30~50%過剰

となる恐れがある。 

CPU室内に設置する各種プラットフォームごとの荷重要件は、初期および最終的な構成システムの実装荷重を基に検

証することが望ましい。 

6.6.3.2 ネットワークラック 

ネットワークラックは、一般的にオープンラック（2 または 4 ポスト）とキャビネットの 2 種類に大別される。コンピュータ室内

で主にオープンラックを採用する場合は、ITE ラックをグループ化し、ホットアイルまたはコールドアイルのコンテインメントを

容易に実施できるように、ネットワークラックの領域を設定すると良い。具体的には、ネットワークラックはコンピュータ室の

端、キャビネット列の端、そして配線距離の制約がある場合はキャビネット列の端と中央に配置するということである。 

ネットワーク機器を開放型でないキャビネットまたはラックに収容する場合は、整線部材用ならびに側面吸排気の機器

の遮へい板用に十分な空間を確保できる幅広（例：800mm/31.5in）キャビネットの採用を推奨する。 

冗長構成のネットワーク機器を同一のキャビネットまたはラック内に設置されてない場合、これらのキャビネットまたはラック

を分離し、設備インフラ（電気・空調）の冗長性を確実にすることが望ましい。また、これによりケーブリング経路および

冗長ネットワーク機器から接続されるサーバへのケーブリングが物理的に分離可能ともなる。 

6.6.3.3 ITE キャビネットおよびラック 

コンピュータ機器、電気機器、および空調機器の配置は同時に検討することが望ましい。推奨する1つの方法は、RPP

をキャビネット列の両端に設置することである。 

標準のキャビネットサイズを決定する前に、エンドユーザはベンダ提供の実物大のモックアップ等を用いて、設置予定のさ

まざまなキャビネット内構成について検討することが望ましい。また、最大数の予定されているサーバおよびケーブリングを
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伴う、最悪の構成事例の模型も提供させることが望ましい。模型の完成時、電力および熱負荷を再計算してキャビネッ

トへ十分な電力および冷却が届いていることを確認することが望ましい。 

キャビネット内の高密度サーバ、サーバ当たりの高密度ポート数、サーバ当たりの電源コード数によって、特に 600mm

（24in）幅のサーバキャビネット内に深刻なケーブルマネジメントおよび熱管理の問題が生じる。 

OCP サーバを使用するオープンラック(例：OCP Open Rack v2)は、ケーブルをラックの上部または下部から導入し前

面に配線する設計となっている （Figure 6-4 を参照）。この方式は配線がサーバ背面の冷却ファンからの気流を妨げ

る懸念を無くし、サーバの保守をより容易としながら冷却も容易にする。 

ケーブルマネジメントのための追加空間は、キャビネットの奥行または幅を拡げることによって確保することが可能である。

しかし、キャビネット幅を拡げると、コンピュータ室内に設置可能なキャビネット数は減少する。 

キャビネットは、キャビネット背面に冗長コンセントバーおよび垂直整線部材を設置する十分な空間を設けるために、

14.12 項を参照することが望ましい。 

注：多くの OCP ラックおよび OCP キャビネットは、直流バスバーを設置しているため、背面にはコンセントバーや電源コードの

垂直整線部材を必要としない。   
 

 
 

  

Figure 6-4 OCP オープンラックの例（上面図および斜視図） 

  

6.6.3.4 大型フレームサーバ 

6.6.3.4.1 必須事項 

大型フレームサーバのレイアウトは、標準的なサーバキャビネットに実装できないため、荷重、冷却気流、電力およびネッ

トワークコネクティビティ要件に関連して調整しなければならない。製造者と協議して、側面からのアクセスの有無を確認

する。 

 

 

 

電源用の空間 

ITE 用の空間 

538 × 800mm 

(21.2 × 31.5in) 

通信ケーブル垂直配線用の空間 

26 × 160mm 

(1 × 6.3in) 

ラック前面アクセスの仕様のため、要員はコールド

アイル側からデータ配線にアクセスできる。 

 

気
流

の
方

向
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6.6.3.4.2 追記情報 

一部の大型フレームサーバの通気パターンは、下から上、前から後ろ、前から上、さらには横から横など非常に複雑であ

る。サーバを正確に配置して適切な冷却を可能にするために、ベンダから、要件の詳細な説明を得ることが不可欠であ

る。すべての通気を適切に行うために、大型フレームサーバを他のラックから離し、自立させなければならないことも珍しく

ないため、収容するのに極めて大きな床面積が必要となる。 

6.6.3.5 ストレージ装置 

6.6.3.5.1 必須事項 

ストレージ装置は、標準的なサーバキャビネットに実装できない可能性があるため、荷重、冷却気流、電力およびネット

ワークコネクティビティ要件に関連してその配置を調整しなければならない。製造者と協議して、側面からのアクセスの有

無を確認する。 

6.6.3.5.2 追記情報 

一部のストレージ装置およびディスクアレイの通気パターンは、下から上、前から後ろ、前から上、さらには横から横など

非常に複雑である。ストレージ装置を正確に配置して適切な冷却を可能にするために、ベンダから要件の詳細な説明

を得ることが不可欠である。すべての通気を適切に行うために、一部のストレージ装置を自立させることは珍しくないため、

収容するのにさらに床面積が必要となる。更に、ディスクキャビネットを置く際、単一キャビネット内の物理的なディスクドラ

イブの数量が、部屋の床面耐荷重を大幅に超過する可能性がある場合、荷重を分散するために、隣接するフロアタイ

ルまたは架台を跨ぐ何らかの補強板を取り付けることは珍しくない。 

6.6.3.6 SAN フレーム 

6.6.3.6.1 推奨事項 

SAN フレームとは、サーバへのコネクティビティを提供する媒体を成端するためのインフラを備えるネットワークラックである。

SAN フレームは通常、多数の高密度光ファイバ成端パネルで構成され、SAN 機器領域内に配置することが望ましい。 

SAN フレームは、パッチパネルから SAN 機器までのインターコネクションを可能とするために、適切な光ファイバケーブルマ

ネジメントを備える必要がある。 

SAN フレームがファブリックコアスイッチおよびエッジレイヤスイッチにより構成される場合、エッジレイヤスイッチの数が増える

可能性があるため、エッジレイヤスイッチおよびコアスイッチは別々のラックに取り付けることが望ましい。また、エッジレイヤ

での移設、増設、変更の回数は通常、コアレイヤの場合よりはるかに多い。一部の SANフレームは側面吸排気の機器

を主として構成されるため、幅の広い（通常、幅 800～900mm）ラックに実装して内部ダクト処理を行い、前面から

の吸気が側面吸排気の機器を通ってラック背面に抜けるようにするのが一般的である。そのため、こうした SAN フレーム

用ラックがコンピュータ室内に追加で占有する空間を検討することが重要になる。 

6.6.3.6.2 追記情報 

一部の SAN の導入事例では、SAN のストレージおよびスイッチの集中化が求められる。その他の SAN の導入事例で

は、MDA 内のコアスイッチおよび HDA 内のエッジスイッチを伴うコア-エッジ型の SAN アーキテクチャを利用している。 

6.6.3.7 通信配線の分配点 

十分な垂直整線用の空間を確保するため、通信配線の分配点（例：『ISO/IEC 11801-5』における MD, ID, 並びに

ZD、または『ANSI/TIA 942-B』における MDA, IDA, 並びに HDA）内に設置するキャビネットは最低でも 800mm

（31.5in）幅とする。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

84 

6.6.4 コンピュータ室のレイアウト 

6.6.4.1 概要  

コンピュータ室の形状が長方形の場合、機器列は部屋の長辺または短辺に対して平行に配置する。最適な構成は、

両選択肢とも評価して決定することが望ましい。 

しかし、以下を含む多くの複雑な要素を考慮すべき場合がある。 

 柱の位置 

 柱の寸法および形状（円柱、角柱、または H 鋼） 

 （使用する場合）CRAC の有効な送風距離 

 風量が最大および最小となる場所 

 実装する冷却手段の種類（例：リアドア熱交換器、強制冷却式ラック、液浸冷却システム） 

コンピュータ室の形状が長方形以外の場合も少なくない。その場合、ラック配置の計画プロセスにさらに複雑な要素が

加わる。最善の結果を生むためには、CAD システムによる空間効率の改善と、CFD モデリングシステムによる電気・空

調性能の改善を組み合わせて最適化することが望ましい。 

6.6.4.2 フリーアクセスフロア 

6.6.4.2.1 必須事項 

新設の場合、コンピュータ室、引込室、および TR 内のフリーアクセスフロア床割りの基準点を確定する前に、キャビネッ

トおよびラックのレイアウト案を作成しなければならない。レイアウト案において想定すべき事項は、機器の合理的なグル

ープ分け、キャビネットおよびラック列の前面揃え、熱と電力の密度、冷却設備やダクトまでの距離、およびキャビネット奥

行の最大値である。 

ラックおよびキャビネット列の前面揃えの最適配置は、機器キャビネット、フリーアクセスフロアのグリッド線および室内の柱

から必要な離隔距離によって決定される。 

背面側のアクセスまたはホットアイル幅は、使用機器の電圧に対応した、該当する現地の規制および法令規則に定め

られた作業の離隔距離を確保しなければならない。通常のホットアイル離隔距離要件は、0.9m（3ft）～1.2m（4ft）

またはそれ以上である。初期レイアウト時点では全ての機器が特定できない場合があるため、調整を加えた最終レイア

ウトは、フリーアクセスフロアの床割り確定後に決定することもある。 

フリーアクセスフロアの実装時、フロアのグリッド線をレイアウト図上のキャビネット列に対して整合させ、タイルの取り外しを

容易としなければならない。既存の施設では、フリーアクセスフロアの床割りは既に確定されている。この場合、機器のレ

イアウトおよび位置揃えは、確定済みの床割りを基準とし、前段と同様の事項を考慮して行うこと。 

6.6.4.2.2 推奨事項 

フリーアクセスフロアを利用する場合、キャビネットの片端、できれば前面を床タイルの縁に合わせて、2 か所以上のタイル

を穴あき床タイルと置き換え、コールドアイルの通気を最大化すると良い。キャビネットおよびラックは、前面および背面に

あるフリーアクセスフロアタイルが取り外せるように設置することが望ましい。 

フリーアクセスフロアの基準点は、ITE のレイアウト、PDU、CRAH、冷水配管および付随する弁と調整することが望まし

い。 

基準点は、安易にコンピュータ室の適当な角に設定せずに、ITE の配置と調整して設定することが望ましい。コンピュー

タ室の角の一つを基準点とすることは、加工を伴う床タイルの数を最小限にでき、タイル設置費用の観点からは最適と

なる。ただし、そのことが IT レイアウトの最適化を意味するとは限らない。さらに、壁間の角度が完全な直角からわずかに

ずれる可能性があり、角から離れるほど、フリーアクセスフロアの床タイルと壁の間の隙間が大きくなる。 
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最善の長期的ソリューションは、サーバキャビネットの最大列数を、必要な離隔距離を確保しつつ収めるために、基準点

を部屋角から一定距離を離したところに設定することといえる。 

6.6.4.3 アイル（通路）の長さ 

機器キャビネットまたはラックを隣接して設置し、アイルを形成する場合、1 列当たりの長さは 16m（53ft）以下とするこ

とが望ましい。アイルの片端が行き止まりもしくは人が通行できない場合、1 列当たりの長さは 6m（20ft）以下とするこ

とが望ましい。通路の長さについては、本指針に優先する AHJ の規制が存在する可能性がある。 

6.6.4.4 アイル（通路）の幅とクリアランス  

6.6.4.4.1 必須事項 

アイルの最低幅は、以下の中の最大値とする。 

 該当する現地の規格要件またはキャビネット内の電圧に対して求められている離隔距離 

 キャビネット内に設置する機器の奥行きの最大値 

 アイルの種類により以下のいずれか 

– ホットアイル－0.9ｍ（3ft） 

– コールドアイル（フリーアクセスフロア）－1.2m（4ft）かつ、キャビネット前面の間に未加工のフロアタイル

2 枚が入ること 

– コールドアイル（非フリーアクセスフロア）－0.9m（3ft） 

– 室内の外周部－1.2m（4ft） 

6.6.4.4.2 一般的な推奨事項 

アクセス、機器の移動および保守を妨げないように、ラックおよびキャビネットの前面には十分な離隔距離を設けることが

望ましい。 規格や要求事項が別途存在しない場合、推奨されるアイルの幅は以下の通りとする： 

 ホットアイル－1.2m（4ft） 

 コールドアイル（フリーアクセスフロア）－1.2m（4ft）かつ、キャビネット前面の間に未加工のフロアタイル 2 枚

が入ること 

 コールドアイル（非フリーアクセスフロア）－1.2m（4ft） 

天井高が 3.7m（12ft）を超える場合には、昇降機を操作して天井に取り付けられたシステム（照明、火災感知およ

び消火システム等）へアクセスするため、さらに広い通路幅が必要になる可能性がある。 

安全なアクセスおよび作業用空間のために、ラックおよび配線架の前面に離隔距離を設ける。一枚扉が開閉時に建物

の構造柱等の障害物と干渉する場合、キャビネット内部への完全なアクセスを可能とするために、一枚扉の代わりに取

り外し可能な扉または 2 枚扉（観音開き）を採用可能である。 

6.6.4.4.3 フリーアクセスフロアに関する推奨事項 

前述の必須要件並びに一般推奨事項に加え、アイル幅は、HVAC エンジニアの分析、配置予定の機器に関する要件、

冷却システムの設計に従い、タイル 3 枚か 4 枚分（通常は 600mm × 600mm または 24in × 24in のタイルであり、

1,800mm～2,400mm または 6ft～8ft に相当）にすることが望ましい。 

エンドユーザが、フリーアクセスフロア環境内にて ITE キャビネットと自立機器を頻繁に移動する環境下においては、機器

列に床タイル 2 列分を割り当て、ホットアイルとコールドアイルの両方に、床タイル 2 列分ずつを割り当てることが望ましい

場合がある。これによりコンピュータ室の利用可能な室内空間は狭まるが、この状況下に求められる柔軟性が生まれる。 
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6.6.4.5 ホット/コールドアイル 

6.6.4.5.1 必須事項 

フリーアクセスフロアを使用する場合、コールドアイルには最低でも 2 列分の穴開き床タイルを設置可能とし、気流管理

に必要な柔軟性を確保しなければならない。 

6.6.4.5.2 推奨事項 

ホットアイル/コールドアイルの位置決めを含むコンピュータ室内レイアウトの決定の際には、将来のキャビネットやケーブリン

グの構成変更を考慮すること。 

ラックおよびキャビネットの前面をコールドアイル側とすることが望ましい。HVAC および運用上の要求によっては、前面側

通路（コールドアイル）の拡幅が必要となる場合がある。 

ホットアイルとコールドアイルを利用する室内レイアウトでは、キャビネット列に隙間がないようにすることが望ましい。コール

ドアイルへの熱風の逆流を最小にするために、全ての隙間を無くすことが望ましい。ラック内の冷却気流の迂回を防ぐた

め、未使用のラック内空間はブランキング部材で遮へいすることが望ましい。 

フリーアクセスフロアの場合、キャビネットおよびラック背面のホットアイルには、取り外し可能な床タイルの完全な列を最低

2列設けることが望ましい。結果、設計者はケーブルトレイにタイル1列分ではなく2列分を割り当てることが可能となる。

コールドアイル内の ITE キャビネットが奥行 1,300mm（52in）で、600mm × 600mm（24in × 24in）の床タイルの

縁にそれらのキャビネットの前部を合わせた場合、ホットアイル側に 100mm（4in）はみ出してしまい、タイルが取り外し

不能となるため、追加の床タイル列が必要となる（Figure 6-5 参照）。 

キャビネットまたは機器の奥行が 1,050mm（42in）を超える場合は、必須離隔距離を確保するためにホットアイルとコ

ールドアイルの幅を調整する必要がある。 

ホットアイル/コールドアイル構成に配置された場合、OCP

オープンラックの特性は従来型の ITE を収容するキャビネ

ットに近くなり、気流の方向が前面から背面となる OCP ラ

ックの密度は、機器構成によって 4kW から 20kW 以上ま

での間となる。 負荷 1kW 当たりの風量は、サーバの設計

上の ΔT とファームウェアにより変動することもある。 

エネルギー効率改善の観点からは、コンテインメントはいか

なる密度でもベストプラクティスとして推奨される。OCP ラッ

クのように前面アクセスのみで全ての機器の配線および保

守運用を行えるラックは、ホットアイルコンテインメントの場

合、保守運用要員が一般的に不快な作業環境となるホ

ットアイルに立ち入る必要がない。 

6.6.4.6 アイルコンテインメント 

6.6.4.6.1 序文 

「コンテインメント」と呼ばれる方法によって、空冷型 ITE へ

のホットアイル/コールドアイルの分離効果および効率をさら

に高めることが可能である。コンテインメントシステムの目

的は、低温の吸気と高温の排気の混気を防止することで

ある。この技術により、冷却システムの効率は飛躍的に向 

 

 

  

Figure 6-5 異なる寸法のキャビネットを使用した 

アイル幅の例 

 
上し、冷却機器の寿命を延ばし、運用費用を削減することが可能である。 
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コンテインメントを通じた空気隔離管理によって、ホットスポットの排除、高密度負荷に対応し、冷却装置のファン動力

の抑制とコイルの高効率化、熱源設備稼働エネルギー費用の抑制、フリークーリングの使用可能時間の増加、フリーア

クセスフロアの不要化を可能とする。ホットアイルまたはコールドアイルコンテインメントのための空間設計は、実装方法によ

っては、標準のホットアイル／コールドアイル分離方式の空間設計と大きくは変わらない。もっとも一般的なコンテインメント

手法は、「ホットアイルコンテインメント」または「コールドアイルコンテインメント」として知られる。第 3 の方法は、「ホットエア

カラー」（「チムニー」または「排気除去装置」とも言う）として知られる。 

ホットアイルとコールドアイル間における気流のバイパスの原因となる空隙を塞ぐために、ブランクパネルを実装することが

望ましい。推奨されるブランクパネルの実装個所は以下の通り。 

 ITE キャビネットおよびラック内における、未使用の RU および OU スペース全て   

 キャビネットの側面とマウントアングルとの間  

 床とキャビネット本体との隙間   

 キャビネットまたはラック同士の隙間 

アイルコンテインメントシステムでは、ホットアイルまたはコールドアイルが通常、透明かつ耐火性の物質で覆われる。この

覆いの素材は固さを問わない。以下を含む、数多くのバリエーションが可能である。 

 列内空調を使用したホットアイル完全密閉－この方式ではアイルは完全に密閉される。以下のような特徴が

ある。 

– 全ての ITE が前面吸気、背面排気のキャビネット設置型である（すなわち、前面から冷気を取り込み、

熱気を背面へ排出する）。 

– ホットアイル上部の天井板（通常は、透明かつ難燃性のプラスチック素材）を有する。 

– ホットアイル各端部の扉は、外側に開く（ホットアイル内の作業員の緊急脱出を可能とするため）。 

– ホットアイルから熱気を吸入しコールドアイルへ冷気を排出する空調装置を、隣接する 2 つのキャビネット

列に設置する。 

– フリーアクセスフロアの無い場所にも設置可能。 

– 排気が空調装置に戻る際に高温なため、空調装置効率が最適化される。 

 天井ダクトの無い、ホットアイルの部分コンテインメント－この方法では、上述のようにホットアイルを囲うが、仕

切り材は天井まで延長されていない。ホットアイル上部の天井にある取付型空調装置が熱気を吸入し、コー

ルドアイルへ冷気を送る。熱気と冷気の混気がある程度起こる。 

 ダクト付きのホットアイルコンテインメント－この方法は密閉型ホットアイルと似ているが、アイル上部に「天井板」

が無く、機器列内に冷却装置を一切設置しない点で異なる。 

– アイルコンテインメント用仕切り材は、天井プレナムまで延長されている。 

– 熱気は、天井取付型の空調装置内に取り込まれるか、またはダクトによって誘導され、室内外周部に設

置された CRAC 装置あるいは施設内の空調装置まで還気される。 

– フリーアクセスフロアの無い場所にも設置可能。 

 ホットエアカラー－この方法は、天井ダクト付きの囲われたホットアイルの一種であるが、各ラックが ITE ラック列

上部のプレナムまで伸びるダクトを有する点が異なる。 

– これがすべての機器ラックに設置された場合、ホットアイル、ホットアイル内天井板、またはホットアイル扉は

不要である。 

– 個々の機器ラックにホットエアカラーを設置することは、ホットスポットを排除する方法の 1 つである。 

＜次頁に続く＞ 
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– 背圧を防ぐために、ファンを使用して熱気の一方通行を確実とすることが必要になる場合もある。ファンは

ある程度のエネルギーを消費するが、全体効率におけるこのわずかな損失は、密閉型アイルが不要となる

ことで相殺可能である。 

– 作業員が過度の高温にさらされない。 

– 1 台以上の機器ラックの保守や撤去の際に、隣接するいかなる機器にも影響を与えない。 

 コールドアイルコンテインメント－コールドアイルコンテインメントは上述のホットアイルの構成とほぼ同一であるが、

その名が示すとおり、囲われるのはコールドアイルである。コールドアイルコンテインメントは、ITE の前面の空間

へ冷気を閉じ込めることで、ITE に要する冷気の風量を最小限にする。ホットアイルからの空気は室内の空気

と混ざり、還気ダクトを通じて空調装置へ送られる。 

コールドアイルコンテインメントの利点は以下を含む。 

– 事前設計しなければならない密閉型ホットアイルとは違い、既設データセンターへより容易に適用可能。 

– フリーアクセスフロアと併用可能であり、部屋の残り部分に影響することなく ITE 機器の吸気温度仕様に

合わせることが可能。 

コールドアイルコンテインメントの欠点は以下を含む。 

– 部屋の残りの空間の温度は、AHJ が定める作業環境の許容温度を超えることがある。 

– 高温環境下においては、室内の電力ケーブル、低圧ケーブル、並びに通信用ケーブルの定格引き下げが

必要となる場合がある。 

ホットアイルまたはコールドアイルコンテインメントを採用した場合、通路単位に火災感知や消火機器を追加で設置する

必要となる恐れがあり、空間設計に影響を及ぼすこともある。例えば、火災感知器と消火機器を全てのコンテインメント

内に設置することは、多くの消防関連法令や消防管理官が要求している。一部の AHJ は、大型ロボット式テープアレ

イ等の超大型 ITE の内部にも火災感知器の設置を求めている。さらに、多くのデータセンターが通常の煙および火災感

知に加えて、いずれかの高感度な煙感知システム（早期火災感知警報システム）を導入しており、この感知器および

その配管のための空間設計が必要になるという点に留意する。 

6.6.4.6.2 必須事項 

アイルコンテインメントに関して考慮すべき事項の 1 つに、火災対策への影響がある（11 章を参照）。仕切り材の設

置が、火災感知および消火機器、またはそのいずれかの性能に悪影響を及ぼさないか判断するために、分析を実施し

なければならない。ITE のファンは、ITE 機器を通じて不活性ガス系非汚損型消火剤を吸い込む可能性がある。スプリ

ンクラシステムが配備される場合、散水パターンがアイルコンテインメントにより妨害されないようにしなければならない。 コ

ンテインメントシステム内の煙感知器は、設置される空間の所定の温度および気流速度に対応しなければならない。 

『NFPA 75』および『NFPA 76』の要件に従い、気流の管理に使用する部材（例：アイルコンテインメント、キャビネット

排気チムニー）とホットエアカラーは、『ASTM E84』、または『UL 723』のいずれかにより実証されるとおり、最大火災伝

播指数 50 および最大発煙指数 450 の材料で構成しなければならない。 

6.6.4.6.3 推奨事項 

アイルコンテインメントは、列およびアイルの形成に十分な ITE ラックの数が存在する、データセンター内の空冷型 ITE に

対して推奨される。火災感知器および消火装置またはそのいずれかを、囲われた空間内に設置する、または既存の感

知・消火システムが現地の規制を満たすように変更することが必要になる場合がある。アイルコンテインメントを実施する

場合、ベストプラクティスは、熱気と冷気の混気を極力防ぐことである。部分的に囲われた通路は、もっとも効率が悪い。 

空調装置の適切な数、寸法、位置を決定するためには、コンピュータモデリングが必要になる場合がある。CFD(数値

流体力学)コンピュータモデリングを利用することで、コンテインメント方式の選定と配置が実施しやすくなるであろう。採用

された方式は、現地の監督機関により、導入前に審査され承認を受けることが望ましい。 
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全てのコンテインメントシステムにおいて、以下の項目を考慮することが望ましい。 

 ホットアイル側の温度が、設置された要素の定格温度を超過する場合がある。（ラックマウント）PDU につい

ては特別な注意が必要。 

 全てのラックにおいて、空いた RU または OU スペースに全てにブランクパネルを設置し、ITE のコールドアイル側

とホットアイル側の間にある、パッチパネルの未実装部分を含む他の全ての空隙も塞ぐことが重要である。ITE

の吸排気の方向が、前面吸気・背面排気ではなく、側面吸排気等の場合は、特別な配慮が必要となること

がある。 

 コンテインメントシステムは、異なる幅や高さのラックに対応できることが望ましい。 

 電源を使用しない通信配線用ラックについて、パッチパネル内の小さな開口部からの熱気の還流を防ぐため、

背面に無開口の扉を使用することを検討する。これは、高密度 ITE ラックが背後に位置する場合に特に重要

となる。 

 コンテインメントシステムは、気流を喪失した場合に ITE が高温で故障するリスクを増大させる（無瞬断冷却

に関する推奨事項については 10 章を参照）。 

 理想的には、温度の影響を受ける要素はすべてコンテインメントのコールドアイル側に設置することが望ましい。

コンテインメントのホットアイル側に設置するすべての要素の高温耐性は、45℃以上とすることが望ましい。電

力密度の高いラックを実装する箇所では、要素の高温耐性は計算された温度値に耐えられる設定とすること

が望ましい。 

6.6.5 空間の隣接関係ならびにその他の考慮事項 

6.6.5.1 空間の隣接関係 

テープメディア、印刷用紙、およびその他の可燃媒体は、コンピュータ室から離れた部屋に保管することが望ましい。 

現用システム、開発システム、および試験システムは、それぞれコンピュータ室内の離れた領域、可能であれば専用のネ

ットワークを持つ別室に配置することが望ましい。 

  注：記録保存および火災問題に関する詳細な要件および情報については、11 章、『International Fire Code』および

『NFPA 75』参照。 

6.6.5.2 電気・空調設備との離隔距離 

6.6.5.2.1 必須事項 

機器キャビネットおよびラック（ITE 列末端の RPP も含む）とコンピュータ室の外壁の間は 1.2m（4ft）以上としなけ

ればならない。実際の離隔距離は法規・規則に定めた要件（例：電圧に基づいた離隔）と、コンピュータ室内の空調

機器、分電装置、大型 ITE 等の設備更新作業に必要な要件を満たさなければならない。 

6.6.5.2.2 推奨事項 

慣習的に、電気・空調機器は、室内壁に沿って配置され、フリーアクセスフロア下を通じた配電・冷却を行っている。別

途要件が定められていない場合、1.8m（6ft）以上の離隔距離が望ましい。 

床下を通じて冷却を行う場合、ITE キャビネットと空調機器との離隔距離を最低 1.8m（6ft）確保することが望まし

い。穴開き床タイルは、冷却装置から 2.4m（8ft）以内に配置しないことが望ましい。これにより、空調機器の送風口

付近の高速な空気流が、周辺に低圧域を生成し、フリーアクセスフロア上より穴開き床タイルを通じて、冷気を床下に

吸引する恐れを抑制できる。これらの離隔距離は、フリーアクセスフロア高、CRAC 装置の送風口の風向調整板の有

無、風量、またはフリーアクセスフロア床下へのファンの配備等の要素によって変動する場合がある。 
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ITE キャビネット列の長さは、CRAC が冷気を送るのに十分な風圧を確保できる最大距離により、制限される場合があ

る。この最大距離は、CRAC 装置の送風機、フリーアクセスフロア高、穴開き床タイルの配置、床下のケーブル等の障

害物といった要素により決定される。 

オーバーヘッド空調または列内空調を利用する場合、CRAC 装置と冷却したいラックは近接させることが望ましい。つま

り、CRAC は発熱源に可能な限り近づけることが望ましい。隣接させることで、冷却すべき風量および必要なファン動力

が最小になるため、熱気と冷気の混合が最小限に抑えられ、効率が高まる。 

6.6.5.3 電力および通信ケーブルの配線 

6.6.5.3.1 序文 

電力および通信ケーブルの分配には、さまざまな構成が可能である。頭上ケーブル配線と床下ケーブル配線のいずれに

するかの検討は、14.7 項を参照。 

6.6.5.3.2 必須事項 

フリーアクセスフロア床下の通信ケーブル経路（ケーブルトレイ等）は、位置に関わらず、ケーブル満載時に最大深さ

150mm（6in）以内の深さに収めなければならない。 

フリーアクセスフロアを利用する場合、フリーアクセスフロアの床タイルの下面は、ケーブルトレイの上端もしくは許容される

ケーブル積載高さから最低 50mm（2in）離さなければならない。 

ケーブル経路は、火災感知、消火、防火の各システムの離隔距離要件を満たさなければならず、これらのシステムは、

他のシステム（電気、空調、電気通信等）と併せて検討し、なおかつ製造者および AHJ の要件を満たさなければな

らない。 

フリーアクセスフロア床下に配線する場合、電力ケーブルはレースウェイ内に敷設し、プレナム規格への準拠、現地 AHJ

の定める要件の全てを満たさなければならない。頭上に敷設する電力ケーブルは、現地 AHJ の要件に準拠したケーブ

ルトレイ内に敷設しなければならない。 

6.6.5.3.3 推奨事項 

ケーブル経路の規模は、予想されるケーブル最大数に合わせ、将来の増加を見込んで 50%の追加容量を設けることが

望ましい。ケーブル経路の規模は MDA や HDA 等の、ケーブル密度が最大になる領域にて算出することが望ましい。 

床下に光ファイバケーブルを敷設する場合、ケーブルトレイ等の配線部材を用いて敷設することにより、損傷を防ぐことが

望ましい。AHJ が求める場合を除き、電力ケーブルと光ファイバケーブル間の隔離要件は存在しない。 

電力ケーブルおよび光ファイバケーブルの両方をフリーアクセスフロア床下に敷設する場合、以下に対応する。 

 電力ケーブルは、コールドアイルまたはそれに隣接したルートとすることが望ましい。 

 通信ケーブルは、ホットアイルまたはそれに隣接したルートとすることが望ましい。 

この配置により、通信ケーブルによるコールドアイル内の通気障害が最小限に抑えられる。 

電力および光ファイバケーブルの両方を頭上に敷設し、メタルケーブルをフリーアクセスフロア床下に敷設する場合は、以

下に対応する。 

 光ファイバケーブルの経路は、電力ケーブルの経路の上に別個に設け、頭上に存在する電気・空調設備と併

せて調整することが望ましい。 

 メタルケーブルは、ホットアイルまたはそれに隣接したルートとすることが望ましい。 

電力配線経路と通信配線経路は、床面からの高さを変えて配置し、干渉せずに交差できることが望ましい。あるいは、

電力ケーブルおよびメタルケーブルの経路が同じ高さで交差する地点はすべて、直角（90 度）であることが望ましい。 
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6.6.5.3.4 追記情報 

水平配線およびバックボーン配線用に利用可能な床下空間を最大化するために、キャビネットおよびラック列内のパッチ

ケーブリングは頭上に経路を設けることが多い。さらにこの配線は、変更が多いパッチケーブリングを、より変更の少ないこ

とが望ましい水平配線およびバックボーン配線と区分できる。 

設計で使用される通信配線の規格は、信号品質を確保するために推奨される、電力ケーブルとメタルケーブル間の区

分けに関する指針となる（例：『ANSI/TIA-942-B』、『ISO/IEC 14763-2』、『CENELEC EN 50174-2』）。安全

のための区画分離は、AHJ の要件に従わなければならない。 

6.6.5.4 循環気流と機器配置の調整 

機器の位置、気流、配線経路を調整する際は、以下の事項を考慮すること。 

 床上の機器 

– 機器の種類および寸法 

– 気流方向に対する向き 

 床下の設備 

以下に挙げる床下設備に関して、寸法、離隔距離、および気流方向に対する向きを考慮することが望ましい。 

– 電気設備 

– 通信配線 

– 空調用ダクト 

– 消火システム 

– 火災感知システム 

– 空調配管類 

6.6.5.5 防火システム 

6.6.5.5.1 必須事項 

使用する特定の防火システムは、AHJ 要件を満たさなければならない。 

6.6.5.5.2 推奨事項 

コンピュータ室、空調機械室、および空調設備の屋外設置場所における防火システムは、それぞれ種類も占有空間の

規模も異なる。例えば、水を利用するスプリンクラシステムでは、適切な分散配置のために、天井全体にわたり設置場

所が必要になる。非汚損型ガス消火システムでは、天井の外周部に一定の設置場所が必要になるが、さらにガスボン

ベを格納するために必要な空間や、消火後にガスを外気中へ放出するためのダクト配管も必要になる場合が多い。 

6.6.5.6 ITE との位置関係 

可能な限り、EMIおよびRFI源への曝露を避けること。PDU内以外の変圧器は、ITEおよび通信配線から最低0.6m 

（2ft）、できれば 1.2m（4ft）以上離すことが望ましい。 

ITE および非 ITE のための作業用空間を調整し、その空間を可能な限り共有することで、コンピュータ室の利用効率を

最大化できるようにすることが望ましい。 

6.6.5.7 ネットワークアーキテクチャ 

ネットワークアーキテクチャに関して考慮すべき事項は以下を含む。 

 集中型/分散型の配置およびそれらが空間設計に与える影響 

 メタル通信ケーブルの配線距離の上限およびそれが空間設計に与える影響 

＜次頁に続く＞ 
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 光ファイバの配線距離の上限およびそれが空間設計に与える影響 

 コアスイッチおよびディストリビューションスイッチの多数の接続が空間設計に与える影響（すなわち、ケーブル経

路の大型化）と、それらの消費電力 

 

6.7 性能を意識した設計 

6.7.1 序文 

これまで、データセンターは個別最適の観点で設計されてきた。UPS システム、コンピュータ室空調（CRAC）、分電

装置、機器ラック、および ITE 等の重要な要素は、別々に選定および調達され、1 つのシステムとしてどのようにすべてを

一体化できるかという視点が欠けていることが多い。同様に、データセンターが収容される多くの建物は、ミッションクリティ

カルなシステムを収容、保護するために必要な確固とした環境を提供するために設計されていなかった。多くのデータセン

ターが、いまだにこの方法で設計されている。 

性能面で劇的な進歩を達成するために、データセンターの全体設計は、要素単位ではなく一体的に行う必要がある。

Green GridSM 等の組織は、データセンターを 1 つの統合されたシステムとして見ることを志向した多くの資料やツールを

公開している（Appendix G 参照）。 

データセンターの性能は、多くの指標（例：生産性、効率性、サステナビリティ）で検証可能だが、運用上の可用性

が主な懸念事項である。運用上の可用性の指標には、経済的な効率性や費用の管理等の要素が含まれていない。

そのため、省エネルギー・将来の運用に関する規制上の要件・全体的な TCO等の観点を中心に、運用上の効率性が

注目を集めつつある。 

6.7.2 データセンター管理指標 

6.7.2.1 序文 

管理指標とは、効率、性能、進捗等の要素の経時変化を定量的に評価したものと定義される。データセンター管理指

標は、データセンターの設計の妥当性、または設計意図通りに機能しているかを理解することと、改善を必要とする分

野の特定に有効である。 

ITE または IT インフラ機器の製造者の多くは、機器の電力消費に関する情報の一部を提供している。関係法令に適

合するため、銘板データの電力消費の数値は非常に悲観的であり、ケーブル、ブレーカ、ヒューズの定格は最悪の想定

に対応している。最悪の想定に合わせた設計では、効率性および運用コストに無駄が発生する。 

リアルタイムでの電力消費の正確な測定により、基準指標を確立できる。基準指標を持つことで、将来の効率をそれと

比較し、データセンター効率の変化を記録することが可能となり、また、業界の一般的な効率と比較することも可能にな

る。最も広く使用されているエネルギー効率指標は、PUE と DCiE である。 

6.7.2.2 電力効率性(PUE) 

6.7.2.2.1 概要 

PUE とは、サーバ、ストレージ装置、その他の ITE で消費される電力の合計で、データセンター全体で消費される電力

を割った指標である。これは式 6-1 で表される。 

 

 

 

PUE = 
データセンター全体の消費電力 

ITE消費電力 
(6-1) 
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PUE は 1.0 より大きくなる。多くのデータセンターが、2.0 付近の PUE で稼働している。効率の低い、または管理が行き

届かないデータセンターの PUE は、3.0 程度と高くなる。PUE の目指すべき値は、1.3～2.0 の範囲内である。 

6.7.2.2.2 追記情報 

初期の PUE 計算方法によって生じた問題を解決するために、グリーングリッドは PUE の計算方法に関する解明を公

開し、それは後に『ISO/IEC 30134-2』の一部として採用された。以下の項目が明確にされた。 

 施設および IT 双方の電力消費は、11 か月以上の期間を通じたエネルギー消費量(kW ではなく kWh)を基

にしなければならない。 

 実際に施設で使用された全てのエネルギー、例えば発電機の燃料消費量を計算に含めなければならない。 

 建築開始前の施設における設計 PUE の算定方法を規格に含めた。 

 IT 消費エネルギーの測定点に応じて、複数の PUE 階級が定められた。 

注：PUE は運用中のエネルギー消費から計算されるため、『ANSI/ASHRAE 90.4』では、PUE 計測値に影響を与える可

能性のある、空調負荷および電力損失に関する設計ガイダンス並びに計算方法を提供している。   

6.7.2.3 データセンターインフラ効率(DCiE) 

DCiE は、PUE と逆数的な関係にあるものであり、式 6-2 で表される。 

 

 

 

DCiE =  
1 

 =  
ITE消費電力 

 × 100% 
PUE データセンター全体の消費電力 

(6-2) 

 
DCiE は、1.0 未満で算出される。これは直観的に効率性をパーセンテージで表す点が好まれている。PUE か DCiE の

どちらも使用できるが、業界では PUE が好まれているようである。 

効率性、生産性、サステナビリティ、運用性、リスク等の、データセンターの異なる側面を計測するために、多数の指標が

開発された。 

 データセンター業界の多量のエネルギー消費のため、効率性については大きな関心が払われ、効率性を測る

ための多くのイニシアチブが立ち上がった。主要な指針により、施設のインフラ、ITE、環境制御システム、その

他のシステムの効率性の度合が示される。 

 生産性は作業の達成度合を表し、エネルギー消費当たりまたはデータセンター費用当たりの成果といった指針

によって概算できる。 

 データセンターのサステナビリティを測る方法はいくつかあり、グリーンエネルギーの使用率や、CO2 排出量、ある

いは水の使用量といったものがあげられる。加えて、関連するプロセス、材料、要素がどれだけ環境に良いかの

評価を行うこともできる。 

 運用性の計測はデータセンター管理の水準を表す。これには運用の分析を含めなければならず、具体的には

サイトのインフラ、ITE、保守、要員の訓練、セキュリティシステム等の運用が含まれる。 

データセンターの性能に影響を及ぼすリスクについて検討しなければならない。最適化にはリスクが必ず付随する。このリ

スクはデータセンターの性能に影響する潜在的な脅威を意味する。そのデータセンターの性能を最大値で運用した結果、

高い故障リスクを抱える場合もある。 

6.7.3 拡張性 

施設の寿命全体を通じて、すべてのシステムおよびその構成要素の拡張は、最適に近い運用効率を維持しながら行え

ることが望ましい。データセンター設計には、設計当初は予期不可能な、電力と冷却の要求の変化および技術の向上
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に適応できるよう、柔軟性を持たせることが望ましい。これにより計画者および設計者が下記事項を実践することで、設

備寿命を通じてエネルギー消費を現実的な最低値に抑えられる。 

 空間および電力要件の拡張の経年変化に関する合理的なモデルを確立することに十分留意する。 

 上記の拡張の経年変化モデルに対応して、電力および冷却システムの変更を、それらの寿命を通じて計画す

る。 

6.7.4 計測および制御 

6.7.4.1 序文 

正規かつ効率的な動作を保証するため、機器設備には継続した監視と保守を備えることが望ましい。これにより以下の

効果が得られる。 

 ヒューマンエラーの削減はシステムによる監視、自動化、および制御により可能である。 

 センサ等を活用して、電力、温度、湿度、風量、気圧差、照明、水分、開閉、動作、振動等の変数を施設

全体で検知することが可能となる。 

 データセンターインフラ管理の精度が向上する。 

 利害関係者の意思決定の際の情報精度が向上する。 

将来のシナリオを検討する際には、正しいデータを収集し、それらの性質を理解することが重要である。 

一部の機器メーカーは、機器内のプロセッサから直接各デバイスの電力消費、温度、風量、IT リソース（例：CPU、メ

モリ、I/O）の使用量、などを収集できるような改良を施している。 

特に、PUE の測定が求められる場合、計装設備は、データセンターに電源や冷熱を供給する全ての設備のエネルギー

消費の測定および傾向解析に対応することが望ましい。 

6.7.4.2 通知 

すべてのシステムおよびその構成要素は、設置場所、最小・最大使用エネルギー、設備余力等の指標を報告およびト

レンド化するために、単一の管理システムを通じて検出できることが望ましい。 

6.7.4.3 管理 

すべてのシステムおよびその構成要素は、標準化された管理インフラ、接続インターフェース、およびプロトコルによりネット

ワーク化できることが望ましい。運用は全レベルで自動化する場合は、管理インフラで設定した指針に従い行うことが望

ましい。 

6.7.5 データセンター設計における省エネルギーの機会 

データセンターの効率化は、最大の効果を生み出し得る対象に集中することで、もっとも効果的に達成できる。ITE に

供給するためのインフラを運用する費用は、ITE 自体を運用する費用よりも大きいとよく言われている。この場合、PUE

は 2.0 を超えていることになる。 

効率性に関連してデータセンターを設計する際は、Table 6-3 に挙げる手法を検討することが望ましい。表内の数値は

主観的なものであるが、設計への影響を比較検討する上ではかなり有効である。ほとんどの手法について、より詳細な

説明が本書の他項に記載されている。 

エネルギー効率を高めるためのさらなる設計指針については、『EU Best Practices for EU Code of Conduct on 

Data Centres』および『ASHRAE Best Practices for Datacom Facility Energy Efficiency』も参照可能である。 
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Table 6-3 データセンターの省エネルギーの機会 

削減可能なエネルギー消費% 対象領域 

演算単位あたり最大 95% サーバ仮想化等の IT 管理システムおよびブレードサーバ等の高効率 ITE 

最大 50% 冷凍機を使わずに空気または液体を冷却するエコノマイザー冷却システム 

10 – 40% ホットアイルまたはコールドアイルコンテインメントシステム 

10 – 40% 給気または還気を隔離しているキャビネット 

10 – 30% 
モジュール化された拡張性の高い電気・空調設備のアーキテクチャによる、ライフサイクルを通じた

省エネへの配慮 

5 – 15% ホットアイル/コールドアイルの機器列に対して最適化された空調設備の配置 

4 – 15% 空冷または液冷フリークーリング機能を持つ空調設備を活用できる立地の選定 

4 – 10% 低負荷率でも高効率を得られる UPS 等の高効率電力設備の選定 

0 – 10% 
一方の装置が加湿を行う間に、もう一方が除湿を行う等のハンチングを防ぐことが可能な冷却管

理システム 

1 – 6% 
床下吹出し空調を採用する場合、CFD を活用した、コールドアイル側のみのフロアグリルまたは穴

あき床タイルの数、および配置の最適化 

1 – 6% 
フリーアクセスフロア床下の気流を妨げないようにするための、頭上配線（ケーブルの頭上配線と

床下配線の比較検討については、14.7 項を参照） 

1 – 5%以上 冷たい吸気と熱い排気の混合を防ぐための、機器ラックでのブランクパネルの採用 

1 – 5%以上 
フリーアクセスフロアのケーブリング用切欠き部の閉塞、およびフロアタイルの開口部の封止による、

不必要な冷気放出の防止  

1 – 3% タイマ、利用スケジュール、またはモーションセンサを併用した、高効率省エネ照明の使用 
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以下余白 
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7 建築 

7.1 設備計画 

7.1.1 概要 

7.1.1.1 序文 

本項では、コンピュータ室と関連する空間の計画と仕様策定に必要な、データセンターの建築および一般的な施工の

要素についての情報を示す。データセンターの建築設計の目的は、エンドユーザのニーズを満たしやすくする物理的外殻

を提供することであるため、上記以外の要素（IT・情報通信）についても言及する場合がある。 

データセンターの初期構想の策定は、クライアントの設備計画者、IT 要員、電気通信要員、クライアント事務所の利用

者、そしてデータセンターの完成に求められる関係各部門の全てによる共同作業となる。 

現在においては、データセンターを計画する手法がいくつか利用されている。そのうちの 2 つを以下に挙げる。 

 IT、電気通信や、その他の利用部門が情報収集を行い、その情報を設備責任者へ受け渡し、その後に設備

責任者が用地の選定、データセンターの設計、施工を行うチームを組織する 

 設備および IT 部門が、情報収集並びにその情報に基づいた用地選定、および予算策定を補助するための

文書作成を行うために、計画または設計の専門家を選任する 

この時点より、次の 2 つの方式のいずれかを通じてプロジェクトを遂行する。 

 当初の設計チームが、引き続き実施設計図を完成させ、施工については指名した複数の請負業者を対象と

した入札にかける（設計・施工分離発注） 

 初期構想を、事前に指名した、プロジェクトの施工と必要な全文書の作成を手掛ける設計施工業者へ引き

渡す（設計・施工一括発注） 

設計と施工の形態の方式に関する詳細情報は Appendix A を参照。 

個々のプロジェクトに適切な方式は、それぞれに異なる。設計要件に一定の制約があり、立地が事前に決定されており、

更に施工業者を信頼している発注者は、上述の 2 番目の計画手法を採用することが多い。特定のニーズをデータセン

ター計画で確実に満たすことや、利用者や提供先の詳細な要件を、初期計画時における意思決定に対して、確実に

反映させることを望む発注者には、上述の 1 番目の選択肢が推奨される。特定のプロジェクトに対して、設計・施工分

離発注または、設計・施工一括発注のどちらが適しているかを判断する際、データセンターの構成の複雑さが考慮され

ることが望ましい。同種で複雑さが同程度のデータセンターを複数所有する場合は、設計・施工一括発注方式を利用

することで時間と資金を節約できる可能性がある。空間・エンドユーザ・ITE の構成が、いずれも複雑多岐にわたる場合

は、設計・施工一括発注方式を採用することで、初期段階で確実に全課題に対処し、後々の遅延およびコスト増加

を抑えることが可能になる。 

ただし、コンピュータ室および付帯施設の設計および施工にあたっては、バリアフリーに関する規則（例：『Americans 

with Disabilities Act』（米国）、 『Disability Discrimination Act』（オーストラリア））や、類似の指針の遵守が

求められる場合もある。設計者は、AHJ がこれらの規制およびその他の基準への順守を求める可能性があり、これらの

文書に独自の条件強化を加える可能性があることに、留意することが望ましい。 

7.1.2 用地の選定 

7.1.2.1 必須事項 

多くの用地選定基準は第 5 章で述べているが、建築および建設工事上の考慮事項を踏まえて、以下を確実に行うこ

とが重要である。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

98 

 すべての障害要因（例：振動、大気汚染、サイト固有のセキュリティリスク、氾濫原、電磁干渉、危険物質）

を緩和または排除する  

 セキュリティを万全にするために、建物外周に十分な空間を設ける 

 以下を含む種々の付帯施設のための空間を設ける 

– 発電機 

– 発電機用燃料タンク 

– HVAC 熱源システム 

 すべての電力供給要件が満たされている（第 9 章参照）  

また、上記への部外者の立ち入りを禁止しなければならない。 

7.1.2.2 追記情報  

電源信頼度、安定した通信回線、消防、周辺の治安など、用地選定の際に考慮すべきその他の問題については第 5

章を参照。 

7.1.3 データセンターを地下に設置する際の考慮事項 

7.1.3.1 必須事項 

地下階への設置を検討する場合は、以下を含む浸水問題を考慮しなければならない。 

 周辺排水設備からの低さ 

 浸水検知システム 

 隙間なく施工した防湿材 

 排水および除湿システム 

 データセンターに損害を与える恐れがある、建物本体側の設備 

 地下階で保管または使用される危険物 

 極度の荒天時およびその後の洪水危険性 

必須分散床荷重は第 8 章に示す。 

7.1.3.2 推奨事項 

機器へのアクセスについては、地面上に最も近い階（1 階）が最善であることが多い。床荷重上の要因においても、1

階が配置場所になる傾向がある。1 階より上の階はセキュリティおよび水問題に対する解決策となり得るが、主な水平

荷重の問題（例：ハリケーン、風、地震）を抱える地域内では、1 階より上の階は構造的に不安定となる可能性が

ある。多くの場合、2 階から上の階はデータセンターに必要な床荷重を考慮して設計されていない。 

7.2 一般的な設計概念 

7.2.1 信頼性レベル 

7.2.1.1 序文 

必要とする信頼性レベルは、データセンターの設計で非常に重要となる。一般的に利用されている信頼性のレベルを記

述する方法は、Appendix B に示すようなクラスシステムである。 

信頼性は特定されたリスクとの関係で定義される。例えば、『NFPA 75』では人身災害、火災、利益の損失、機器の

損失、および通信途絶等のリスクを明示している。データセンター建物の構造上の損壊は上記のリスクのうち 1 つ以上

に該当するといえる。 

米国におけるコンピュータ室の施工および保護に関する詳細については、『NFPA 75』を参照。 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

99 

7.2.1.2 必須事項 

建物は、データセンターに適した構造のベストプラクティスを踏まえた、耐久性および信頼性のレベルに則り、建設しなけ

ればならない（8 章を参照）。 

7.2.1.3 推奨事項 

建物は、地震および風による水平荷重に関する、設計基準を満たして設計することが望ましい。 

7.2.2 施設の特性と用途 

7.2.2.1 序文 

データセンターの特性と用途は、データセンターの施工、運用、および物理的セキュリティに影響を与える。医療、金融、

行政の情報資産に関する規制により、特別なセキュリティ要件が課される可能性がある。病院、公共施設、電気通信、

その他の重要サービス等に関わる、一部の設備については、特定の要件が別途法令規則に定められている可能性が

ある。 

データセンターの建築物用途カテゴリは、適用される規格（『ASCE 7』等）、または AHJ により定められた施設の用

途カテゴリに依存する。災害発生後にも設備を運用する必要性または要求に基づき、所有者から要件が高められる可

能性がある（用途カテゴリ IV）。概して、データセンターは用途カテゴリ II にあたるが、特性上または所有者により求め

られる場合は、用途カテゴリ IV に分類することができる。建物が風、雪、氷、洪水、地震に耐えるための、建物およびそ

の空調電気システムの設計要件は、選択された用途カテゴリによって変化する。 

用途カテゴリ IV に満たない分類であったとしても、より堅牢な設計にするために、設計要件の計算時に使用される重要

度係数が、所有者の要求により増加されることがある。 

AHJ に準拠した重要電力システム（重要施設向け電源システム（COPS））が必要となる場合は、用地選定およ

び建物ならびに空調電力システムの設計に影響を及ぼす。 

7.2.2.2 必須事項 

設計チームは設備停止の影響に焦点を当て、ユーザと協力して施設の特性と用途を決定しなければならない。

Appendix B に示すクラス定義を利用して、施設の特性と用途を満たす適切な信頼性レベルを決定する。 

7.2.3 複数ユーザ 対 単独ユーザのグループ 

7.2.3.1 序文 

複数ユーザが共用する設備は、単独ユーザ専用の設備よりも高いセキュリティ要件が存在する。管理者機能について

は、アクセス権限の付与を最小人数に制限する必要がある。技術研究部門等のグループは、機器の設定を頻繁に変

更するために、より広範囲なアクセス権限が必要な場合がある。 

7.2.3.2 必須事項 

複数ユーザの ITE を収容するデータセンターでは、間仕切り（壁やケージ等）やキャビネットの、電子制御または物理

的施錠等の、機器に対する物理的セキュリティが、ユーザ単位で必要になる。 

複数ユーザ設備には、監視システムや、それぞれの電力量積算を含む追加のアクセス制御およびアクセス記録が必要

な場合がある。 

7.2.4 機器の更新サイクル 

7.2.4.1 必須事項 

機器を頻繁に増設または更新するデータセンターには、設備変更に柔軟に対応する必要がある。設計者およびユーザ

は、想定する機器更新サイクルに基づき、新規ハードウェアの導入のためにコンピュータ室内外に必要な空間を含めた、

設備運用への影響を判断する。 
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7.2.4.2 推奨事項 

平均的なデータセンターは、収容する ITE を 3 年から 5 年毎に大幅に更新する可能性がある。電力および冷却の物

理インフラは、コンピュータ室内の特定の場所および時点における、電力容量および密度の要件に対して最適化できる

ように、柔軟性と拡張性を確保することが望ましい。 

7.2.5 データセンターの無人化/有人化 

7.2.5.1 推奨事項 

ヒューマンエラーを最小限にするために、データセンターは「Lights Out」方式に基づいて設計することができる。Lights 

Out 方式とは、平常時にデータセンター内で働く要員がいない方式である。Lights Out 方式のデータセンターの設計に

は、高度で安全な遠隔監視・制御能力が求められる。さらに Lights Out 方式のデータセンターは、平常時に現場要

員がいない施設での、備品および ITE の搬入に対応するなど、運用上の課題に対処する必要がある。 

7.2.6 建物内のデータセンターの配置 

7.2.6.1 必須事項 

データセンターを 2 階以上に設置する場合、データセンターに必要な機器の搬入に対応した経路を確保すること。 

データセンターの配置は、電力ケーブル長を短くするために、建物受電部に可能な限り近い場所に配置しなければなら

ない。 

コンピュータ室は、機器の荷重を支える構造強度を持つ階に配置しなければならない（構造技術者が判断）。 

7.2.6.2 推奨事項 

コンピュータ室は、建物の通信引込室に近接して配置することが望ましい。 

コンピュータ室は 1 階に配置することが最善である。一般的にコンピュータ室は外壁から離して配置することが通常は望

ましいが、将来の拡張またはフリークーリングの採用に備えて、コンピュータ室にノックアウトパネルを備えた外壁を含む設

計とすることは例外的に認められる。ノックアウトパネルを利用する場合、暴風雨・暴風雪による損傷および気温の極端

な変動（例：結露）への対策を取ることが望ましい。 

7.2.7 建物の種別  

7.2.7.1 必須事項 

重要なデータセンターは、International Building Code に定められる通り、種別 I、II、III による建築等の鉄筋またはコ

ンクリート造の建物内に設置しなければならない。一定条件において、『NFPA 75』に従って施工される場合、種別 IV

による建築の適用が可能である。 

建物外装は、不燃性かつ耐久性のある部材で作られ、設備の想定寿命までに予期される気象条件に耐えられなけれ

ばならない。 

建物の床面から最下端の障害物（スプリンクラ、照明器具等）まで、3m（10ft）以上の空間を確保できるようにし

なければならない。 

注：建物構造上、竣工した建物の床面からの天井高を後から変更することは難しい。  上記の空間は、同一建物内におけ

るコンピュータ室等の配置や拡張を検討する際に、柔軟性をもたらす。上記の要件は、データセンター建物内において、AHJ

要件を満たすものの 3m（10ft）未満の高さしか確保できない空間（例：ロビー、休憩室、非 IT 系通路）の存在を否定

するものではない。 

7.2.7.2 推奨事項 

スラブからその上の天井等の構造物（トレー・照明等は除く）までは 4.5m（15ft）以上であることが望ましい。 
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7.2.8 複数テナントが入居する建物 

7.2.8.1 必須事項 

データセンターを複数テナントが入居する建物内に設置する場合、危険のない場所、そして他テナントとの共用出入口

から離れた場所に、配置しなければならない。 

送水管、散水管、ダクト、ガス配管の全配管は、当該領域に供給するための物を除き、コンピュータ室領域を通過して

はならない。コンピュータ室に害を及ぼす設備はコンピュータ室内および周囲に一切設置してはならない。 

コンピュータ室が使用するすべての供給経路（例：電気・水道等）、ダクト、および通信経路は、総合監視、侵入防

護、および保守用アクセシビリティが保証できない場合、他テナントの部屋を通過してはならない。 

7.2.8.2 推奨事項 

データセンターへ供給する建物インフラは、他テナントと分離することが望ましい。 

7.2.9 データセンターの 24 時間 365 日運用 

7.2.9.1 序文 

重要なデータセンターでは、24 時間 365 日稼働を求められる。 

7.2.9.2 必須事項 

データセンター（事務所とコマンドセンターの機能を含む）では、要員と出入り口に関してセキュリティを確保するように、

空間の配置を設計する。セキュリティレベルの高い施設では、要員が通常常駐する部屋（コマンドセンター、警備員詰

所）の壁、窓、および扉は、強化または防弾仕様であることが望ましい。 

24 時間運用する場合は、データセンター建物内の近傍に休憩設備を設けなければならない。 

7.2.10 温度および湿度の制御 

7.2.10.1 必須事項 

コンピュータ室は、最小限のエネルギー消費で室内の温度、および相対湿度を維持できるような場所に、配置しなけれ

ばならない。 

コンピュータ室の設計には適切な断熱および湿度制御を含め、データセンター内部を一定の温度および湿度の範囲内

に維持しなければならない。 

7.2.11 建築資材 

7.2.11.1 必須事項 

コンピュータ室は、耐久性があり、高品質で、さらに保守・運用が容易な新品の建築資材で設計・建築しなければなら

ない。ただし、当該空間の運用に影響しない範囲において、リサイクル建築資材を使用しても良い。 

7.3 アクセス経路 

7.3.1 一般的なアクセス経路 

7.3.1.1 序文  

用地が選定されると、データセンターのレイアウト計画が開始される。アクセスの検討は極めて重要である。本項に挙げ

るアクセスの種類には以下が含まれる。主なデータセンター要員のアクセス、非データセンター要員アクセス、機器ベンダ

アクセス、機器アクセス、付帯設備（例：UPS と電池、HVAC 機器等）へのアクセス、その他電気機器への保守アク

セス、通信ベンダアクセス、および個別ユーザグループのアクセス。 
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7.3.1.2 必須事項 

データセンターへのすべての入口においてセキュリティを確保する必要がある。 

7.3.2 データセンターへのアクセス経路 

7.3.2.1 必須事項 

建物に共用のロビーがあり、建物の警備員が配備されている場合は、データセンターの中央管理室と建物の警備員詰

所との間に、直通の連絡手段を確保しなければならない。セキュリティレベルの高い場所では、連絡手段は音声および

画像両方を利用しなければならない。 

スロープの最大勾配は、以下のうち最も小さいものとする。 

 実装されていないキャビネットの運搬については水平面から 8 度 

 実装済みのキャビネットの運搬については水平面から 1:12 または約 4.8 度 

 適用されるバリアフリーに関する規制に定められた値 

スロープは有効幅を最低 900mm（36in）とし、頂上部および底部に有効奥行き 1.5m（5ft）の平たん部を設けな

ければならない。手すりを設置しなければならない。その手すりは適用される規制を満たさなければならない。 

コンピュータ室のスロープが 1 か所のみの場合、そのスロープは AHJ のバリアフリー要件を満たさなければならない。1 か

所の機器用のスロープに加えて、車椅子用のエレベーターまたはスロープを設置しても良い。 

7.3.2.2 推奨事項 

すべてのスロープの最大勾配は 1:12 または約 4.8 度を超えないことが望ましい。スロープでの手すりの設置高さは

900mm～1,000mm（36～39in）とすることが望ましい。 

データセンターへの主なアクセス経路は、何らかのアクセス制御によってセキュリティを確保することが望ましい。アクセス制

御は、電子装置と要員の併用または電子装置のみのいずれも許容される。データセンターの所有者と運用者、設備の

所有者、およびユーザは、それぞれ処理されるデータの保護に必要なセキュリティレベルを検討することが望ましい。 

建物の警備員がいない場所では、データセンターへの最初の入口に音声および画像両方による入室制御を配置するこ

とが望ましい。 

24 時間 365 日常駐するデータセンターでは、外部からコンピュータ室へ直接入室せず、アクセス制御を備えた、コンピュ

ータ室外の警備区画を通過させることを推奨する。避難に関わる防災に関わる法令規則の要件を順守する。 

7.3.3 機器のアクセス 

7.3.3.1 必須事項 

データセンターは、ITE および通信設備を施設へ搬入できなければならない。ITE や通信設備の搬入経路は、扉部の

通過も含めて、寸法が長さ 3m（10ft）×幅 1.2m（4ft）×高さ 2.4m（8ft）、重量 3,400kg（7,500lb）超の機

器を搬入できなければならない。 

運搬経路の一部を構成するリフトおよびエレベーターについては、該当する以下の要件を満たさなければならない。 

 扉の有効開口高さ 2.4m（8ft） 

 扉の有効開口幅 1.2m（4ft） 

 かごの奥行き 1.5m（5ft） 

 積載量 1,500kg（3,300lb） 

付帯設備室（UPS・電池室、HVAC 室等）へは通常、上述の機器よりも大型の機器のアクセスが必要となる。空

調・電気設備の搬入経路は、新規設備の設置および旧設備の撤去が可能な程度に広くなければならない。通常、最
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低でも 2.7m（9ft）のクリアランスが搬入ドックから電気・空調機械室までの経路に必要となる。クリアランスの要件には、

機器の高さ、梱包資材、および運搬機器を考慮に含めなければならない。 

7.3.3.2 推奨事項 

高さが 42RU または 42OU を超えるキャビネット及びラックに対応するため、搬出入経路上と、その扉およびエレベーター

の高さ方向のクリアランスは、3m（10ft）以上とすることが望ましい。ITE 及び通信設備の運搬経路の一部を構成す

るリフトおよびエレベーターについては、扉の有効開口幅 1.5m（5ft）以上ならびに積載量 3,000kg（6,600lb）とす

ることが望ましい。 

7.3.4 通信アクセスプロバイダのコンピュータ室への入室 

7.3.4.1 必須事項 

ローカルアクセスプロバイダは通信引込室へのアクセスが必要になるが、次の場合を除き、通常はコンピュータ室へのアク

セスを制限される。 

 コンピュータ室内に引込室が配置されている 

 DWDM、SONET マルチプレクサ、その他回線提供機器等のアクセスプロバイダ機器が、コンピュータ室内に

収容されている 

 キャリアの分界点（DS-1 または DS-3 DSX パネル等）がコンピュータ室内に存在する 

7.3.5 ベンダのアクセス 

7.3.5.1 必須事項 

データ処理機器の運用保守に不可欠なベンダによるアクセスを許可するように、アクセスを制御しなければならない。アク

セス制御の一環として、上記のベンダはデータセンター要員によるエスコートを必要とする場合もある。これにより、ベンダ

がいつどこでデータセンターにアクセスしたかを、データセンター要員が把握可能となる。 

7.3.6 付帯機器への保守アクセス 

7.3.6.1 推奨事項 

最大限可能な限り、整備が必要なサポート機器は、コンピュータ室の端で整備し、訓練を受けていない要員が不注意

でデータ処理機器を損傷させないようにすることが望ましい。 

7.4 空間毎の詳細計画 

7.4.1 入口 

7.4.1.1 必須事項 

コンピュータ室への入口が外部から見通せないように、アクセス制御されたロビーまたは玄関への、最初の入場について

配慮しなければならない。コンピュータ室の領域に入る際は、コンピュータ室へのアクセスを認める前に、アクセス制御され

たデータセンター内の空間を通るようにしなければならない。 

機器用の入口が、主な入口とは区別されている場合、データセンター要員のみによって管理されなければならない。 

7.4.1.2 推奨事項 

コンピュータ室への入口は、建物外部への出入口から離すことが望ましい。 

コンピュータ室内向けの機器用の入口は、コンピュータ室入室前に機器の開梱および準備をするためのステージング/保

管エリアの近くにあることが望ましい。 
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7.4.2 コマンドセンターおよび要員エリア 

7.4.2.1 推奨事項 

コマンドセンターは、データセンター内部もしくは、データセンター外のセキュアな場所に設置することができる。 

コマンドセンターがデータセンター内に配置する場合、コンピュータ室の主要な出入口に近接し、コンピュータ室へ直接ア

クセスが可能な位置とすることが望ましい。コマンドセンターには、データセンターに同時に勤務する最大人数分の空間と

監視用端末を設置することが望ましい。全オペレータが視認可能な天井吊り下げ式または壁掛け式の追加モニターを

設置しても良い。 

上記に加え、設備監視システムを設置することが望ましい。これにより、視覚/聴覚による通報装置またはシステム監視

モニターを通じて、コマンドセンター内のオペレータに施設の電力供給、冷却設備、およびコンピュータ室内の温湿度環

境をリアルタイムで通知する。コマンドセンター内の設備監視システムには、制御・操作機能は通常含めない。 

コマンドセンターの業務を監視するために、隣接した事務所スペースが必要となる場合がある。対策本部室用または緊

急トラブル対応用として、コマンドセンターに隣接した会議室を設置することが望ましい。 

7.4.3 印刷室 

7.4.3.1 必須事項 

ハードコピーが必要なデータセンターでは、印刷室を要員エリアに隣接させなければならない。印刷室は自立式で、部屋

からの還気のフィルタ設備を設置しなければならない。紙を安定して保管・使用するため、印刷室内に用紙保管のため

の空間を用意しなければならない。 

7.4.4 メディア保管室 

7.4.4.1 必須事項 

施設内でリムーバブルメディアに記録を保存し、ライブラリから取り外された後に、長期間施設内に保管する場合は、ラ

イブラリとは別に、メディア保管用の部屋を用意しなければならない。ライブラリからメディアが取り外され、施設外の常設

保管場所へ直接運搬される場合は、上記のメディア保管室は不要である。 

重要なメディアを保管する際は、2 時間耐火の筐体に格納しなければならない。 

7.4.5 トイレおよび休憩室 

7.4.5.1 必須事項 

トイレおよび休憩室エリアは、運用要員および事務室エリアへ容易にアクセスできる位置に設置すること。トイレは準拠

する現地の法令規則および基準に従い、性別を問わずバリアフリーに対応しなければならない。 

7.4.5.2 推奨事項 

24 時間 365 日稼働するデータセンターでは、可能であれば、データセンターのセキュリティ管理下のエリア内にはトイレお

よび休憩室を設置することが望ましい。セキュリティ階層を維持するために、ロビーおよび搬出入口等のセキュリティ管理

下のエリア外にも、トイレの設置を検討すること。 

7.4.6 コンピュータ室 

7.4.6.1 序文 

一般的には、物理インフラ（床置き型 HVAC 空調機、冷水・冷媒系、電気 PDU、RPP、STS、消火剤タンク等）

には、機器エリアの空間全体の 40%程度が必要になると見込まれる。クラス F3 および特にクラス F4 の場合、物理イン

フラが必要とする空間は全設備面積の 50%超になる可能性がある。 
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7.4.6.2 推奨事項 

キャビネットおよびラックの配置を計画する際は、あらゆる柔軟性を最大化するように注意することが望ましい。データセン

ターでは、実装する ITE を 3 年から 5 年毎に大幅に更新する可能性がある。 

データセンター計画者は、空調・電気システムの設計者と、早期に協議・調整することが望ましい。 

コンピュータ室は、現行の機器、将来の拡張、テクノロジーリフレッシュ、人員および機器運搬の動線、ならびに付帯設

備のために、十分な空間を確保した設計とすることが望ましい。 

現用システム、開発システム、および試験システムは、それぞれコンピュータ室内の離れた領域、可能であれば専用のネ

ットワークを持つ別室に配置することが望ましい。 

コンピュータ室の計画には、室内における将来の拡張を含めることが望ましい。ITE の需要には影響を及ぼす要因が多

いため、上記の拡張ニーズを明確に定義して、計画することは困難である。施設の予想寿命や、過去の拡張実績を基

に、現時点および次世代における技術動向と、テクノロジーリフレッシュによる性能・容量の変化に関する要件を分析し、

それらを踏まえて 6～9 年先までの IT 需要予測を策定することが望ましい。上記の IT 需要予測を基に、必要となる施

設の容量を設定する。これは 15～20 年に及ぶ施設の寿命全体をカバーする場合が多い。 

クラス F3 およびクラス F4 の施設では、ITE と空調設備については一般的に要員が異なるため、コンピュータ室内の ITE

と空調機器の領域を隔てる検討をすることが望ましい。具体的には、ITE と空調設備の間に気流を透過する物理的障

壁（例：フェンス）を立てるか、またはコンピュータ室への気流のための開口部を備えた隣室に、空調機を設置すること

によって、分離可能となる。 

7.4.7 引込室 

7.4.7.1 必須事項 

引込室をコンピュータ室外に設ける場合は、コンピュータ室を経由せずに引込室へアクセスできなければならない。 

クラス 3 以上のデータセンターは、引込室とコンピュータ室を分離しなければならない。 

7.4.7.2 推奨事項 

クラス 2 以下のデータセンターでは、単一の引込室を設ければ良い。 

引込室はコンピュータ室と隣接することが望ましい。 

引込室用の空間を決定する際、ケーブル成端部材、保護部材、スプライス部材、配線経路、ケーブル引込作業用空

間、キャリア機器、電気設備、空調設備、セキュリティ設備、BAS、および通信機器について考慮することが望ましい。 

7.4.8 空調設備用の空間 

7.4.8.1 序文 

空調設備は（前述のように）コンピュータ室内に設置される場合もあれば、コンピュータ室外の空調機械室/エリアに設

置される場合もある。 

7.4.8.2 必須事項 

建物設計者およびデータセンター計画者は、空調システム設計者と協力して、コンピュータ室内の空調機器のサイズお

よび数量を調整しなければならない。コンピュータ室外には、燃料タンク、熱源設備および付属するポンプ、ならびに制

御装置用の空間を設ける。 

7.4.8.3 推奨事項 

コンピュータ室内の空調設備要素および冷却設備は、保守作業を考慮して ITE の列とは分離して配置することが望ま

しい。ただし、冷却効果を高めるために、ITE の列内または近傍に設置することが必要な場合を除く。 
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7.4.9 電気室および UPS 室 

7.4.9.1 必須事項 

分電盤、各種電気制御盤、発電機自動切替装置、UPS、入出力盤等、データセンター関連のあらゆる電気設備を

収容するための部屋を専用に設けなければならない。 

電気室および UPS 室は、建物電気室および発電機の両方に可能な限り近くなければならない。 

7.4.9.2 追記情報 

電気室には、出口方向に開く扉を備えた 2 か所の出入口、AHJ が求める避難用装置の付いた扉および機器が必要

となる場合がある。AHJ が許可する場合、二つ目の避難経路は、電池室等のその他関連空間を通過しても良い。 

7.4.10 電池室 

7.4.10.1 序文 

UPS システムをデータセンター内で共用とする場合、電池室は UPS 室に付随することが一般的である。 

7.4.10.2 必須事項 

電解液が密封されていない電池を設置した電池室には、現地の法令規則で要求される通り、電解液流出防止およ

び排気システムを設けなければならない。 

7.4.10.3 推奨事項 

電池を専用の部屋に設置する場合、その部屋は関連する電気室に隣接することが望ましい。 

電池室の規模は、電池およびラック/キャビネットの種類および数に基づき決定される。 

電池室は可能であれば地面上の階（1 階）に位置することが望ましい。地下の場合、浸水の危険が発生する恐れが

ある。地上の場合、床荷重の考慮が必要となる。 

電池室は想定される最大の床荷重を許容できるように設計することが望ましい。 

電池室はコンピュータ室空間の直上に配置しないことが望ましい。 

電気エンジニアまたは現地の法令規則が、電池室またはその設備の配置に関する追加要件を定める場合もあるので、

電気システム設計者と調整する。 

該当する IEEE の設置基準を参照し、9.5.5 項の電池に関する追記情報を参照する。 

7.4.10.4 追記情報 

電池室に 2 か所の出入口を設けるように AHJ が要求する可能性がある。 

7.4.11 消火設備室 

7.4.11.1 必須事項 

クラス 4 のデータセンターでは、予作動式スプリンクラ制御弁システム用に別室を設けなければならない。クラス 3 または

重要なデータセンターでは、別室を設けることが推奨される。 

必要に応じて、非汚損型消火剤のタンクを設置するための空間を設けなければならない。タンクは容易に整備しやすい

ように配置しなければならない。タンクは機器上方の天井空間に設置してはならない。 

7.4.12 動線 

7.4.12.1 必須事項 

データ処理機器、ラック、および室内にあるその他の機器を移設するための有効な動線を、空間全体において確保しな

ければならない。 

動線上の通路は、最小幅 1.2m（4ft）、最小有効頭上高 2.4m（8ft）としなければならない。 
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7.4.13 機器のステージングおよび保管 

7.4.13.1 必須事項 

コンピュータ室内への汚染物質の侵入を防ぐため、納入された機器はコンピュータ室とは別の部屋で保管、開梱、準備

しなければならない。この部屋からの還気には、ろ過装置を設置しなければならない。 

基板やサーバ等、納入された機器および予備の機器の両方のために、データセンターの機器搬入口に隣接させた保管

室を用意しなければならない。この保管室は、ステージング室の一部またはステージングエリア近くの別室としても良い。 

納入された機器の開梱・準備用の空間を設けたステージングエリアを配置しなければならない。 

大量の箱および梱包材用を取り扱うための空間を確保する。現地要件に準拠し、防火要件、回収頻度、リサイクルを

考慮する。廃棄物コンテナの要件、アクセス、および配置を考慮する。 

7.4.14 機器修理室 

7.4.14.1 推奨事項 

機器アクセス経路およびコンピュータ室の両方へ容易にアクセス可能な場所に、修理用の別室を設けることが望ましい。 

機器修理室には、複数の電源および通信の接続環境を備えた作業台を設けることが望ましい。 

必要に応じて、予備部品用の棚またはケージ区画を設けることが望ましい。 

7.5 建築時の考慮事項 

7.5.1 建物躯体の前提条件 

7.5.1.1 必須事項 

データセンターが新築建物である場合、スラブ全体および建物の全地下部分について、連続密閉されたゴム引きの防

湿層を設ける。 

建物スラブは、氾濫原からの高度やセットバック等、洪水対策に関するすべての現地の建築法令規則上の要件を順守

しなければならない。 

外部へのすべての開口部および貫通部は、コンピュータ室の内壁工事および仕上げ前に密閉しなければならない。 

7.5.2 床スラブ 

7.5.2.1 必須事項 

床スラブの耐荷重は構造技術者による計算値に従わなければならない。ただし、床面荷重は 732kg/m2（150lb/ft2）

以上としなければならない。 

地面と接していない階のスラブについては、ケミカルアンカーおよびアンカーボルトの十分な埋めこみを可能にするために、

デッキプレート上のコンクリートの厚さを 100mm（4in）以上としなければならない。 

床スラブは水平を確保し、防湿および防塵性能を持つエポキシ樹脂等の不透性シール材で漏れなく覆わなければなら

ない。 

床荷重要件に関する追記情報は、8.3.1 項を参照。 

7.5.2.2 推奨事項 

当初または将来の高密度機器（例：ディスクアレイ、全実装サーバキャビネット）を収容するために、最小床面荷重と

して 1,221kg/m2（250lb/ft2）を推奨する。 
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7.5.3 コンピュータ室の壁の施工 

7.5.3.1 必須事項 

コンピュータ室を構成する壁は床スラブから天井スラブまで構築しなければならない。 

耐火施工要件については Table 7-1 を参照。 

コンピュータ室を構成する壁は非汚損型消火システムの使用に最適な気密性を確保しなければならない。すべての壁

貫通部は、延焼防止および消火剤流出防止のための、措置を施さなければならない。 

壁の構造部材の厚さおよび形状は、構築する壁の高さに応じた AHJ 要件に適合しなければならない。例えば、米国で

は、屋内壁の施工に使用される金属製部材の最小厚さは、3.5m（11.5ft）以下の高さの壁の場合は 0.64mm

（0.025in / 22 ゲージ）、3.5m（11.5ft）超の高さの壁の場合は 1.0mm（0.039in / 18 ゲージ）でなければなら

ない。 

壁内に箱および配管を設置できるよう、部材の奥行は、140mm（5.5in）以上でなければならない。すべての電気お

よび空調器具（例：スイッチ、コンセント、コントローラ）は埋め込み式でなければならないため、壁の厚さをそれらと調

整する。 

壁は、Table 7-1 に記載された最低耐火等級を満たさなければならない。 

非構造壁がデッキプレートまたは垂直方向の構造部材に接触する場合、振動および構造荷重の伝播を防ぐために防

振用ジョイントを取り付けなければならない。 

壁およびその他の構造要素はたわみを最小限に抑えた設計にして強固に固定し、すべての空調装置から隔離し、非

構造壁の上端は防振パッドまたはコーキングを用いなければならない。 

コンピュータ室を非空調空間または外部空間から区分する壁には、熱伝導を制限するために必要な断熱を施さなけれ

ばならない。最低でも R-3.3m²·°K·h/W（R-19ft²·°F·h/BTU）の断熱性能が推奨される。 

7.5.3.2 推奨事項 

クラス 3 およびクラス 4 のデータセンターは、さらなる建物構造の一体性および高耐火性を確保するために、ITE、電気・

空調用空間の内壁に、コンクリートブロック壁（CMU）、コンクリート充填 CMU 壁、または現場生産のコンクリートパネ

ル壁の採用を検討しても良い。 

7.5.4 非耐火の間仕切り 

7.5.4.1 必須事項 

コンピュータ室内部でセキュリティまたは空調管理上の理由で必要な場合を除き、防火等級を必要としない間仕切りは

フリーアクセスフロア上面から天井までの範囲内としなければならない。 

非耐火壁は最低でも 3m（10ft）毎に、さらに IBC に定める水平方向の固定要件を満たすために必要な箇所で、固

定しなければならない。 

7.5.5 防湿施工 

7.5.5.1 推奨事項 

コンピュータ室内の湿気の流出入を防ぐため、湿度管理空間の外周には全周にわたり防湿施工することが望ましい。 

7.5.6 扉並びにガラスを設置した開口部 

7.5.6.1 扉の必須事項 

機器をデータセンター内の各部屋間で運搬できるように、扉は十分な大きさでなければならない。扉は、パレットに載せ

た機器を傾けずに運搬できるだけの高さを、確保しなければならない。（8 章を参照） 
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扉は厚さ 45mm（1.75in）以上で、1 枚扉では幅 1.1m（3.67ft）以上、高さ 2.4m（8ft）以上、2 枚扉では幅

1.8m（6ft）以上、高さ 2.4m（8ft）以上でなければならない。芯材を備えた、木製または鋼製の扉で、鋼製の扉枠

に取り付けなければならない。 

コンピュータ室への主アクセス扉は、上記要件を満たす 2 枚扉でなければならない。この扉には中央柱または敷居のい

ずれもあってはならない。 

防火区画（1 時間または 2 時間耐火）に組み込まれた扉およびその枠は、その区画の用途区分に合わせて、法令

規則で定められた耐火性能を有されなければならない。扉の開口部の周囲には、気密性・耐火性を備えた目詰め材

を付けなければならない。 

注：『NFPA 76』では防火区画と同じ耐火性扉を要求している。   

7.5.6.2 扉の推奨事項 

搬出入経路（例：搬出入口からコンピュータ室まで）上の全ての扉は 2 枚扉であることが望ましい。扉がある場合、

扉の開口寸法は、少なくとも高さ 2.7m（9ft）× 幅 1.2m（4ft）を確保することが望ましい。機材の移動を妨げない

ように扉には段差を設けないことが望ましい。 

7.5.6.3 ガラスを取り付けた開口部の必須事項 

扉に取り付けるガラス部分の面積は 0.065m2（100in2）を超えてはならない。本必須事項は、コンピュータ室への機

器用扉および主アクセス扉に適用する。要員のアクセスが必要な場合、12.6.3 項の要件に準拠することが望ましい。 

耐火扉に取り付けたガラスは耐火性で、金属製の枠内に取り付けなければならない。 

防火性能を備えた間仕切りの開口部にガラスを取り付ける場合は、IBC で定められた制限を超えてはならない。 

間仕切りの開口部にガラスを取り付ける場合は、連続した固定部材（ネオプレン等）で防振した金属性の枠内にガラ

スを取り付けた構造にしなければならない。 

7.5.7 耐火施工 

7.5.7.1 必須事項 

コンピュータ室、電気室、電池室、空調機械室を区分する壁および、TR を建物内のその他エリアから区画する壁は、

最短で 1 時間耐火とするか、または適用される法令規則および規制の定めに従わなければならない。 

耐火壁の扉および扉枠の耐火等級は壁の耐火等級と同じでなければならない。 

耐火壁に取り付けたガラスの耐火等級は壁の耐火等級と同じでなければならない。IBC の Table 608.2 が定める通

り、電気室および電池室では、扉に限りガラスを取り付けることが認められる。 

空間ごとの耐火等級については Table 7-1 を参照。Table 7-1 に示した各空間の上方および下方の床は、IBC が定

める通り、2 時間耐火でなければならない。 

7.5.8 アクセス制御システム 

7.5.8.1 必須事項 

データセンターおよびコンピュータ室の全ての入口に、アクセス制御を設けなければならない。データセンターの領域毎に

異なるセキュリティレベルを設けるために、複数のセキュリティ管理レベルを設定可能なシステムを導入しなければならな

い。 

アクセス制御システムは、アクセス制御設定を容易に変更でき、完全にプログラム制御が可能であり、加えてデータセン

ターおよび種々の構成要素への全アクセス記録のデジタルコピー、およびハードコピーを出力可能でなければならない。 
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Table 7-1 空間ごとの最低耐火等級 

領域 壁の最低耐火等級 

ITE 空間（コンピュータ室、引込室、専用分配エリア（MDA、

IDA、HDA）、TR） 

スラブ間 1 時間耐火（AHJ によっては隣接する ITE 空間同士

の間の壁についても、要求される場合がある）  

コマンドセンター スラブ間 1 時間耐火 

印刷室および印刷用品保管室 スラブ間 1 時間耐火 

重要なメディアの保管室 スラブ間 2 時間耐火 

電気室 スラブ間 1 時間耐火 

電池室 スラブ間 1 時間耐火 

ステージングおよび保管室 スラブ間 1 時間耐火 

搬入口 スラブ間 1 時間耐火 

 

7.5.9 大気中の微粒子 

7.5.9.1 序文 

大気中の微粒子は電気機器の適正な動作に悪影響を及ぼす恐れがある。以下の 2 種類がある。 

 非導電性この種の塵は換気ファンに吸い込まれ、気流を阻害し、それにより機器の過熱のリスクや消費電力

が増大する恐れがある。 

 導電性この種の塵が電子機器の表面に付着すると、電気機器の短絡および地絡の原因になる恐れがある。

導電性の塵の主な発生源は亜鉛ウィスカである。 

金属ウィスカは、特に防錆に役立つ錫、亜鉛、カドミウムでメッキされている鉄材（鋼材）の表面から成長する。こうし

た微細な金属繊維は通常、幅がわずか数ミクロンであるが、長さは数百から最大数千ミクロンとなり、空中に浮遊する

恐れがある。 

7.5.9.2 必須事項 

コンピュータ室は、適用される電気通信配線およびデータセンターの規格 （『ISO/IEC 11801-1』または『ANSI/TIA-

568.0-D』を参照)において、M1I1C1E1 環境に適合する要件および制限を満たさなければならない。 

7.5.9.3 大気中の非導電性の微粒子に関する推奨事項 

大気中の非導電性の微粒子は以下の手段で最小限に抑えることが可能である。 

 開梱、切削、削孔はすべてコンピュータ室の外で行う 

 ダンボール箱および取扱説明書はコンピュータ室の外に保管する 

 コンピュータ室内の飲食を禁止する 

 コンピュータ室内でカーペットを使用しない 

 ビニール仕上げの石膏ボード等の表面が不透性の天井パネルを使用する 

 空気濾過を行い、フィルタを定期交換する 

 印刷機、コピー機、テープメディアは、独立した HVAC システムを備えた別室に配置する 

＜次頁に続く＞ 
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 フリーアクセスフロア、床下、および天井ダクトの清掃を、清掃業者に適宜依頼する 

 機器、キャビネット、ラックについては、予防保守の一環として清掃を行う 

 フリーアクセスフロア開口部にブラシ、グロメット、その他の部材を設置し、圧力の損失および大気中の微粒子

を最小限に抑える 

消防管理官は通常、すべての可燃性物質をコンピュータ室の外に保管し、アルミ製フロアタイルを使用している場合は、

テルミット反応を防ぐためにプリンタ類のトナーをコンピュータ室の外に置くことを要求する。 

7.5.9.4 大気中の導電性の微粒子に関する推奨事項 

鉄材を使用した一般的な用具には、フロアタイル、支持材、レースウェイ、ケーブルトレイ、ラック、キャビネット、サーバおよ

びスイッチのシャーシなどが挙げられる。 

製造者が亜鉛ウィスカ防止の性能試験を実施したか、または製造過程においてウィスカ生成を抑制する対策を講じて

いることを、データセンターの設計者が確認することを推奨する。ウィスカ抑制方策の例を以下に挙げる。 

 ウィスカ生成を防止する特殊添加物を加えた、電気亜鉛めっき、または溶融亜鉛めっき 

 十分な塗装厚の粉体塗装  

 非鉄材またはステンレス材の使用 

注：非鉄材またはステンレス材にはウィスカ生成の実績が無い。   

7.5.10 フリーアクセスフロアシステム 

7.5.10.1 序文 

フリーアクセスフロアシステムは、電力および通信ケーブルの配線、HVAC の配管、穴あき床タイルを通じて機器ラックへ

の冷気の送風のために使用可能であるが、負荷に見合った床下空間の容積を確保する必要がある。 

フリーアクセスフロアは、特定の荷重要件を満たすために選定された互換性のある正方形のタイルで構成され、タイルを

高精度に配置し、嵌合し、固定し、さらに柱脚頭部に接続する横桁が渡る調整可能な柱脚組立部によって支持され

る。 

7.5.10.2 必須事項 

フリーアクセスフロアシステム自体は必須ではない。本項の必須事項はフリーアクセスフロアを使用する場合にのみ適用さ

れる。 

フリーアクセスフロアシステムの設置も含め、すべての主要な床下作業が完了した後、床下のコンクリート面を清掃および

密封しなければならない。 

フリーアクセスフロア面は、スラブから 450mm（18in）以上の高さでなければならない。通風のために必要な最小の床

面高さを決定する際、空調設計者は要求する空気分配を実現するために、必要な高さを解析しなければならない。ネ

ットワークケーブリング経路、電力システムおよび経路、冷却システム配管等の、床下にあるすべての気流への障害物を

考慮しなければならない。900mm（36in）の高さの二重床は一般的である。 

フリーアクセスフロアの性能は Table 7-2 に記載した最低仕様以上でなければならない。さらに、フロアタイルまたはフロア

システムは、Table 7-2 に示した荷重の 2 倍に必ず耐えられなければならない。集中荷重および移動荷重は設置され

る機器によって異なるが、設置される全ての機器は Table 7-2に記載した点荷重および移動荷重を超えてはならない。 

実装済みのキャビネットまたはラックを導入する前提で、フリーアクセスフロアを設計・選定する場合は、フリーアクセスフロ

アの性能は Table 7-2 の「推奨」列に記載された数値以上でなければならない。 

フリーアクセスフロアを支える建物構造システムは、フリーアクセスフロアおよびすべての積載荷重を支えなければならない。 
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設置は水平で、設定した高さで固定しなければならない。高さ設定の変更および振動による変位防止のための慎重な

作業が必要となる。 

支柱は、フリーアクセスフロア製造者および AHJ が認める方法でスラブへ固定しなければならない。通常はボルト、接着

剤、または免震フロアシステムによって固定される。 

500mm（20in）を超える高さのフリーアクセスフロアすべてに、横桁を使用しなければならない。 

すべてのフロアタイルは、四辺または四隅のすべてで支持しなければならず、フロアタイル表面には『IEC 61000-4-2』に

準拠した帯電防止性を付与しなければならない。 

運用中のデータセンター内の、横桁のないフロアシステムでフロアタイルを取り外す場合、および横桁のあるフロアシステム

でフロアタイルと横桁を取り外す場合は、フリーアクセスフロアの構造一体性が損なわれる。構造技術者は、一度に除去

を許される連続したフロアタイルおよび横桁の数を提示しなければならず、この内容はデータセンターの運用ガイドライン

に記載しなければならない。 

現地の法令規則で求められる場合、フリーアクセスフロアの床下空間には火災検知手段を備えなければならない。追

記情報は 11 章を参照。 
 

Table 7-2 コンピュータ室フリーアクセスフロアの性能仕様 

性能仕様 
最低 

（中荷重） 

推奨  

（高荷重） 

移動荷重（フリーアクセスフロアタイル） 

局所表面変形 0.5mm（0.02in）、最終変形量 1mm（0.04in） 

567kg  

（1,250lb） 

680kg  

（1,500lb） 

衝撃荷重（フリーアクセスフロアタイル） 

高さ 305mm（12in）から局所表面 645mm2 （1in2）へおもりを落下させた際の 

変形量 1.5mm（0.06in） 

68kg 

（150lb） 

79kg  

（175lb） 

集中荷重（フリーアクセスフロアタイル） 

フロアタイルの任意の点 645mm2（1in2）への荷重で、最大たわみ量 2mm

（0.08in） 

567kg 

（1,250lb） 

680kg 

（1,500lb） 

均等荷重（フリーアクセスフロアシステム） 

フロアタイル、支柱、横桁を含むフリーアクセスフロアシステムの定格荷重 

732kg/m2 

(150lb/ft2) 

1,221kg/m2 

(250lb/ft2) 

7.5.10.3 推奨事項 

床下空間を冷却に利用する場合、電力密度の高い機器については、フリーアクセスフロアはスラブから 900mm（36in）

以上の高さとすることが望ましい。 

地震活動が存在する場所では、選定されたフリーアクセスフロアは、耐震対策を施せるように製造者が設計し、製造者

の指示に従い設置され、専門の構造技術者が確認することが望ましい。 

以下に挙げるのは、その他の考慮すべき構造・運用基準や要素である。 

 フロアタイル落下試験 

 所定の寸法の切欠きがあってもフロアタイルの一体性を維持する 

 支柱の軸方向の荷重 

＜次頁に続く＞ 
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 支柱の転倒モーメント 

 横桁中央の集中荷重 

 あらゆるシステムの構成要素の最終変形量 

 支柱の土台は、樹脂コートや塗装の上からではなく、床スラブへ直接接合することが望ましい。 

データセンター内に機器を設置するために使用する、フリーアクセスフロア座標グリッドシステムについては 14.13.2 項を参

照。 

フリーアクセスフロアの高さに関わらず、安定性を高めるために横桁を使用することが望ましい。コンピュータ室のフリーアク

セスフロアは、横桁の無いシステムより安定するため、横桁のあるシステムを利用することが望ましい。さらに、フリーアクセ

スフロアの横桁は長さ 1.2m（4ft）で、安定性を高めるために「ヘリンボーン」パターンに配置することが望ましい。 

フリーアクセスフロアタイルの切欠き部は、すべての切り口に沿って縁取りを施すか、グロメットを取り付けることが望ましい。

縁取りまたはグロメットがフリーアクセスフロアの表面より高い位置にある場合は、キャビネットおよびラックの設置の邪魔に

ならないように設置しなければならない。キャビネットやラックがフリーアクセスフロア表面に常時接触する位置に、縁取りま

たはグロメットを設置してはならない。 

フロア吹き出し HVAC システムの場合、適切な風量を確保するために、フロアタイル切欠き部は寸法および数の両方を

制限することが望ましい。すべてのフロアタイル切欠き部および開口部で、床下側の適切な正圧を維持することが望まし

い。上記のためには、現地施工が可能な市販のブラシシステムなどを含む、様々な方法が利用可能である。すべての機

器キャビネットおよびラックが設置された後に、HVAC システムのバランスを調整することが推奨される。HVAC システムは、

フロア切欠き部、機器ラック、およびキャビネットの増設および撤去に応じてバランスを再調整することが望ましい。 

キャビネットやラックの下のフロアタイル開口部は、床下側の正圧の減少を最小限にするため、ケーブル引き込みに必要

な大きさに限定することが望ましい。 

7.5.10.4 追記情報 

フリーアクセスフロアの性能等級は、『Ceilings and Interior Systems Construction Association（CISCA）』の基

準および『TIA-569-D』に基づく。 

Table 7-2 に適用される荷重に関する情報。 

 集中荷重 - 点荷重または静的荷重に対応するフリーアクセスフロアタイルの能力。集中荷重については

CISCA の試験ガイドラインを使用する。 

 均等荷重 - kg/m2または lb/ft2 の単位でフロアタイル全面積にかかる荷重。 

 移動荷重（または動的荷重）- 車輪の付いた機器の移動に対応するフリーアクセスフロアタイルの能力。移

動荷重は通過台数、および車輪の物理特性（寸法、硬度）により決定される通常、移動荷重によるフロア

タイルへの損傷効果は静的荷重より大きい。 

 衝撃荷重 - 物体が落下し衝突する際の重量、および落下した高さにより決定される。 

 破壊荷重 - フロアタイルが構造的に破壊される負荷で、集中荷重の倍数で表現される場合もある。 

中空の鋼製フロアタイルは軽量で、木材芯入りのフロアタイルまたはコンクリートを充填したフロアタイルでは生じる微粒子

を発生させないが、これらのフロアタイルが有する静的荷重または動的荷重耐力を持たない。通行量が多い通路および

印刷エリアにのみ、コンクリートを充填した鋼製フロアタイルを使用し、残りは中空の鋼製フロアタイルとしているデータセン

ターもある。 

搬入作業中のフリーアクセスフロアタイルの損傷は、13mm（0.5in）厚の集成材や合板で、一時的に経路を養生す

ることで低減可能である。 
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高圧ラミネート板（HPL）は、保守が容易で静電荷を放散しやすくするため、フリーアクセスフロアタイルの上面を覆うの

に適した部材である。 

7.5.11 天井 

7.5.11.1 必須事項 

データセンターのコンピュータ室および通信用空間（引込室、TR 等）では、完成した床からスプリンクラ、照明設備、ま

たはカメラ等の障害物までの高さは 3m（10ft）以上としなければならない。スプリンクラの放水を妨げないため、スプリン

クラからレースウェイ、キャビネットおよびラックまでの垂直方向の離隔距離は 450mm（18in）以上または AHJ の定め

る距離以上としなければならない。 

7.5.11.2 推奨事項 

コンピュータ室空間の（スラブからスラブまでの）推奨高さは 4.5m（15ft）以上とする。 

天井空間を還気に使用しないコンピュータ室では、吊り下げ天井は不要である。（冷却が必要ない場合）吊り下げ

天井を設けないことの利点は、技術的な問題を容易に発見できる視認性と、天井スラブ下方に取り付けられた機器お

よび経路へのアクセスが容易になることである。 

HVACとキャビネットにおける、還気に関するソリューションに合わせて設計した場合、単純に天井高を高くするよりも、天

井空間を設置することで、キャビネットの排気を AHU に直接戻し、かつ室内空間への排気の漏出を防止したほうが、

優れた結果をもたらす。 

新設のデータセンター空間には、吊り下げ天井を設置しないことが望ましい。HVAC 構成やキャビネットの設計によって

は、HVAC ソリューションの設計要件に天井還気プレナムが必須とされる可能性がある（ケーブル配線の考慮事項につ

いては 14.7 項を参照）。この場合、天井の設計や使用する部材については、データセンターの頭上ケーブリングに必要

なケーブルトレイその他の配線経路を支持することを考慮すること。 

天井の要件策定時には、防塵や剥離防止型の天井パネルの使用、防湿性、ならびにガス消火の場合は消火ガス放

出に伴う大風量対策として、天井パネル固定用のクリップの使用、そして音響特性を考慮すること。金属ウィスカを生成

することが知られている物質（亜鉛、錫、カドミウム等）は、メッキの方式に関わらず、天井空間から排除することが望

ましい。 

吊り天井を使用する場合、吊り天井空間内に収容するインフラと、吊り天井の下に吊り下げるインフラの割り当てについ

て検討することが望ましい。吊り天井空間内と吊り天井の下のいずれにインフラを配置することが望ましいかについて、

Table 7-3 に記載する。 

吊り天井から吊り下げる物を支えるために、天井グリッドは 122kg/m² （25lb/ft2） の吊り下げ荷重と、60kg（132lb）

の点荷重に対応することが望ましい。 

7.5.12 機器の固定 

7.5.12.1 序文 

地震や風などによる荷重が大きくなる地域では、機器の固定に特に留意する必要がある。 

7.5.12.2 必須事項 

機器キャビネットおよびラックの固定については、現地の法令規則に従わなければならない。 

上部を固定する方式のキャビネットは、水平 4 方向を強固に固定する部材を用いて、キャビネットの固定にケーブルラダ

ーラックを活用することができる。地震の発生する地域において、フリーアクセスフロアに設置する機器は、承認された方

法で床スラブに固定しなければならない。 
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Table 7-3 吊り天井へのインフラ配置に関する推奨事項 

項目 アクセス要件 頻度 位置 

電力ケーブル 配線の定期検査 2～5 年 天井空間内 

電力配線接続部 機器の新設および交換の際 毎月、毎週、毎日 天井の下 

バックボーン用通信ケーブル 追加、アップグレードの際 5～10 年 天井の下 

水平配線ケーブル 追加、アップグレードの際 毎年 天井の下 

消火設備用配管 点検 5 年 天井空間内 

照明、煙感知器、その他付帯機器へ

の配線 
点検、構成変更 5～10 年 天井空間内 

注: 一部の AHJ では、本表の記載事項より優先される要件を定めている場合がある。   

 

7.5.12.3 推奨事項 

キャビネットおよびラックの固定部は、『ASCE 7』等の現地の耐震法令規則または要件に従い、地震応答に適切に対

応して適宜スラブに固定することが望ましい。 

7.5.12.4 追記情報 

キャビネットおよびラックの固定部の水平動を抑制する方策として、キャビネットの荷重に対応した免震装置を使用する

ことも選択肢の一つである。 

7.5.13 コンピュータ室の仕上げ 

7.5.13.1 必須事項 

機器室および関連する部屋の壁は、水性エポキシ樹脂系の防塵塗料で、平滑に仕上げなければならない。仕上げ塗

装の前に、石膏ボードは親和性のある密封材で密封しなければならない。 

コンピュータ室を構成する壁に存在する、フリーアクセスフロア面より下のすべての貫通部は密封しなければならない。 

7.5.14 屋根 

7.5.14.1 必須事項 

データセンターの屋根材は屋上に設置する空調システムの荷重要件に対応するよう設計しなければならない。 

屋根はデータセンターの上部全体を、完全に密封するように設計しなければならない。パラペットや笠木は、湿気の侵

入を防止する設計としなければならない。 

屋根の雨樋および竪樋は、コンピュータ室から離さなければならない。 

7.5.14.2 推奨事項 

コマンドセンター、コンピュータ室、引込室、および電気室の上での屋根の貫通は推奨されないため、可能な限り回避す

ることが望ましい。 

 

 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

116 

 

 

 

 

 

 

 

以下余白 

  



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

117 

8 構造 

8.1 建築基準法規の遵守と適合 

8.1.1 必須事項 

建物およびその空調、電気、および防災システムへの変更を計画、導入する際は、現地の建築基準法規を参照する

こと。 

注：本規格で言及する建築基準法規は通常、IBC および『ASCE 7』の現行版である。   

全ての建物設備は、現地の建築基準並びに耐震基準に関する要件を満たさなければならない。しかし上記の基準が

現地に存在しない場合、あるいはデータセンターには不十分と判断される場合、建物設備は本項に示す IBC および

『ASCE 7』の要件を満たさなければならず、加えて UFC 要件も満たすことが望ましい。 

8.1.2 追記情報 

地方自治体は、その国の建築基準法規を採用し、各自治体の管轄区域固有の建築基準法規をそれに準拠させて

いることが多い。しかし、採用した法規には、一部の条項に修正が加えられることが多く、その範囲が大きい場合もある。

法規への適否の判断を下す前に、現地の自治体による法規の修正を必ず確認すること。 

IBC および『ASCE 7』を遵守したとしても、風雪や地震等の自然災害後に施設が機能することは保証されていない。

もし施設が継続して機能することを望む場合は、『UFC 3-310-04』や『UFC 3-301-01』等の文書にさらなる指針が示

されている。最も重要な施設については、UFC に相当する要件がその地域に存在しない場合、『UFC 3-310-04』およ

び『UFC 3-301-01』の「Occupancy Category V」の要件を使用して検討することが望ましい。データセンターに特化し

たさらなる指針は、ASHRAE が発行している『Structural and Vibration Guidelines for Datacom Equipment 

Centers』に収録されている。 

8.2 立地が構造荷重要件に与える影響 

8.2.1 序文 

構造物にかかる荷重の種類は、『ASCE 7』が定めるように、以下の種類に分けられる。 

 静的荷重、土荷重、静水圧荷重 

 動的荷重 

 洪水 

 雪 

 雨 

 氷 

 地震 

 風 

あらゆる構造物へかかる荷重の大きさは、その地理的位置に依存する。『ASCE 7』および IBC のどちらも、建物および

非構造的な要素にかかることが予期される荷重を明示している。この荷重は、ある特定の位置での環境由来荷重

（例：風、氷、雪、洪水、津波、地震）の発生確率に応じたものになる。 

8.2.2 推奨事項 

データセンターのうち、特に建物や構造へ求められる性能が高いものについては、『UFC 3-310-04』および『UFC 3-

301-01』に示された荷重および性能要件、あるいはこれらに相当する現地の要件を検討することが望ましい。 
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データセンターの検討において考慮される荷重には、通信鉄塔等の隣接する構造物からの落氷による衝撃や、津波に

よる衝撃荷重を含む。 

8.3 データセンターの構造設計において特に配慮する事項 

8.3.1 床荷重 

8.3.1.1 必須事項 

最小床荷重（積載活荷重）は、732kg/m2（150lb/ft2）プラス吊下荷重（床あるいは屋根下面で支持可能な重

量） 122kg/m2（25lb/ft2） とする。この床荷重はほとんどのデータセンター領域において充分である。 

8.3.1.2 推奨事項 

いくつかの工業規格が、最小床積載荷重を 732kg/m2（150lb/ft2）プラス吊下荷重 122kg/m2（25lb/ft2）と定め

ているが、大型ストレージアレイ、印刷設備、高密度ブレードサーバキャビネット等の、より大きな床荷重がかかる場所に

も柔軟に対応するため、本規格では、均等荷重 1,221kg/m2（250lb/ft2）プラス吊下荷重 244kg/m2（50lb/ft2）

を推奨する。これらの機器が置かれるフリーアクセスフロアの特定の領域については、構造技術者に実際の荷重を通知

することが望ましい。 

蓄電池室の床は、最小床積載荷重 1,221～2,441kg/m2（250～500lb/ft2）で設計することが望ましい。 

蓄電池室の屋根面は、最低吊下荷重 146kg/m2（30lb/ft2）を支える設計とすることが望ましい。 

8.3.2 フリーアクセスフロア 

8.3.2.1 必須事項 

フリーアクセスフロアは、データセンターで一般的に使われている。フリーアクセスフロアを利用するデータセンターでは、全て

のフリーアクセスフロアが『ASCE 7』における特殊フリーアクセスフロア要件を満たすこと。 

地震活動が活発な地域では、コンピュータ室は、必要な耐震性能を確保できる設計としなければならない。 

 フリーアクセスフロアを備えたコンピュータ室の場合 

– 耐震設計のフリーアクセスフロア並びに機器の固定 

– 機器用の免震架台 

– 免震床 

– 建物免震 

 フリーアクセスフロアを使わないコンピュータ室の場合 

– 耐震設計の機器固定 

– 機器用の免震架台 

– 建物免震 

地震活動が活発な地域では、施工された耐震設備について、『ASCE7』に定める特定耐震システムとして設計し、

『ASCE7』または現地法令規則に定められた特別な認証要件を満たさなければならない。フリーアクセスフロアの場合、

応答スペクトルをフリーアクセスフロアの下部および上部で計算し、床上に設置する機器の荷重を決定すること。構造物

支持材への内部応答およびフリーアクセスフロアの応答特性を知るために、応答スペクトルを計算すること。 

フリーアクセスフロアに設置された機器の転倒を計算し、耐震設計カテゴリ C～F 用に転倒防止部材を用意すること。

部材固定具を転倒防止のために必要に応じて用意すること。 
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8.3.2.2 推奨事項 

IBC と『ASCE 7』は、鉛直地震動および構造物内の鉛直方向振動の増幅には適切に対応していない。一方、原子

力産業と軍事産業では、鉛直地震動による応答の計算を要求しており、その結果を地震応答と呼んでいる。このため

フリーアクセスフロアに耐震性評価を与える手法を選定するために、『UFC 3-310-04』を参考資料として使用できる。 

データセンターの重要性を鑑みて、内部構造応答分析をフリーアクセスフロアの連成応答を計算するのに用いるべきで

ある。そして連成応答は、フリーアクセスフロア上に設置される機器の応答スペクトルを作成するのに使うことができる。 

8.3.3 地震活動が活発な地域に設置されるミッションクリティカル機器 

8.3.3.1 必須事項 

ミッションクリティカルと判断された機器は、地震応答と機器脆弱性を把握して設計、試験を行わなければならない。ミッ

ションクリティカル機器の地震応答試験の合否は、機器の取付個所にて判定しなければならない。 

ミッションクリティカルと判断される機器には、地震応答の目標値を設定しなければならない。この目標値は、機器の取

付箇所における値としなければならない。機器の設置個所は構造部材、あるいは非構造的な構成部分（フリーアクセ

スフロア等）である。必要な場合、地震応答を決定するために動的連成応答解析が必要となる可能性がある。 

8.3.3.2 推奨事項 

IBC と『ASCE 7』は、ミッションクリティカル機器の機器耐震性評価と、構造内部地震応答に適切に対応していない。

脆弱性は、地震動に耐えるための機器要素の能力を定義する。ミッションクリティカル機器に耐震性評価を与える手法

を選定するために、『UFC 3-310-04』を参考資料として使用できる。さらなる指針は、『Structural and Vibration 

Guidelines for Datacom Equipment Centers』に収録されている。 

8.3.3.3 追記情報 

『UFC 3-310-04』は機器の定義を、「Mission Critical 1（MC 1）」、「Mission Critical 2（MC 2）」、あるいは

「Not Mission Critical（NMC）」に分けている。各機器と分散システムを一度区分した後の、分類に関連する機器

の評価方法は、『UFC 3-310-04』に定められている。さらに『UFC』は、検査と評価の実施方法も定めている。 

8.3.4 風 

8.3.4.1 序文 

施設が風荷重に対応するためには、構造部材と外壁材の設計と選定を風荷重に合わせた適切なものとすることが重

要である。データセンターにおいては、外気空調機や屋外発電機等の機器について、設計段階から暴風による飛来物

との衝突による損傷や、漏水・漏気等の度合いを低減することが望ましい。『ASCE 7』は、リスク区分毎の風速地図一

式を提示している。 

8.3.4.2 推奨事項 

データセンター設計の際、風荷重計算の際の目標値には、改良藤田スケールの EF3 が広く用いられている。EF3 では、

設計用地上風速を、60.8m/s（136mph）～73.8m/s（165mph）としている。次に風速に荷重の単位である kPa

や lb/ft2（ポンド/平方フィート）に変換するための係数を掛けて、施設への水平荷重に換算する。竜巻を考慮しなくて

はならない場合、『ASCE 7』の解説欄に竜巻風速地図が収録されている。 

8.3.4.3 重要な施設 

データセンターにおいては、いかなる場合も建物外皮の完全性を保つべきである。風による飛散物が、建物外皮に穴を

開ける原因になることが多い。所与の暴風後に建築物が機能の維持を求められる場合、その建築物の外面を構成す

る窓、扉、壁、および屋根は、風による飛来物の衝突に耐える設計としなければならない。『ASCE 7』の解説欄に、設

計時に風による飛来物について考慮する事柄の指針が示されている。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

120 

風による飛来物についての考慮には、外気空調機あるいは非常用発電装置等を含む重要要素のすべても含めること。 

注：『UFC 3-310-04』は、高水準の性能をもたらすために、より大きい風荷重を定めている。   

8.3.5 地震 

8.3.5.1 序文 

地震エネルギーは動的荷重として基礎から構造物へ伝わるため、構造物の耐震設計は複雑である。つまり、地震動に

対する建物の応答は、使用する基礎の方式、地盤の種類、地面変位の大きさ、地震動の継続時間、および建物内

の構造部材あるいは機器部材の配置に応じたものになる。構造技術者は、建物を設計する際、その建物が地震によ

る倒壊を防ぐ目的で、復旧不可能なまでに変形する前提で設計することが一般的である。これは建築基準に関する

法令が要求する、人命の安全を確保するための建物設計には適しているものの、データセンター等の重要な施設が大

地震の後も機能するための設計には適していない。 

8.3.5.2 推奨事項 

一般的に、データセンターはその重要性から、IBC リスク区分 IV に分類されている。その施設を地震の後に運用する必

要がないと判断される場合、所有者は、 リスク区分を II に引き下げることを選択できる。施設がリスク区分 IV に指定さ

れていても、大地震後にデータセンターが機能することは必ずしも保証されない。従って、もし大地震の後も、施設を高

い確度で運用可能としたい場合は、『UFC 3-310-04』のリスク区分 V の定めに従って設計することが望ましい。 

更に、地震後のコンピュータ機能の 存続する可能性に直接影響する、フリーアクセスフロア等の非構造的構成要素の

設計に配慮しなければならない。地震の規模、フリーアクセスフロアの高さ、および支持する質量の大きさに応じて、免

震構造のフリーアクセスフロアを必要とする場合がある。このような手法は一般的に免震と呼ばれる。免震は、建物全体

への適用も妥当な考慮事項の一つである。免震では、免震層を通過する要素についても考慮を要する。 

発電装置、冷却装置、ファン、スイッチギヤ、配管と管路、および支持ラックの固定に注意しなければならない。こうした

要素の支持物にかかる力は、公的な耐震設計基準に対応する動的係数を乗じたそれらの質量に応じて増幅される。

躯体内部の地震動応答特性を、非構造的構成要素の脆弱性と合わせて検証しなければならない。リスク区分 V の

非構造的構成要素の指針については、『UFC 3-310-04』を参照すること。 

基礎免震と建造物のエネルギー吸収を可能にするパッシブダンパーについては、現地の耐震安全基準が要求する場合、

あるいは地震活動の存在から必要とされる場合に設置する。 

8.3.6 爆発物およびテロ攻撃 

8.3.6.1 推奨事項 

多くのデータセンターはテロ攻撃の影響に耐えるよう設計されている。テロ攻撃はさまざまな手法を取り得るが、最も有名

なものは、簡易自動車爆弾（VBIED）等の方法による爆破である。備えるべき爆発の規模については、治安機関お

よび専門家からの助言に基づき、決定することが望ましい。セキュリティおよび防御工作物を構築し、データセンターまで

VBIED が接近できる距離を可能な限り遠くすることが望ましい。爆発の動的圧力は計算でき、データセンター構造と建

物外皮の要素の応答と比較できる。耐爆設計の指針は、『ASCE 59』を参照すること。より小型の爆発装置による脅

威への対策には、セキュリティ計画で定義された、保護対象の施設または建物入り口とは離れた場所で、それらのスクリ

ーニングを実施することを含む。  

テロ攻撃は様々な形が可能で、施設内に化学、生物、放射性物質を持ち込むこともあり得る。防御策には、施設内

に隠して持ち込まれる恐れがある化学物質の検査や、施設への外気導入の管理を含めるべきである。 
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8.3.7 氷片の落下 

8.3.7.1 推奨事項 

『ASCE 7』に定められた荷重に加え、通信塔あるいは放送塔に隣接するデータセンターでは、隣接する塔からの落氷に

よる衝撃の動的荷重を計算し、適切な軽減策を計画するべきである。多くの地域において、塔の表面への着氷がみら

れる。塔の表面の着氷は最終的に氷片の形で塔から落下する。隣接する塔からの落氷によって、施設の屋根は大きく

損傷する。軽減策には、低い屋根への保護カバー取付、落氷領域外への施設の配置、もしくは塔への融雪装置の設

置による氷形成防止等が挙げられる。 
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9 電気設備 

9.1 概要 

9.1.1 序文 

第 9 章では、データセンター内における配電系統の設計要素と、その可用性について、冗長構成、信頼性と可用性の

クラス（詳細は Appendix B 参照）の観点から説明する。さらに本章では、本規格で定める各クラスについて、事例に

基づく示唆、並びに性能に基づく評価基準の両方を述べる。 

所定のクラス認定を取得する唯一の判断基準は、本章に示す性能評価基準とその数値である。本規格はいかなる設

計手法をも推奨するものではなく、またいかなる技術の方式にも序列をつけるものではない。プロジェクトの設計者および

発注者は、重要電力の供給設備全体に必要なシステムおよび構成を選定する一方、プロジェクトチームは、与えられ

た要求事項に対して最も適切なソリューションを提示でき、妥当な MTBF および MTTR の要求水準を求めることが望

ましい。 

本章の末尾にある Table 9-17 では、 9 章の本文では言及されていない各種電気設備の、各クラスごとの追加の要件

や特徴について記載している。 

本章では本規格内の他設備にも言及しており、それらの設備についても本規格を併せて適用することで、強固で協調

した重要区域のインフラシステムを構築できるようになる。電池とエネルギー貯蔵システム、ならびに接地とボンディングに

関する内容について、本章は IEEE、UL、およびその他既存の業界組織の発行済の規格から関連情報を参照した。 

9.1.2 必須事項  

本章における要件は、性能に基づく基準として定義する。そうすることで、電気設備の構成や施工方式に依存しないク

ラス分けが可能となる。よって、所定のクラスを実現するためには、対象となる設計は通常モード、保守モード、故障モー

ドのそれぞれの運用について、クラス要件に従わなければならない。これにより、所有者、設備の設計者、機器の製造

者には、設計または製品を選定する際に性能要件以外には自由度が担保され、従来に無い発想や手法等を妨げな

い。 

データセンターは本章の一般要件を満たさなければならない。 

クラス F1 の最低要件を満たしていないデータセンターは、すべてクラス F0 と見なさなければならない。 

電気設備の物理的な施工方法には、従来型あるいは「現地組立」型、モジュラーあるいは「工場組立」型のシステム、

または従来型およびモジュラー型を組み合わせたもの等、いくつかの方式が存在する。現在、モジュラー型の電気設備は、

電気室、ITE 空間（コンテナ型または従来の建物内に一体搬入するスキッド型システム）、重要電力の電源系統、

およびデータセンター外の付帯電気設備等の全てに対応している。モジュラー型の電気設備の利用は、プロジェクト開

発のためのコスト、工程、およびリスクの全てを管理するツールとなるが、その場合でも本章の従来型の電気設備に対す

る要求に従うことが必要である。 

標高が、絶縁および冷却性能に及ぼす影響は、すべての電気機器の仕様および実装において考慮しなければならな

い。電池を含む多くの電気機器は、定格の電圧/容量で動作できる標高の範囲が定められている。指示された標高の

範囲を超えて機器を使用する必要がある場合は、運用限界および制限事項に関して機器製造者と協議する。 

本規格では、電力分配用の装置全般を、switchboard（訳注：本和訳では設置する場所と機能によって、配電盤、

分電盤、出力盤、並列盤などと分けて表記）と呼称している。設計上の要件や要求事項によっては、本規格上では

switchboard と呼称している箇所にも、設備としてスイッチギヤを使用することは許容される。 
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9.1.3 可用性および稼働時間 

単一障害点の存在は、あらゆる所定のシステムまたは設計により得られるクラスに直接影響する。冗長および信頼性を

高めるためには、データセンターとその付帯設備内、および外部サービス並びに商用電源供給のいずれにおいても、可

能な限り単一障害点を排除する。 

次の課題に対処することが望ましい。 

 可用性と稼働時間は、業界内にて同義として使用されてきた。クラスが上がると、電源設備に対して同じ故

障や保守停止が発生しても、システムやアプリケーションの可用性が下がらないことがある。しかし、この期間中、

電源設備の任意の部分が停止するかまたは利用できない可能性がある。その場合、以後の事象または故障

に対応する電気設備の能力が下がり、IT システムの停止につながる恐れがある。 

 電気設備内の単一障害点を排除することは、クラス F3 およびクラス F4 の要件に含まれる（Appendix B 参

照）。 

 単一障害点は、系統の上位に位置するほど、その影響は大きくなる。個別の負荷へ近づくと、システム全体に

及ぼす影響はより小さくなる確率が高い。例えば、分岐回路の故障は 1 つの負荷、または 1 つの機器ラックに

影響する可能性があるが、主回路ブレーカの故障は分電盤全体および接続された負荷すべてを停止させる

恐れがある。 

 冗長は耐障害性および保守性の両方を高めるが、システムの複雑性も高まり、データセンターのヒューマンエラ

ーの大きな要因となっている。冗長およびシステム全体の複雑性は、システム容量、運用性、コスト、および工

程と比較考慮しなければならない。 

9.1.4 冗長性 

本規格では、冗長の度合いを示す以下の用語を使用する。 

 N（N=必要数）またはベースライン要件 

システムは冗長を持たず、必要な負荷に対する基本的な要件を満たしている。 

 N+1 冗長構成 

N+1 冗長構成は、N を満たすための必要な最低数に、1 つ多くユニット、モジュール、経路、またはシステムを

加えたものである。単機ユニット、モジュールまたは経路のいずれか 1 か所の故障や保守停止があっても運用は

停止しない。 

単一モジュールで重要負荷の全容量を供給可能な、より小規模のフォールトトレラントシステムでは、N+1 と

2N モジュールは同義である。 

 N+2 冗長構成 

N+2 冗長構成は、N を満たすための必要な最低数に、2 つ多くユニット、モジュール、経路、またはシステムを

加えたものである。単機ユニット、モジュールまたは経路のいずれか 2 か所の故障や保守停止があっても運用は

停止しない。 

 2N 冗長構成 

2N 冗長構成は、ユニット、モジュール経路またはシステムがそれぞれ N に対して完全に二重化されているもの

である。2N は「二重系統構成」とも言う。 片方のユニット、モジュール経路またはシステムが全故障や保守停

止があっても運用は停止しない。 

単一モジュールで重要負荷の全容量を供給可能な、より小規模のフォールトトレラントシステムでは、2N およ

び N+1 モジュールは同義である。 
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 2（N+1）冗長構成 

2（N+1）冗長構成は 2 つの完全な（N+1）ユニット、モジュール、経路、またはシステムである。1 つのユニ

ット、モジュール、経路、またはシステムで故障または保守停止があっても、全体の冗長を保ったままシステムに

影響を与えず、運用も停止しない。 

 マルチ N 冗長構成（xN） 

マルチ N 冗長構成は、3 組以上の大規模システムが共に配備される、フォールトトレラントまたは大規模な電

力系統で主に使用される。このようなシステム構成では、システムの冗長やクラスを決定する主な要因は、

PDU または分岐回線レベルの重要負荷接続となる。 

9.1.5 容量 対 利用効率 

9.1.5.1 定義 

本項では以下の用語を使用する。 

 容量：負荷を稼働させるのに必要な kW に設計の余裕度および増加余地を加えたもの。HVAC 等の付帯

サービスに必要な電力容量や、冗長側の電源容量は含まない。 

 モジュール負荷率：構築した設備総容量(kW)に対する負荷（ITE）に必要な電力（kW）。 

 設計利用率：負荷供給するのに必要な最小の電源数に対する、実際に設計した冗長を含む総電源数。 

9.1.5.2 概要 

容量は負荷に必要な電力であり、「N」で示される。高密度の負荷は稼働するために相当の電力を必要とするため、そ

れに供給する大容量の電力設備が必要となる。より高い可用性レベル（データセンターで取り扱う業務の重要性に基

づく）では、Appendix B に示したクラスに対応する、より高レベルの冗長性が必要となる。 

必要な負荷に N ベース（容量）で実際に供給する電源容量と、選択されたクラスに必要となる電源全体の総容量を

混同してはならない。より高いクラスは、より高レベルの冗長性および電源確保が必要になるため、最高レベルの可用性

が最高度の利用効率を持つことはまれである。 

設備総容量 kW と必要負荷 kW の比率を伝える効果的な指標として、設計最大モジュール負荷率が挙げられる。同

一のクラス内では、この比率が高いほど効率が良い。Table 9-1 に、設計時の効率比の例を一部挙げる。設計効率ま

たは利用効率は、設置された装置またはシステムの性能特性である「運用効率」と混同してはならない。 

Table 9-1 に、N+1 冗長構成における設計効率の 4 種類のレベルを示す。例えば、N が 100kVA のとき、N+1 冗長

は次の方法のいずれも達成可能である。 

 2 × 100kVA モジュール（50%） 

 3 × 50kVA モジュール（66%） 

 4 × 33kVA モジュール（75%） 

 5 × 25kVA モジュール（80%） 

クラス F3 システムはクラス F2 とシステムベースで類似しているが、第 2 の電力経路を有する。クラス F3 とクラス F4 シス

テムは、ほとんどの場合 66%を超える設計効率を持たない。大規模 UPS 系統の場合、モジュール台数や回路数と信

頼性の間には、収穫逓減の法則と同様の関係が成立する。 

必要以上に要素数を増やすと、通常、信頼性が低下し、故障率が高まることを意味する。一般的に、2 台の 100kVA

モジュールを設置した方が、5 台の 25kVA モジュールを設置するよりもより安価でより信頼性が高いと言われる。しかし、

その他の考慮すべき要素が存在する。例えば、以下の理由でより多くのモジュール数を選択する可能性がある。 

 モジュールが小さいほど、設置または交換がより容易になる 

＜次頁に続く＞ 
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 モジュールのどれか 1 つが故障した際の影響も減少する 

 モジュールが小さい方が、拡張性が向上する 

 全体の運用効率（および運用コスト）が改善する 

Table 9-1 設計時の効率比 

構成 UPS または電源設備数の割合 設計効率（必要 kW/設備容量 kW） 

N 1:1 100% 

N+1 2:1 50% 

N+1 3:2 66% 

N+1 4:3 75% 

N+1 5:4 80% 

2N 2:1 50% 

2(N+1) 6:2 33% 

N + 2 3:1 33% 

N + 2 4:2 50% 

N + 2 5:3 60% 

N + 2 6:4 66% 

 
9.1.6 電気設備クラス分類 

9.1.6.1 序文 

Appendix B では、データセンター設備の可用性クラスの概要を説明し、その算出方法の詳細を示している。本項は、

電気設備のデータセンター設備可用性クラスを詳述し、各クラス実現のための電気設備に関する設計情報を提供する。

本規格では、様々なデータセンターインフラ設備の信頼性レベルを、評価するための 5 つのクラスを制定している。クラス

は性能と完全に連動する。 

以下がその 5 つのクラスである。 

 クラス F0 - 単一経路のデータセンターで、本規格の最低要件を満たすが、F1 またはそれ以上のクラスのデータ

センターの要件を満たさない 

 クラス F1 - 単一経路のデータセンター 

 クラス F2 - 冗長要素がある単一経路のデータセンター 

 クラス F3 - 無停止保守に対応するデータセンター 

 クラス F4 - フォールトトレラントなデータセンター 

以下を含むいくつかの要素は、データセンターの寿命を通してクラスに影響を与える可能性がある。 

 冗長性 

 容量 

 拡張性 

 保守性 

 生存性 

 品質 
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上位クラスの要素の一部では下位クラスのそれを拡張しただけの場合もあるが、一方で、電気設備の場合はクラスが変

わる際に特定の顕著な変化を伴う要素も存在する。これは重要電力系統のクラス間の変化で見られる。 

電力会社のインフラシステム全体を通じては、クラスが一貫していない可能性がある。電気設備は供給する負荷へ接

続しており、特に空調・電気設備の設計はデータセンター設備全体の設計の一環として、一体性を保たせている。例え

ば、機械換気システムが N + 2 で構成される場合において、電気設備はその通常モード運用、保守モード運用、故障

モード運用中にその換気システムのクラスを維持できなければならない。 

電気設備においては、構成要素ごとにクラスが異なることも珍しくなく、非常に適切であると言える。全ての電気設備を

一貫してクラスを等しく構築することが好ましく思えるが、費用、空間、運用性、または信頼性の点で現実的ではないこ

とが多い。所定の設備に求められるクラスを明確にするために、エンドユーザが設備に求める、可用性および信頼性の要

件を満たす基準を確立する必要がある。この評価の目的は、重要負荷または構成要素に求められる実際の要件を明

らかにすることである。この「要件評価」によって、エンドユーザおよびシステム設計者はそれぞれの状況に対する最適なシ

ステムを選択できるようになる（評価プロセスに関する指針の概要については Appendix B を参照）。 

この評価プロセスの一環として、エンドユーザおよびシステム設計者は、所定のシステムの正常モード運用、保守モード

運用、故障モード運用に対応する能力および、そのシステムがどのように重要設備の運用へ影響を及ぼすかを判断する

必要がある。これが性能ベース評価の定義である。クラス決定の際に問いかけるべき事項を以下に挙げる。 

 停電で負荷が停止するか？ 

 保守作業により負荷が停止するか？ 

 停電で冗長が喪失するか？ 

 保守作業により冗長が喪失するか？ 

 初期構築時に未実装であった設備要素を、既存の運用負荷に影響無く増設可能か、または増設時に、停

止あるいは何らかの適正値を超えた運用上の措置等が必要か？ 

 UPS または発電機の負荷が増加すると、クラスに影響を与えるか？ 

 商用電源が停止した場合の、システム稼働可能時間は何時間か？ 

冗長性は耐障害性および保守性の両方を高めるが、システムの複雑性も高まるため、ヒューマンエラーの原因になり得

る。冗長性およびシステム全体の複雑性は、全システム容量、運用性、コスト、および工程に対して比較考慮しなけれ

ばならない。そのため、冗長性とそれがもたらす可用性の値は非常に良好だが、システム構成の複雑化のために、システ

ムの可用時間はむしろ減少する可能性がある。 

クラスという概念は、種々のデータセンターシステムにおける冗長レベルを定めるために有用だが、状況により複数のクラス

を組み合わせる必要がある場合もある。例えば、商用電源が平均よりも信頼性が低い地点に立地するデータセンター

では、電気設備はクラス F3 の設計とされるが、空調システムはクラス F2 の設計しかされない可能性がある。空調設備

は、予備部品の配備により平均修理時間（MTTR）を短くすることが可能である。 

データセンター全体のクラスは、構成要素の分類クラスの最低値と同程度の高さにしかならない。例えば、空調システムがクラス

F2 のデータセンターは、クラス F3 の電気設備を有していても、全体としてクラス F2 に分類されるであろう。 

注：  クラスにプラスマイナス記号を付加して細分化することは無く、クラス F3+といった用語の使用は本規格では認められない。 

人的要因および運用手順も、非常に重要であると留意することが必要である。よって、2 つのクラス F3 の設備の実際の

可用性は大きく異なる可能性がある。 
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9.1.6.2 クラス F0 の詳細 

クラス F0 の電気設備は、9 章の一般要件を満たすもの

であるが、クラス F1 用に示された要件をなにひとつ満たさ

ない。 

設備の稼働中に保守は不可能であり、電源経路のいか

なる要素が故障しても負荷への電源が喪失する可能性

が高い。電圧制御やサージ防護等の電力調整の一部

が有効であっても、商用電源の喪失によってほぼ確実に

負荷は停止する。単一障害点はシステム全体にわたっ

て見られる。計画的か否かに関わらず、停止は重要負

荷の停止の原因になる。 

クラス F0 の構成イメージは Figure 9-1 を参照。 

  

 

  

Figure 9-1 クラス F0 の電気設備の概念図 

（予備電源/代替電源がない構成） 

  

Table 9-2 クラス F0 の電気設備の概要 

名称 単一経路 

要素冗長 なし 

システム冗長 なし 

重要負荷に供給可能な電源数 1 

重要負荷に供給可能な UPS 電源数 なし（オプション） 

稼働時の保守の可否 否 

故障からの復帰 否 

最終的な定義 単一経路/単一モジュール/単一電源 
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9.1.6.3 クラス F1 の詳細 

クラス F1 の電気設備は冗長を持たない。設備の稼働中には保守は不可能であり、故障により負荷への電源が喪失

する可能性が高い。単一障害点はシステム全体にわたって見られる。計画された停止および不測の停止時に重要負

荷が遮断される可能性が高い。 

クラス F1 の構成イメージは Figure 9-2 を参照。 

 

Table 9-3 クラス F1 の電気設備の概要 

名称 単一経路 

要素冗長 なし 

システム冗長 なし 

重要負荷に供給可能な電源数 1 

重要負荷に供給可能な UPS 電源数 1 

稼働時の保守の可否 否 

故障からの復帰 否 

最終的な定義 単一経路/単一モジュール/単一電源 

 
 

 

  

Figure 9-2 クラス F1 の電気設備の概念図 
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9.1.6.4 クラス F2 の詳細 

クラス F2 の電気設備は一部で冗長構成を持つが、システム冗長ではない。クラス F2 の電気設備では、UPS や発電

機に N+1 の並列の冗長要素を持つが、配電経路に冗長性を持たない。N+1 構成のうち、1 つが故障しても負荷停止

は起こらないが、システムの冗長レベルは N に下がる。このシステムの負荷への供給は単一であり、二系統化はされてい

ない。配電経路上の故障により、負荷への電源を喪失する可能性が高い。大規模な設備保守は、負荷を遮断せず

には実施できない。 

単一障害点は配電経路に見られ、計画および計画外の停止によって重要負荷は遮断される可能性が高いクラス F2

の構成イメージは Figure 9-3 を参照。 

 

Table 9-4 クラス F2 の電気設備の概要 

名称 一部冗長構成のある要素付きの単一経路 

要素冗長 N+1 

システム冗長 なし 

重要負荷に供給可能な電源数 1 

重要負荷に供給可能な UPS 電源数 1 

稼働時の保守の可否 要素レベルのみ可であるが、配電系統では否 

故障からの復帰 要素レベルの故障からのみ可能 

最終的な定義 単一電源/複数モジュール/単一経路 

 
 

 

  

Figure 9-3  クラス F2 の概念図 
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9.1.6.5 クラス F3 の詳細 

クラス F3 の電気設備は、重要負荷への配電経路に冗長を有するが、UPS 電源を必要とする経路は 1 つだけである。

冗長経路側も UPS 電源となる場合もあるが、このクラスにおける冗長経路は IT 負荷に供給することが求められる。二

重化電源対応の IT 機器へは、片方の電源は UPS 電力系統から供給され、もう片方の電源は非 UPS 電源から供

給される。 

重要負荷専用の UPS は冗長構成で、重要負荷の主系統に供給し、個々の重要負荷への系統の容量は、UPS 容

量の一部分に含まれる。冗長側の系統は主系統に類似しており、単一または複数のモジュールを持つ。個々の重要

負荷への系統は無停電保守に対応し、受電する電源系統を、静止型切替器（STS）または IT システム内蔵の電

源回路において切替できる。重要電力系統、空調負荷または重要な建物（付帯）負荷に供給する電力系統のい

ずれにも単一障害点は存在しない。 

クラス F3 のシステムでは、通常運転時に全ての計画保守が実施可能であるが、保守および故障モード運転中は冗長

を喪失する。IT 側に要素冗長が存在しない場合、単一電源の機器のために STS が必要となる。電源が二重化され

た機器には STS は必須ではない。 

すべての保守および故障モード運転は、負荷に影響を与えない。 

クラス F3 のシステムの 3 つの例を Figure 9-4、Figure 9-5、および Figure 9-6 に示す。 

全ての UPS 負荷が、無瞬断で切替可能である限り、UPS ユニットを並列にする必要はない。UPS ユニットは共通予

備構成にすることも可能である（9.1.6.7 項を参照）。 

 

Table 9-5 クラス F3 の電気設備の概要 

名称 無停止で保守／故障対応が可能 

要素冗長 最低でも N+1 

システム冗長 
無停電保守を実現するために、配電系統のトポロジに応じて N, N+1, ま

たは 2N 構成とする 

受電する商用系統の数 
1 系統より 2 回線受電、あるいは 1 回線受電と冗長としての予備発電機

電源 

重要負荷に供給可能な電源数 2 

重要負荷に供給可能な UPS 電源数 1UPS システムより、1 系統で負荷まで供給 

稼働時の保守の可否 可能。保守作業時には N+1 以上から N へ、システムの冗長が低減する 

故障からの復帰 
受電および配電レベルで可能、ただし故障後は復帰まで N+1 以上から

N へ、システムまたは配電系統の冗長が低減する 

最終的な定義 
複数電源/必要数の単一または複数モジュールシステム/二重または多重

経路  
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Figure 9-4  単一の商用系統からの 2 つの受電回線を持つクラス F3 の構成 

重要負荷 

空調負荷 

商用系統 

UPS 

 

N 

PDU 

静
止
型
バ
イ
パ
ス

 

保
守
バ
イ
パ
ス

 

出力分電盤 

PDU 

非重要 

負荷 

非重要 

負荷 

重要空調電源用 

分電盤 

重要ファン/ポンプ 

重要空調電源用 

分電盤 

UPS 

 

+1 

代替分電盤 

空調分電盤 空調分電盤 

受配電盤 受配電盤 

空調負荷 

ATS / 切替盤 

代替電源  N 

代替電源  +1 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

133 

 

  

Figure 9-5 単一の商用系統からの 1 つの受電回線を持つクラス F3 の構成 
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Figure 9-6 クラス F3 の電力系統構成（xN または分散冗長） 
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9.1.6.6 クラス F4 の詳細 

クラス F4 のシステムは電源経路に冗長を有し、さらに重要負荷には 2 つ以上の独立した UPS 電源が存在する。2

（N+1）構成、または二重化した冗長なシステム（システム+システム）における個別の要素は、それぞれ重要電力

系統の全負荷に対応できる。大容量の負荷を有するシステムでは、複数の UPS 電源系統を構築し、負荷をそれらに

接続することで冗長性が確保される場合もある。各 UPS の系統は複数モジュールの UPS 系統か、単一の大容量

UPS のいずれかとなる。フォールトトレラントであるシステムでは、静止型切替器または IT システム内蔵の電源回路のい

ずれかを用いて電源を切替可能である。重要電力系統、空調負荷または重要な建物（付帯）負荷に供給する電

力系統のいずれにも単一障害点は存在しない。クラス F4 のシステムでは、通常運転時に全ての保守が可能であり、

故障または保守モード運転中のいずれにおいても冗長を喪失しない。 

すべての保守および故障モード運転は、負荷に影響を与えない。 

システムの生存性を高めるため、冗長要素は区画の上、別の部屋に隔離することが望ましい。 

ITE が常時冷却を必要とする場合、一般的にファンおよびポンプは UPS 電源供給を受ける必要がある。 

システム冗長 2N や分散冗長 2N のクラス F4 の例を Figure 9-7 および Figure 9-8 に示す。 

全ての UPS 負荷が、無瞬断で切替可能である限り、UPS ユニットを並列にする必要はない。UPS ユニットは共通予

備構成にすることも可能である（9.1.6.7 項を参照）。 

 
Table 9-6  クラス F4 の電気設備の概要 

名称 フォールトトレラント 

要素冗長 N+1 以上 

システム冗長 対応している 

受電する商用系統の数 1 つ以上の系統から 2 回線で受電  

重要負荷に供給可能な電源数 2 以上 

重要負荷に供給可能な UPS 電源数 2 以上 

稼働時の保守の可否 可能、保守作業中に一部の機器が停止しても N+1 を下回らない 

故障からの復帰 可能、故障後に自動復帰するまで、N+1 を下回らない 

最終的な定義 
二重または多重電源/2（N+1 以上）の電力系統/冗長要素を持つ

多重経路 
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Figure 9-7 クラス F4 の電力系統構成（二重化した冗長のあるシステム＝システム+システム） 
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Figure 9-8 クラス F4 の電力系統構成（xN または分散冗長） 
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9.1.6.7 無瞬断切替可能な電気設備の構成 

9.1.6.7.1 序文 

UPS 負荷が、常用と待機の UPS モジュール間を無瞬断で切替可能ならば、F3 または F4 レベルに適合するために

UPS ユニットの出力を並列にする必要はない。複数の常用 UPS ユニットが、内蔵の静止型バイパス回路を通じて単

一の待機ユニット（同期機構としても機能する）を共有する共通予備 UPS システムがその一例である。 

共通予備 UPS 構成は「直列冗長」と「ブロック冗長」という 2 つの構成を組み合わせている。 組み合わせられた構成の

特徴として、直列冗長における、冗長 UPS モジュールの出力を常用 UPS モジュール上の静止型バイパス入力に接続

すること、およびブロック冗長構成における冗長 UPS モジュールの出力を重要 UPS 電源の分電盤にも接続することが

挙げられる。なお、ブロック冗長構成では、常用または冗長の UPS モジュールから自動切替器を経由して、自動的に

UPS の出力側にいずれかからの電源を供給している。共通予備構成では、常用と冗長の UPS モジュールからの供給

の切替は手動で選択する。手動切替機能は無停止の計画保守を可能とするための追加機能であり、直列冗長はユ

ニット故障またはシステム故障時に自動フェールオーバを可能にする。 

9.1.6.7.2 共通予備の UPS 構成に基づくクラス F3 の電気設備 

Figure 9-9 に、単一の商用系統から受電するクラス F3 の設計の例を示す。クラス F3 の設計では、常用 UPS の故

障時には待機 UPS ユニットに無停電で切り替わるため、同一の UPS ユニットから重要負荷の A 系と B 系の両方に

供給しても良い。異なる UPS ユニットから A 系と B 系に供給すると信頼性が向上し、特に 2 台の UPS ユニットが通

常異なる高圧（medium voltage: 以下 MV）電源から供給される場合、更に向上する。 

通常の運転条件下では、待機 UPS ユニットから、常用の各 UPS ユニットのバイパス回路に電源を供給しており、各常

用 UPS ユニットは、それぞれのバイパス回路と同期している。そのため、各常用 UPS ユニットは一切の集中同期システ

ムを使用せずに、待機ユニットと個別に同期する。 

注：  通常の共通予備の UPS ユニットの内部構成については Figure 9-20 参照。 

9.1.6.7.3 共通予備 UPS 構成を持つクラス F4 の電気設備 

Figure 9-10 に、2 つの商用系統から受電するクラス F4 の設計を示す。ラック当たりの平均負荷が 10kW 以上ある高

密度コンピューティングの普及につれて、サーバ室内の空気の熱容量だけでは、サーバの吸気温度を 40°C（104°F）

未満に維持できなくなっている。その場合は、重要冷却システム（CRAC、冷却水ポンプ、ファン等）の電源も専用の

冗長 UPS から供給する。 

注：  N を作成するためのモジュール数が 2 以上である場合、共通予備構成では 2（N+1）クラス F4 の構成よりも多くの

UPS モジュールが必要になる。 
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Figure 9-9  単一の商用系統からの 2 つの受電回線を持つクラス F3 の共通予備構成  

 

 

  

非重要負荷 非重要負荷 

高圧（MV）配電 1 

特別高圧(HV)受電 1 

特別高圧(HV)から高圧
(MV)への変圧器 1 

高圧(MV)配電 2 

特別高圧(HV)から高圧
(MV)への変圧器 2 

代替電源  代替電源  N +1 

特別高圧(HV)受電 2 

商用系統 

高圧(MV)から 
低圧への変圧器 1 

電
源

2
 

電
源

1
 

電
源

2
 

電
源

1
 

重要負荷 

常用

UPS 1 

 

N 

常用 

UPS 2 

 

N 

静
止
型
バ
イ
パ
ス
入
力

 

オーバーラップ 

スイッチ（手動） 

 
PDU-A 

 

常用系 待機系 

待機系 

UPS 
 

+1 

静
止
型
バ
イ
パ
ス
入
力

 

オーバーラップ 

スイッチ（手動） 

 
PDU-B 

 

常用系 待機系 

他の PDU へ 

電
源

2
 

電
源

1
 

高圧(MV)から 
低圧への変圧器 2 

高圧（MV）配電 2 

重要 

ファン/ポンプ 

重要空調電源盤 重要空調電源盤 

高圧（MV）配電 1 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

140 

 

  

Figure 9-10 2 つの商用系統から受電するクラス F4 の 2（N+1）電力構成 
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商用電源は直接制御することができないが、施設への N 電源として扱える。 

商用電源に関するいくつかの計画上の課題を考慮することが望ましい。例えば、同じ商用電力回線を共有する、他の

需要家は誰であるかを考慮することが望ましい。病院は、停電時の復旧優先度が高く、負荷遮断の対象外とされる場

合が多いので、それらと回線を共有することは望ましい。工業需要家は、商用回線や系統に対する過渡電圧変動や、

高調波の発生源となるため、それらと回線を共有することは望ましくない。これらの多くはデータセンターのシステム、特に

電池や UPS モジュールの寿命を縮めたり、電力品質維持のための高度な緩和措置を必要とさせる場合がある。 

商用電源の利用を計画する際には、以下の課題に対処することが望ましい。 

 施設の需要規模と冗長要件は、専用回線による供給を必要とするか？ 

 現地の電力回線は共用であるか、もしそうであるなら、その回線から受電している他の需要家はいるか？ 

 電源の変電所には、溶鉱炉・製紙工場・電炉等の、電力品質に影響する大規模なインパルスの発生源とな

る負荷が存在するか？ 

 現地への主な給電経路は架空・地中のどちらか？ 

 電力回線の当初および最終的な容量はいくらか？また、更に拡張が必要な場合、どのように行うか？ 

 複数の商用電源から受電可能か？ 

 受電経路の多重化は可能か？ 

 現地で利用可能な受電電圧はいくつか？ 

 無停電切替での運用を導入する場合の要件は何か？ 

 受電回線の保護のために現地に設置しなければいけないものは何か？ 

 電力供給工事に際しての条件は何か？ 

 現地への電力供給の信頼度と可用性はどの程度か？ 

 受電遮断器の遮断容量はいくつか？ 

 電源側および負荷側の、地絡電流および短絡電流についての保護協調要件は何か？ 

 現地の変電所で行われる自動切替や自動再閉路はどのようなものか？またこれらがデータセンター施設の

ATS の設定にどのような影響を与えるか？ 

この分析はプロジェクトの事前段階で、電気事業者の顧客の担当者または地域の担当者を交えて実施する。その目

的は商用電源の特性、短絡電流、および電力品質を確認することである。 

雷、天候、樹木、交通事故、および破壊行為による影響から遠ざけるため、架空電線による供給よりも地中電線によ

る供給が望ましい。 

受電電圧の値は特に定めない。データセンターの電力設備に適切な受電電圧を、利用可能な選択肢から選定するこ

とは、設計者およびユーザに任せられる。ただし、多くの国では、受電電圧は負荷の容量に応じて、電気事業者が定め

ている。 

複数の商用電源を利用する場合は、設計者は電気事業者との給電の分界点を設けることが望ましい。現地への給

電経路は異経路とし、敷地および建物の反対側からデータセンターへ引き込むことが望ましい。この場合、受電系統と

建物間の接地基準電位を確立するために、接地系統間のボンディングが必要となる。 

異なる受電系統の間の接地基準電位は、建物接地（電極）リングによって確保可能である。建物接地（電極）リ

ングの必須事項および推奨事項は 9.9.6 項を参照。 
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9.2.2 低圧商用電源 

9.2.2.1 序文 

商用電源電圧の、低圧と高圧（MV）の境界は、これまで北米では交流 600V、世界中の他の国々の多くでは交流

1,000V であった。米国では 2014 年にこれが変更され、National Electrical Code の改定により交流 1,000V へ引き

上げられた（ただし規制、規格、機器設計の変更は今後となる）。Table 9-7 に世界の主要なデータセンター立地に

見られる低圧配電電圧の一覧を示す。 

低圧受電機器は、電気事業者と立地側の分界、負荷側設備への商用電源の分配、一部の事例では商用電源と

発電機の切替制御並びに切替点の提供、といったいくつかの機能を提供している。 

9.2.2.2 推奨事項 

低圧受電機器は、クラス分類に求められる冗長を維持しつつ、設備に期待される拡張性、保守性、および最終的な

負荷に合わせて設計することが望ましい。電気事業者が設置する設備は、用地の最終的な負荷に合わせた容量とす

るか、将来的に運用を阻害せずに容量を拡張できるようにするかのいずれかが望ましい。 

低圧受電機器が 2 回線受電に対応している場合、受電回線間を跨ぐタイブレーカは、2 個取り付けることが望ましい。

これにより、配電機器の片系の完全な隔離および保守を、もう片系を停止せずに可能とする。 

以下を考慮すること。 

 開放型の分電盤ではなく、密閉型の細分化された分電盤を採用し、事故許容性を高め、かつ各要素を分

離して事故による影響を最小限にする。 

 遮断器は引き出しまたは取り出し可能なものを採用し、稼働中の機器への送電を停止せずに、遮断器の増

設や保守を可能とする。 

 配電機器の設計時におけるアーク放電の危険性。アーク放電の危険性が低ければ、予防保守や赤外線によ

る温度測定をより頻繁に実施することが可能となり、かつ稼働中の機器を安全に操作できる 

遮断器は、配電盤内ならびに異なる配電盤間で、可能な限り互換性を持たせることが望ましい。遮断器の標準化は、

プロジェクト全体を通じて、慎重に検討することが望ましい。あらゆるシステムの無停止保守性は、そのシステムのクラス

分類に直接影響する。 

9.2.2.3 追記情報 

低圧受電の場合、敷地境界線にて電気事業者が受電を遮断するための手段が必要となる場合がある。現地の消防

当局が、消火活動の際に現地への電力を完全に遮断するための、外部トリップ回路の設置を求める可能性がある。 

全クラスにおいて、突然の停電等によるサージまたは過渡電流や、開閉サージ等による問題を最小限にするために、サ

ージ防止装置（SPD）を設置することが望ましい。 

9.2.3 高圧（MV）および特別高圧 （High voltage: 以下 HV）の商用電源  

高圧（MV）電源とは線間電圧が交流 1,001V から交流 35kV までの商用電源のことを指す。地域および国によって

商用電源の定義は異なるため、現地の電圧階級および高圧（MV）と特別高圧（HV）の定義については AHJ に

確認すること。 

高圧（MV）電源の推奨事項は低圧電源と同様であるが、高圧（MV）の接地の基準は異なる可能性がある。高

圧（MV）受電の場合は、発電機群と協調して、多電源構成を実現したり、データセンター内に分散された複数の高

圧受電設備に供給することがある。 
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Table 9-7  主要なデータセンター設置地域における低圧配電電圧 

国 電圧（V） 許容範囲（%） 相/線 周波数（Hz） 

オーストラリア 

415/240 +/- 6 3P4W 50 

440/250 +/- 6 3P4W 50 

440(1) +/- 6 1P1W 50 

EU 

380/220 +/- 10 3P4W 50 

380 +/- 10 3P3W 50 

220 +/- 10 1P2W 50 

香港 
346/200 +/- 6 3P4W 50 

380/220 +/- 6 3P4W 50 

日本 

100 +/- 10 1P2W、3P3W 
50 （東日本）/ 

60 （西日本） 

200 +/- 10 1P2W、3P3W 
50 （東日本）/ 

60 （西日本） 

100/200 +/- 10 1P3W 
50 （東日本）/ 

60 （西日本） 

400 +/- 10 3P3W 
50 （東日本）/ 

60 （西日本） 

400/230(2) +/- 10 3P4W 
50 （東日本）/ 

60 （西日本） 

シンガポール 400/230(2) +/- 3 3P4W 50 

韓国 380/220 +/- 5 3P4W 60 

米国 

480/277 +/- 5 3P4W 60 

480 +/- 4 1P2W 60 

460/265 +/- 5～10 3P4W 60 

460 +/- 5～10 1P2W 60 

240/120 +/- 5～10 3P4W 60 

240/120 +/- 5 3P4W 60 

240/120 +/- 4～5 3P4W 60 

240/120 +/- 5 1P3W 60 

240 不明 1P2W 60 

230 +/- 5～10 1P2W 60 

208/120 +/- 4～10 3P4W 60 

208/120 +/- 5 3P4W 60 

英国 415/240 +/- 6 3P4W 50 

注 1： 単線接地、鉱山のみ 

注 2：『IEC 60038:2009』 によると標準電圧は 400/230V だが、他の電圧もまだ使用されている場合がある。 
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9.2.4 保護リレー 

9.2.4.1 必須事項 

保護リレーの仕様は、主に商用電源の給電方法ならびに、商用電源と発電機間の切替が、停電切替か無停電切替

かのどちらであるかに依存する。一般的には多機能リレーを使用するが、電気事業者によっては電気事業用の単機能リ

レーの使用を求める場合がある。電気事業者は通常、無停電切替システムの仕様についても、電気事業者の保護リ

レー要件の適用を求めることが多い。保護リレーの仕様は電気事業者の保護システムと協調し、電気事業者がリレー

の製造者や型式まで指定する場合もある。 

9.3 電源の分配 

9.3.1 必須事項 

配電システムの設計においては、負荷までの配電経路数および回路数、負荷を保守停止する能力、および故障から

復帰する能力を考慮しなければならない。 

全ての方式において、ケーブルやバスウェイへの接続端子への成端までが含まれる。バスウェイおよびケーブルとの接続に

ついては Table 9-17 を参照。 

9.3.2 UPS の整流器あるいはモータへの入力 

9.3.2.1 必須事項 

並列構成となっているモジュールは全て、同じ高圧(MV)受電設備または分配点から給電し、全ての並列なモジュール

が同じ入力を共有しなければならない。大型 UPS システムの分散または個別モジュールについては、出力側において同

期機能を有する場合に限り、異なる電源から供給しても良い。 

9.3.2.2 推奨事項 

分電経路上の全てのフィーダおよび分岐回路の導体の素材は銅とすることが望ましい。 

9.3.3 静止型切替器のバイパスの入力 

9.3.3.1 序文 

全ての静止型 UPS と一部のロータリーUPS は、静止型バイパスの機能を有する。この機能により、UPS のシステム制

御が正常動作を維持できない状態を感知した時に、負荷を UPS から代替電源に人間の介入なしに自動的に切り替

えることができる。 

9.3.3.2 必須事項 

静止型バイパス切替器付きの UPS システムでは、単一のパワーモジュールシステムによる制御または並列システムの制

御キャビネットが、静止型システム入力と同期しなければならない。 

9.3.4 UPS システムのバイパス 

9.3.4.1 序文 

保守バイパスは、静止型バイパスの電力経路の外部に、手動で閉路遷移するための経路を確保する。保守バイパスに

よって UPS モジュール、並列制御、静止型切替器を完全に停止することが可能となるので、計画外の是正保守、また

は計画的な予防保守が安全に実施可能となる。 

9.3.4.2 必須事項 

保守バイパスはクラス F1 からクラス F4 までの全システムに設けなければならない。 

UPS の二次側母線、静止型切替器、および出力ブレーカの保守を可能とするために、断路器を設置しなければなら

ない。 
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静止型バイパスの切替器は、モジュール毎に取り付ける場合もあれば、並列した複数のパワーモジュールに対して、モジ

ュールとは別に取り付ける場合もある。一般的に個別バイパス方式と呼ばれる、モジュール毎に静止型切替器を設置す

る方式においては、1 つのモジュールがバイパス状態となった際に、モジュール間において電流の不均等が発生しないよう

注意が必要となる。このため、メーカーが全てのモジュールをバイパスさせることを推奨する場合もある。 

9.3.4.3 推奨事項 

使用する場合、コンセントバーは次の推奨事項を満たすことが望ましい。 

 各コンセントバー毎に計測機能を備えている場合がある。その場合、高密度および大規模な設備においては、

コンセントバーの負荷を一括して集中監視するシステムが推奨される。高調波等の原因による電圧と電流の

歪みにより、一部のコンセントバーは計測精度に影響を受ける恐れがある。計測値を集約して PUE計算に利

用する場合は、コンセントバーの計測精度を考慮することが望ましい。 

 コンセントバーには、サージ保護機能を内蔵しないことが望ましい。 

 コンセントバーは、フリーアクセスフロア下に設置しないことが望ましい。 

9.3.5 入力電源の切替 

9.3.5.1 序文 

建物受電系統の最上位部分の検討にあたり、最初の

検討事項は商用電源および発電機電源の管理と、施

設に最も相応しいそれらの切替方法である。これらの切

替は、自動切替装置（ATS）等の自立型のシステム

や、一対の切替用遮断器を通して行われる場合もあ

る。検討すべきもう一つの事項は、ATS 外部のバイパス

経路や、もう一対の切替用遮断器などの上記の切替が

行われるポイントをバイパスする手段の確保である。 

多くの場合、発電機システム全体で、サイトまたは建物

全体に給電する。この場合、発電機および受電切替の

制御は、商用受電設備の一部となる。その場合、切替

制御装置の中に、受電点の計測および保護の回路を

含む可能性がある。Figure 9-11 に、様々な大きさの

ATS の例を示す。 

切替方式は、大きく以下の 4 種類に分類される。 

 停電切替 

 閉路遷移－瞬時切替 

 閉路遷移－順次切替 

 閉路遷移－併用運転 

切替方式に関係なく、系統電力の停電時は、電源の

瞬時的な喪失とそれに伴う母線電圧の喪失のため、ほ

ぼ必ず停電切替となる。 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Figure 9-11 様々な大きさの ATS の例 

受電および低圧の主配電盤用 

分電設備用 

負荷用 
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9.3.5.2 停電切替 

9.3.5.2.1 序文 

停電切替は、電源の切替先を接続する前に切替元が遮断される場合に生じる。この切替方式は最も一般的であり、

切替に必要な電気的制御や保護リレーが最小限で、かつ一般的には導入時に電気事業者による承認を必要としな

い。この方式の短所は、異なる通電された電源間の切替の際に、必ず短時間の停電を伴うことである。電源の喪失に

よって、UPS の電池による給電が行われるため、UPS の電池寿命が縮まる。さらに、一般的には停電により空調システ

ムが停止・再起動するため、空調機器に負担がかかる上に、温度が急激に上昇する恐れもある。 

9.3.5.2.2 推奨事項 

停電切替は、電源系統に残留する電荷の消滅まで、数秒以上の間を置くことが望ましい。 

9.3.5.3 閉路遷移－瞬時切替 

9.3.5.3.1 序文 

閉路遷移－瞬時切替では、商用電源および発電機（つまり結果としてサイトも）が、電気事業者および設計者にも

よるが 100 ミリ秒未満から 1 分の間、並列運転状態となる。並列状態の継続時間は通常、ATS の動作時間または

一対のブレーカの切替時間となる。この方式の最大の長所は、切替元から切替先に切り替わる間に負荷遮断が発生

しない点である。この方式の短所を以下に挙げる。 

 停電切替の場合よりも、多くの自動制御および保護リレーを必要とする 

 電気設備の遮断容量は、商用電源と発電機電源の両方の短絡電流に対応しなければならない 

 両方の電源間の電圧と周波数の差異が、許容範囲内に収まらない場合、切替が遅延または中止する場合

がある 

 負荷側からの静電容量または高調波による影響により、ロジックエラーを引き起こす場合がある 

 電気事業者は、顧客のシステムのこのような運用を認めない場合がある 

9.3.5.3.2 推奨事項  

この方式では、電気事業者との緊密な連携が重要である。 

9.3.5.4 閉路遷移－順次切替 

9.3.5.4.1 序文 

閉路遷移－順次切替は、発電機と商用電源が数秒間から数分間並列する点で、閉路遷移－瞬時切替と異なる。

サイトの電気設備に与える影響が大幅に削減され、負荷への突入電流が生じない、非常に望ましい方法となり得る。

短所としては、膨大な保護リレーを必要とする点と、電気設備の運用シーケンスが複雑化する点が挙げられる。 

9.3.5.4.2 推奨事項  

この方式では、電気事業者との緊密な連携が重要である。 

9.3.5.5 閉路遷移－並列運転 

9.3.5.5.1 序文 

閉路遷移－並列運転では、発電機と商用電源が常時並列している。負荷平準化またはコジェネレーション目的での

並列もあり得る。短所としては、膨大な保護リレーを必要とする点と、電気設備の運用シーケンスが複雑化する点が挙

げられる。 
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9.3.5.5.2 推奨事項  

この方式では、電気事業者との緊密な連携が重要である。環境規制上の制限事項を確認する必要がある。連携を

必要とする事項には、長時間並列運転のための電気設備への短絡電流対策、手動切替条件の整備、および保護リ

レーの広範囲な協調とその相関性の確認等が挙げられる。 

9.3.6 発電機の制御および並列運転 

9.3.6.1 序文 

いずれのクラスにおいても、発電機システムは、単独運転、並列運転のいずれの構成でもよい。発電機の制御には、従

来のように発電機の出力盤側の制御で行うものと、発電機または ATS に内蔵された制御機構を利用するものがある。

実装方式や用いる技術に関わりなく、発電機の制御は、重要設備、空調設備、および建物の電力系統が求める全

体的な可用性を達成するために、必要なクラス要件を満たさなければならない。単一故障点となる可能性がある、並

列用の分電盤のシステムについては、特に注意すること。並列された発電機群が N+1 または N+2 の要素冗長を持っ

ていても、並列する母線や制御機構が単一だと、それらが単一故障点になる場合がある。クラス F3 およびクラス F4 用

の並列用の分電盤では、並列制御機構を完全に冗長化すること。発電機制御は、サイトおよび発電機システムのた

めの、多くの重要な機能を含む。 

それらには以下が含まれる。 

 商用電源の喪失時の自動的な負荷の継承および制御 

 商用電源の復旧後、一定時間の経過後における商用電源への切り戻し 

 運転時および保守点検用の機器ローテーション 

 発電機出力から、全ての受電切替点までの配電 

9.3.6.2 推奨事項  

個別の発電機の制御は集中化せず、個別の発電機の台床上、または発電機盤側の発電機制御モジュール内に個

別に収納することが望ましい。発電機の制御部または制御モジュールは、その動作のために必要とする全ての制御装置

および計器を備えており、外部への接続や外部からの入力を一切必要としないことが望ましい。発電機は、並列制御の

有無に関わらず、単独での運転が可能であることが望ましい。 

発電機を設置する筐体または部屋の中は、適温であることが望ましいが、空調は必須ではない。クラス F3 および F4 の

設備については、引出形分電盤の採用が推奨されている。ただし下位クラスでの採用についても制限しない。予備電

源システムは、稼働時・停止時のいずれの場合でも、技術者による全方位からの保守アクセスが可能であることが望ま

しい。 

出力盤は、データセンターの稼働開始後は交換が困難となるため、当初から全ての要件に対応するように設計すること

が望ましい。予備電源システムの設計は、サイトの最終負荷要件に基づいた保守および拡張を可能とすることが望まし

い。 

並列運転する発電機は、自動同期制御が故障した際にも、手動による同期を可能とすることが望ましい。並列用の

分電盤の故障または保守時に、各負荷へ直接給電するために、各発電機からの手動バイパス回路について検討する

ことが望ましい。 

その他の要件については、9.3.16 項、9.7.2 項、および 9.10 項を参照。 

9.3.7 サブ変電所 

9.3.7.1 序文 

サブ変電所は、次の機能のいくつかを一か所で担う。高圧（MV）電源の切替もしくは商用電源の受電、建物または

商用の高圧（MV）電源から低圧への変圧、電気事業者による検針、低圧配電、および入力側の電源制御など。
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サブ変電所は、異なる上流電源からの複数の高圧（MV）入力を利用可能であり、高圧（MV）切替（一次側切

替）システムまたは低圧切替（二次側切替）システムを提供するだけでなく、さらなる冗長性のために二系統受電の

構成とすることも可能である。 

9.3.7.2 推奨事項 

サブ変電所は、その入力側で常用系と予備系の間の切替を行う箇所、またはその下流側で ATS への入力を供給する

箇所に、配置することができる。大規模なシステムでは、入力電源（1 つは商用電源から、もう 1 つは発電機または他

の代替システムから）の切替を、建物受電側において行うこともある。サブ変電所は通常、UPS電源装置、主要空調

負荷、および非重要システムの直上位に設置される。 

サブ変電所は、地上用変圧器およびその出力分電盤と定義される場合もある。 

主回路のアーク放電の危険を電気室内から排除するために、変圧器とその出力分電盤の中間に主ブレーカシステムを

配置する場合もある。現在、このようなシステムは広く使用され、従来型サブ変電所と異なる要素で構成されているが、

本項で述べるサブ変電所システムと類似している。 

サブ変電所に適用可能な EPO 監視、ラベル添付、および類似の検討事項については 9.3.16 項、9.7.2 項、および

9.10 項を参照。 

9.3.7.3 追記情報 

油入変圧器は火災リスクがあるため、通常は屋外に設置される。火災時の高温により油が漏出し、さらに延焼する可

能性がある。乾式、難燃性の液冷式、あるいは SF6 ガス絶縁の変圧器は屋内設置が可能であり、油入変圧器と同

等の保守を必要としない。欧州での、乾式変圧器に関する参考資料は『CENELEC EN 50541-1』である。これは非

常に厳しく許容損失と騒音の上限を定めている。 

9.3.8 UPS システム 

9.3.8.1 序文 

プロジェクト設計者およびクライアント（エンドユーザ）は、ニーズに基づき、最終設計に最適となる正確な配電構成を

定めることが望ましい。 

静止型 UPS システムが最も一般的な方式であるが、本項の要件は全ての方式の UPS 技術に適用される。 

UPS システムの配電には、次の 6 要素を含む。 

 UPS モジュールの整流器入力 

 静止バイパスへの入力 

 保守（外部）バイパス入力およびその構成 

 出力盤の構成 

 出力盤間の連絡および代替の電源経路 

 複数ユニットの UPS 出力の同期 

UPS システムは、通常サブ変電所と重要電力の分電盤との間に配置される。 

UPS システムの重要課題としては、接地系の単純化と高調波電流（最新の ITE では緩和傾向にあるが）の循環の

防止が挙げられる。この場合、UPS システムの入力側および出力側の電力系統は両方とも三相三線式を前提とする。

例外は単独の UPS システムの出力が 400V/230V にて直接 IT 負荷に供給される場合で、この場合に限り三相四線

式となる。 

F1 および F2 クラスでは、UPS 電力の分配は基本的に負荷まで一直線であり、連絡線や系統の混在は無い。クラス

F3 システムには、複数の予備電源経路が存在するが、その全てが UPS 電源である必要は無い。クラス F3 モデルの目

標は、複数の電源経路を、可能な限り重要負荷の近くまで確保することである。 
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クラス F4 モデルの、UPS 電力の系統構成では、UPS 電源設備の数と、UPS 出力の配電経路の数が異なる場合が

ある。例えば、サイトに 3、4 か所の独立した UPS 電源設備があり、それらよりさらに多くの UPS 配電系統に供給して

いる場合がある。この場合、一つの UPS 電源設備に多数の UPS 配電系統が接続される。 

ボンディングおよび接地については、9.9 項でさらに詳しく述べる。 

9.3.8.2 バイパススイッチ 

9.3.8.2.1 序文 

バイパスシステムは、あらゆる UPS システムのクラスに直接影響する。静止型バイパス、保守バイパス、出力ブレーカ、お

よびあらゆる点検用ロードバンクの接続は、すべて UPS システムの保守および故障対応に直接影響を及ぼす可能性

がある。 

クラス F0（UPS は任意）およびクラス F1 のシステムでは、UPS モジュールへの入力は単一で、モジュール内部で静止

型バイパス向けに回路が分岐する（Figure 9-12 参照）。その他の全クラスでは、静止型バイパスは専用の入力回路

を持つ。 

電気設備の全要素と同様、運用中のシステムを保守する能力は、クラス F3 の基本であり、電源経路および冗長を維

持することはクラス F4 で必須となる。 

バイパスの構成は UPS の機能に以下の影響を及ぼす。 

 静止型バイパスと保守バイパスの入力を共有することは、モジュールの出力を停止させずに、モジュールやシス

テムの保守停止を行うことが不可能となるため、通常はクラスを下げることにつながる。 

 UPS の出力母線とは独立した、ロードバンク用の接続を用意することは、下流の重要負荷を止めずにモジュ

ールの試験を可能とし、クラスを上げることにつながる。 

 UPS 出力側の遮断器をパワーモジュール内部ではなく、二次側回路または並列型 UPS システムの出力母

線に配置することは、システム全体を止めること無くモジュールの撤去を可能とし、クラスを上げることにつながる。

これらはパワーモジュール切り離しブレーカとも言われる。 

 保守バイパスがあることで、UPS モジュールの撤去または点検、あるいは致命的な故障を起こした静止型切

替器の交換が可能となる。これは平均修理時間（MTTR）に劇的な効果がある。 

クラス F0（UPS が有る場合）、クラス F1、およびクラス F2 システムについては、外部保守バイパスは任意である。す

べてのクラス F3 とクラス F4 の設備、およびシステムの制御部に対して、保守バイパスは必須である。前の段落で述べた

ように、クラス F0 およびクラス F1 の設備については、静止型バイパス入力は整流器入力と共用することが認められてい

る。静止型バイパスは、UPS を保守バイパスへ同期させるための、推奨される手段である（Figure 9-16、Figure 9-

17、併せて Figure 9-17、Figure 9-18、Figure 9-19 に含まれる説明事項を参照）。クラス F1 から F4 までのすべて

において、何らかの保守バイパスが必要である（メーカー提供のバイパスキャビネットやシステムか、外付けかは問わな

い）。 

常設ロードバンクは、全クラスにおいて任意であり、クラス F3 および F4 については設置が望ましい。これらは、Figure 9-

13 から Figure 9-19 に示した例の全てには含まれていない。 

仮設ロードバンクを利用する場合は、配電系統に予備のブレーカを設置し、発電機、UPS、および重要な配電系統の

負荷試験を可能とする設計が望ましい。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

150 

 

  

Figure 9-12 同一電源からの保守バイパスと静止型内部バイパスを持つ単一モジュール UPS 

 

9.3.8.2.2 必須事項 

Figure 9-13、Figure 9-14、Figure 9-15 を参照。整流器、静止型バイパス、および保守バイパスへの入力が、同一

の入力側母線からなされる場合、設計者は入力側母線の容量、および点検が重要負荷に与える影響を検討しなけ

ればならない。入力側母線の容量は、UPS システム試験時の全負荷に加えて、保守バイパスにかかる重要負荷に対

応できなければならない。また、クラス F1 や F2 設計のように、入力側配電盤から非重要負荷に供給している場合は、

それらの負荷も入力側配電盤の容量計算に含めなければならない。入力側配電盤が非重要負荷と共用の場合、以

下に挙げるものを含む原因により、入力側配電盤への生じた外乱が、重要負荷に及ぼす影響を設計時に考慮しなけ

ればならない。 

 UPS の試験 

 同一母線へ接続されている非重要負荷の点検 

 同一母線へ接続されている非重要負荷の入切 

 故障状態 

Figure 9-12 に、静止型バイパスを備えた単一モジュールを示す。Figure 9-15 に示すように、モジュール毎に個別の静

止型バイパスが付いた並列配置と類似している。この場合、システムへの静止型バイパス入力はモジュールレベルで設

ける。その静止型バイパス入力は整流器入力と組み合わせるか、モジュールに専用の静止型バイパス入力を設けること

が可能である。静止型バイパスを内蔵する UPS モジュールを並列運転するには、他のモジュールとの緊密な連携および

同期が必要となる。並列した UPS 群が複数存在し、静止型バイパスの入力と整流器の入力を、異なる電源から供給

する場合は、製造者の要件を確認すること。 
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Figure 9-13 同一電源から整流器、静止型バイパス、および保守バイパス 

へと供給する単一モジュール UPS 

  

非重要 

負荷へ 

保
守
バ
イ
パ
ス

 

整流器 

AC/DC 

電池 
静止型 

バイパス 

インバータ 

DC/AC 

入力側配電盤 

UPS モジュール 

重要負荷へ 

出力盤 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

152 

 
 

Figure 9-14  同一電源からの整流器および保守バイパスへの入力を持つ 

複数モジュール UPS – 静止型一括バイパス 
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Figure 9-15  同一電源からの整流器および保守バイパスへの入力を持つ複数モジュール UPS – 並列構成 

 

次頁に挙げる Figure 9-16 と Figure 9-17 にある通り、整流器への入力と、静止型バイパスおよび保守バイパスへの

入力が異なる母線からなされる場合、設計者は以下を検討しなければならない。 

 バイパスの入力側母線の容量 

 静止型バイパスおよび保守バイパスへの入力電源  

 バイパスの入力側母線の点検または故障が重要負荷に与える影響 

静止型バイパスおよび保守バイパスが同一の入力側配電盤の母線から供給されている場合、入力側分電盤は、試

験時に保守バイパス回路にかかる重要負荷に加えて、UPS システムの全負荷試験（例：静止型バイパスへの全負

荷切替・切り戻し等）でかかる負荷に同時に対応することが望ましい。さらに、非重要負荷が存在する場合は、それら

の容量も入力側配電盤の容量計算に含めなければならない。入力側配電盤が非重要負荷と共用の場合、以下に

挙げるものを含む原因により、入力側配電盤への生じた外乱が、重要負荷に及ぼす影響を設計時に考慮しなければ

ならない。 

 UPS の試験 

 同一母線へ接続されている非重要負荷の点検 

 同一母線へ接続されている非重要負荷の入切 
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重要負荷へ 

 

非重要 

負荷へ 

 

保
守
バ
イ
パ
ス

 

出力盤 

UPS システム 

ロードバンクへ接続 

（該当する場合） 

整流器 

AC/DC 

電池 
静止型 

バイパス 

インバータ 

DC/AC 

 

整流器 

AC/DC 

電池 

UPS モジュール 

静止型 

バイパス 

インバータ 

DC/AC 

UPS の並列用母線 

入力側配電盤 

UPS モジュール 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

154 

 

Figure 9-16  単一 UPS モジュールのバイパス - バイパスへの異なる入力電源 - 主電源から整流器への入力、 

異なる電源から静止型バイパスおよび保守バイパスへの入力 

 

 

  

Figure 9-17  複数 UPS モジュールのバイパス - バイパスへの異なる入力電源 - 主電源から整流器への入力、 

異なる電源から静止型バイパスおよび保守バイパスへの入力 
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通常モードでは、UPS は自らのインバータ出力を、バイパス電源と同期させなければならない。したがって、このバイパス

電源に外乱が発生すると、UPS は異常状態へ移行する可能性が高い。UPS システムの静止型バイパス入力が喪失

すると、静止型バイパス入力が復帰するか、UPS の並列制御が基準モジュールを指定するまで、UPS システムは自律

モードでの運転となる。この構成を検討するにあたり、もう 1 つの考慮すべき状況がある。修理または停止によって、バイ

パスの入力側母線が停止した場合、静止型バイパスの電源が喪失し、UPS の運用モードの信頼性が低下する。 

Figure 9-17 は UPS の並列運転のための、一括の静止型切替器を示す。本項で述べた並列運転モードにおける、各

UPS モジュールおよび静止型バイパスの使用条件、および設計への反映に留意すること。 

次に挙げる Figure 9-18 と Figure 9-19 にある通り、整流器と静止型バイパスへの入力が片方の母線（入力側母線

1）から供給され、保守バイパスにもう片方の母線（入力側母線 2）から供給されている場合、UPS の修理または点

検の際には、重要負荷への電源の供給を、商用または発電機のいずれかの単独電源に、瞬断あるいは外乱を起こさ

ずに、設計に応じて切り換えることができる。さらに、非重要負荷が整流器と静止型バイパス（入力側配電盤 1）また

は保守バイパス（入力側配電盤 2）のいずれかに接続される場合、設計者は、このような設計と条件下において、運

用中の入力側母線における外乱が、重要負荷への電源の供給にどのような影響を及ぼすかを、検討しなければならな

い。検討すべき外乱の原因は以下を含む。 

 UPS の試験 

 同一母線へ接続されている非重要負荷の点検 

 同一母線へ接続されている非重要負荷の入切 

 故障状態 

静止型バイパスおよび保守バイパスへの入力は、両電源の位相および周波数を同期させる場合を除き、別々の電源

から取ってはならない（Figure 9-18 および Figure 9-19 参照）。同期しない場合は、停電切替が必要な信頼できな

い設計となる（つまり、負荷を停止し、代替電源から再始動させる）。 

 

  

Figure 9-18  単一モジュール UPS バイパス – 複数バイパス電源 - 主電源から整流器および 

静止型バイパスへの入力、予備電源から保守バイパスへの入力 
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注：保守バイパスを無停止で運用するためには、入力電源を同期させなければならない。 
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Figure 9-19 複数モジュール UPS バイパス - 複数バイパス電源 - 

主電源から整流器および静止型バイパスへの入力、予備電源から保守バイパスへの入力 

  

  

電源の同期は、負荷の不均衡および位相のずれ（下流

の変圧器設置等）により維持できなくなるため、難しいこ

とに留意する。ベストプラクティスは、Figure 9-16 および

Figure 9-17 に示すように、同一電源から静止型バイパ

スおよび保守バイパスの両方に給電することである。

（9.3.8.3 項も参照） 

Figure 9-19 は UPS の並列運転のための、一括の静止

型切替器を示す。本章で既に述べたように、並列運転モ

ードにおける、各 UPS モジュールおよび静止型バイパスの

使用条件、および設計への反映に留意する。 

通常の並列型待機冗長 UPS ユニットの内部構成につい

ては Figure 9-20 を参照。 

並列型待機冗長 UPS は主電源並びに予備電源から

整流器へ 2 つの入力を持ち、待機 UPS からの入力では

なく、同じ 2 電源を共有する商用バイパスを伴う。各ユニ

ットの静止型バイパスは、UPS ユニット故障時に瞬断せ

ず、負荷が待機 UPS ユニットまたは商用電源のいずれか

へ、確実に迂回させる。 

 

 

  

Figure 9-20 UPS ユニットの内部構成 
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9.3.8.2.3 推奨事項  

UPS システムの静止型バイパスおよび保守バイパスの設計においては、閉路遷移による切替方式を可能とするため、

同一または同種の電源からの供給を検討する。通常は、パワーモジュール入力、静止型バイパス入力、および保守バ

イパス入力を同一の電源へ同期させることが必要となる。構成によっては、静止型バイパス入力と UPS 出力が同期さ

れている場合、一部の UPS はこの要件が適用除外される場合がある。例えば、パワーモジュール入力への入力はスタ

ー結線の交流 480V 商用電源「A」から給電し、静止型バイパスおよび保守バイパスはスター結線の交流 480V 商用

（または発電機）電源「B」から給電することが可能である。その他の UPS 構成では、UPS を保守または交換のため

に停止できるように、UPS システムの外部に保守バイパスを持つ場合がある。並列待機冗長構成の場合、待機 UPS

システムが、保守または交換の際の外部の代替経路として機能するので、UPS システムの保守バイパスを UPS システ

ムに内蔵することは許容される。 

整流器、インバータ、静止型バイパスの各箇所を安全に保守できるようにするために、UPSシステム内外の断路器の構

成については、充分に考慮しなければならない。 

静止型バイパスへの入力を、整流器の入力から分離することで、整流器に関連した故障の際も、重要負荷への供給

を維持し続けられる。クラス F0 およびクラス F1 においては、整流器および静止型バイパス両方への単一の電源が許容

される（Figure 9-13 参照）。 

クラス F2 の用途においては、整流器並びに静止型バイパス両方への単一の電源入力が許容される（Figure 9-14 を

参照）、ただし推奨はされない。クラス F2 の用途においては、整流器と静止型バイパスのそれぞれに電源入力を用意

することが望ましい （Figure 9-16 を参照）。設計において 1 個の UPS モジュールとする場合、（バイパス切替器に

は）短時間定格の機器の使用を許容する。 

クラス F3 および F4、ならびに並列構成のシステムの制御部には、連続定格の静止型バイパス切替器を推奨する

（Figure 9-16 参照）。 

ブレーカの保護協調が成立している場合、整流器への入力は静止バイパスへの入力ブレーカの故障と区別可能で、保

護されていると言える。 

Table 9-8 可用性クラス別の、静止型バイパス切替器入力  

クラス 概要および入力電源 

F0 （UPS 自体が任意）整流器および静止型切替器の両方への単一入力を持つ、単一パワーモジュール 

F1 同一の上流ブレーカから、整流器および静止型バイパス切替器の両方への入力を持つ、単一パワーモジュール 

F2 
単一または複数パワーモジュール、同一の上流配電盤から全てのパワーモジュールへ入力、パワーモジュール入力

とは異なる上流ブレーカからの静止型バイパス切替器入力 

F3 
複数パワーモジュール、同一電源から全てのパワーモジュールへ入力、パワーモジュール入力とは異なる上流ブレ

ーカからの静止型バイパス切替器入力 

F4 
複数パワーモジュール、同一電源から全てのパワーモジュールへ入力、パワーモジュール入力とは異なる上流ブレ

ーカからの静止型バイパス切替器入力 

 

9.3.8.3 同期 

9.3.8.3.1 序文 

UPS システムにおいては以下の 2 方式のいずれかで同期を実現する。 
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 外部の制御システムによるアクティブな同期 

 UPS の構成によっては、メーカー固有のアクティブな同期、または UPS モジュールの静止型切替器の入力の

制御によるパッシブな同期。 

アクティブな同期システムは、特に UPS システムが電池を使用する際、優れた同期機能を持つパッシブな同期システム

は、静止切替器の入力を考慮した設計により、設計時に重要な切替を同期切替とすることで重要な役割を果たす。

入力または出力における同期の喪失は、ASTS の切替失敗もしくは非同期切替を引き起し、その結果、負荷遮断や

機器損傷に至る可能性がある。 

9.3.8.3.2 必須事項 

UPS システムは以下の 2 方式のいずれかで同期されなければならない。 

 ライン（電源）側同期 

 負荷（出力）側同期 

いずれにおいても、同期は重要であり、クラス F3 およびクラス F4 の高信頼性システムでは必須でなければならない。ク

ラス F0、クラス F1、そして一部のクラス F2 システムは、単一モジュールおよび単一設備のシステムであるため、外部同

期を一切必要としない。 

システムレベルの同期が不可能な場合は、負荷または重要電力の母線において静止型切替が必要となる場合がある。 

9.3.8.4 UPS 出力盤 

9.3.8.4.1 推奨事項 

出力盤は、UPS システムの下流に位置する PDU および ASTS システムへ直接供給する。クラス F1、クラス F2、およ

びクラス F3 システムでは、UPS 出力を下流にある UPS 出力の分電システムへ直列に組み込むことが望ましい。より単

純な系統の構成では、UPS 出力分電盤と、重要な配電系統の分電盤が、分離していない場合がある。 

クラス F3 システムでは、予備経路の電源が非 UPS 電源の場合がある。クラス F4 システムでは、複数電力経路が存

在するが、重要負荷に至るまでそれらは区分され続ける。 

UPS 出力盤の下流にある UPS 配電系統と、その多様な電力経路によって、負荷にどのように供給するかについては、

9.3.15 項にて述べる。 

9.3.8.5 UPS システム間の連絡および接続 

9.3.8.5.1 序文 

UPS 電源が同期され、かつ過負荷にならない限り、UPS システム間では負荷を切り替えることが可能である。受電設

備を除けば、UPS は重要負荷の冗長配線システムの要となっている。すべての切替は閉路遷移を通じて行われる。 

9.3.8.5.2 必須事項 

システム間連絡はシステム+システム構成で一般的であり、いくつかの UPS システム製造者がそのための組み込みソリュ

ーションを提供している。xN やその他の UPS 構成の場合は、システム設計者は、所定の UPS モジュールおよびその電

気設備構成に即した、ソリューションを構築しなければならない。 

9.3.8.5.3 推奨事項 

また、UPS システム間の連絡および接続においては故障の拡大を防ぎ、短絡電流を制限することが望ましい。 

監視の要件については 9.7.2 項を参照。 
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9.3.9 UPS 出力盤 

9.3.9.1 序文 

UPS 出力盤には、UPS 設備のすぐ下流に配置され、PDU またはコンピュータ室までの間の設備を含む。このシステム

における重要な考慮事項の 1 つとして、UPS 電気設備と同じ冗長レベルまたは設備数を備える必要はないという点が

挙げられる。 

例えば、クラス F1 システムでは、UPS 出力分電盤は単一ユニットである。クラス F2 システムでは、モジュール冗長の場

合があるが、UPS 電力経路の冗長はあるとは限らない。両方の事例において UPS システムの数は UPS 電力経路の

総数と同じとなる。単一の UPS 電気設備を持つクラス F3 システムでは、UPS 出力より供給できる重要な配電盤が

最低でも 2 つ存在し、うち 1 つは常用経路、もう 1 つは代替経路あるいは非 UPS 経路となる。クラス F4 システムで

は、重要負荷に向けた出力盤が最低でも 2 つ存在する。 

各クラスの UPS 出力盤の数および構成の一覧は Table 9-9 を参照。 

 
Table 9-9 クラス別の UPS 出力盤の数および構成の一覧 

クラス UPS電気設備の数 UPS電力経路の数 UPS出力盤の数 

F0 1 1 1 

F1 1 1 1 

F2 1 1 1 

F3 1 以上 1 または 2 2 

F4 2 以上 2 以上 2 以上 

 

9.3.9.2 推奨事項 

UPS 出力盤には多数の仕様および構成が存在し、それらは下流の重要負荷および上流の UPS システムの、保守お

よび故障モードによって選定される。UPS 出力盤は以下の構成のいずれかとなる。 

 単独ユニットまたは 2 ユニット共用 

単独ユニットの出力盤は通常、クラス F1 およびクラス F2、または UPS システム間で負荷を共有しないクラス

F3 およびクラス F4 システムで用いられる。2 ユニット共用または連絡線付きの出力盤は通常、重要な負荷を

対になるシステムで共有する場合、または UPS 電力経路間で冗長性を確保するために接続するシステムに

おいて見られる。出力盤の構成は、保守のために個別の分電盤への負荷を切り替える性能要件に、最も大

きく左右される。一部の設計では、限流リアクトルか静止型切替器のいずれかを用いた無停電切替による負

荷の切替または共有を行うために、UPS の並列盤または出力盤を使用している。これらの切替器は出力側

母線の間に配置され、母線連絡として機能する。切替器の出力は負荷に直接出力する場合もあれば、保

守または故障時の並列予備回線となる場合もある。この方法は Figure 9-21 に図示する。 

 電源の自動切替または手動切替 

切替は現地で操作される。故障モードでの動作は常に自動である（これには、自らは何もせずその他のシステ

ム要素に負荷の切替を委ねる場合も含む）が、保守モードでの動作は常に手動である。 
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 負荷瞬断を防ぐことを目的とした、閉路遷移の常用 

UPS 出力分電盤は UPS システムの下流に位置するので、負荷の瞬断を防ぐためにいかなる開閉操作も閉

路遷移（並列後に切り離し）とする必要がある。 

UPS 出力分電盤の冗長および構成はシステムの設計者および所有者の裁量に任せられる。 

重要負荷向け分電盤の冗長と接続の例は Figure 9-21 に示す。Figure 9-21 は UPS の並列運転のための、一括の

静止型切替器を示す。本項で述べた並列運転モードにおける各 UPS モジュールおよび静止型切替器の使用条件お

よび設計への反映に留意する。 

 

 

  

Figure 9-21 UPS 出力盤における負荷管理の手法の一例 

 
9.3.10 分電盤（PDU） 

9.3.10.1 序文 

北米のほとんどの PDU は変圧器を有するが、常用電圧が 230/400V である国においては一般的ではない。絶縁変圧

器を持つ PDU は下流負荷への別個の中性点を設けられるが、これは三相の負荷や、UPS 出力を直接負荷に接続

する分電系統では、必須ではない。変圧器を有する PDU は、UPS システムの出力電圧を、重要負荷の使用する電

圧へと変圧する。PDU はその用途を問わず、下流の重要負荷、またはそれらに供給する下位の分電盤に供給するた
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めの、出力用分電盤またはブレーカを備える。過電流保護には通常ブレーカを使用しているが、直流分電の場合はヒュ

ーズを使用する場合もある。 

9.3.10.2 推奨事項  

PDU は通常、パッケージ化され、工場試験と認定を済ませた製品として提供される。ただし、「PDU」という呼称は変

圧・計装・制御・分電等の機能を現地で組み合わせた設備に対しても適用できる。 

PDU が絶縁変圧器を有する場合、その突入電流特性は通常、上流の UPS の故障、および保守モードでの動作時

の、許容ピーク負荷と協調することが望ましい。UPS システムの設計によっては、突入電流の低い変圧器を採用する場

合もある。 

PDU がその定格負荷近くで運用されるか、1 つ以上の負荷が大きな高調波電流を生み出すと予想される場合は、K

ファクタ変圧器の採用を検討しても良い。重要負荷母線に流れる高調波電流の発生源は、ITE側（例：スイッチモー

ド電源装置（SMPS））と、空調機器側（例：ファン、冷却装置用インバーター）に存在する。大きい高調波電流、

特に ITE 内蔵の単相電源装置が生成する三次高調波のうち、基本周波数の 3 の奇数倍となる周波数（3，9，

15，21 倍等）は、PDU 出力電圧のひずみの原因となり、変圧器の過熱を引き起こす場合がある。過熱によって変

圧器の効率性が減少し、冷却機器への負荷が増大する。PDU の変圧器が定格容量近くで運用されていると、この問

題は更に悪化する恐れがある。 

変圧器の高調波対策は K-9 まで求められることが多いが、K-13 から K-20 までが対応する高次高調波対策を施す場

合もある。K ファクタ対応の変圧器は、K ファクタ非対応の変圧器より大型・高価で低効率なので、導入と運用の両方

の費用が増加するため、採用にあたっては慎重に検討することが望ましい。変圧器の負荷が定格の 40%を超えることが

ほとんどないクラス F3 およびクラス F4 の設備では、一定水準の高調波が許容可能となるため、K ファクタ対応の変圧

器は不要な場合もある。 

既存の負荷については、実際に高調波成分を測定した結果に基づき、高調波成分にどの程度対処すべきかを決定す

ることが可能である。負荷の特性が不明な新規案件では、ITE やその他の装置を購入する際の高調波歪みの許容水

準を定め、可能であればファンと可変周波数駆動（VFD）などを接続する回路は、それらとは別回路とすることを推奨

する。 

PDU は以下の特性を有する可能性がある。 

 単独のシステムとなる場合もあるが、単一電源または複数電源の ITE 負荷管理のために、静止型切替器と

組み合わされる場合もある 

 UPS システムの構成に応じて、単一または二重の入力を有する 

 耐高調波（K ファクタ対応）変圧器を有する場合もある 

 不要な上流ブレーカトリップを防ぐため、低突入電流の変圧器を有する場合もある 

データセンターで一般的に用いられる変圧器結線および出力電圧は Table 9-10 を参照。 

PDU 選定に際しての検討事項には以下を含む。 

 回線の取り回しを容易とするために、基準より大きな配線ダクトを備えることが望ましい 

 床下配線の際の配管取り回しのために、充分な高さに底板を設置することが望ましい 

 運用中のすべての重要な端子、ブレーカ、変圧器鉄芯をサーモグラフィー撮影が可能となる位置に設置するこ

とが望ましい 

 想定運用負荷における現地の省エネルギー指針に基づいた効率のレーティングを考慮する無負荷時、および

25%、50%、75%、90%、および 100%での負荷損失を設定する 
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 三相出力     

 400V 級（交流 380～480V）の出力 

 RPP/バスウェイの設計上の考慮事項 

PDU は、別の UPS から供給される他の PDU と組み合わせて、回路インピーダンスが揃った A 系と B 系として、冗長

構成の電源を提供することができる。ただし上位クラスにおいては、重要電力の経路の全要素について、可能な限り物

理的離隔を確保することが望まれる場合がある。 

 

Table 9-10 データセンターで一般的に用いられる変圧器結線および出力電圧 

結線 

三相 3線 1,2 三相 4線 3 単巻変圧器 

4 4 

  
 

出力電圧 100V または 200V 

400V および 230V 

208V および 120V 

200V および 115V 

400V および 230V 

208V 

三相 4 線 

注 1：  記号は『IEC 60617』から引用 。 

注 2：  中性線の無い 3 線結線は、デルタ／オープンデルタ変圧器を使用して 100V まで降圧することで導体数を減らせるため、一部の地域で 

一般的である。 

注 3：  概して、デルタ構成は高調波成分を低減するが、接地された中性点を設けにくい。 

注 4：  交流 210V/105V 等の 1.732:1 以外の割合で 2 種類の出力電圧を確保するために、6 線または 7 線出力の選択肢が存在する。 

 

UPS が並列型待機冗長構成の場合は、PDU の電源

側のオーバーラップスイッチを使用して、常用 UPS および

待機 UPS の出力盤の間を同期切替することで、STS を

使用せずに UPS の無停電保守性を確保可能である。こ

れにより、PDU 負荷への供給が、常用 UPS および待機

UPS モジュール間を無瞬断で切替可能となり、可用性お

よび運用柔軟性が共に向上する。 

静止型切替器を使用する一対の PDU への、単一電源

配線と二重化電源配線の機器への負荷接続は Figure 

9-22 に示すような構成となる。キャビネットまたはラック内

には、すべての単一電源配線の負荷に対して、自動切

替装置（コンセントバーに内蔵、非内蔵のいずれでもよ

い）を用意することが望ましい。 

詳細は 9.3.16 項、9.7.2 項、および 9.10 項を参照。 

 

 

  

Figure 9-22 PDU の構成： 

単一および多重電源配線の装置 

 

9.3.11 自動静止型切替器 

9.3.11.1 序文 

自動静止型切替器（ASTS）は、ITEの外部で 1サイクル未満の高速度での電源切替が求められる際に使用する。

優先電源の喪失時に自動的に予備電源に切り替え、優先電源が復帰すると自動的に切り戻すという点で、ASTS の

PDU  

 

電源「A」から  電源「B」から  

二重電源配線の負荷へ 

単一電源配線の負荷へ 

PDU  

 

静止型切替器 
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動作は機械的 ATS の動作と類似している。ITE の大部分が単一または二重の電源配線を採用し、一部の最新型

ITE システムでは多数の電源配線を使用する負荷（一部の IT ハードウェアは 3、4、5 以上の配線数が必要）が出

現している。このような場合、ASTS の利用により UPS 設備を多重化せずに、UPS 配電系統経路の多重化を可能と

する。 

データセンターの運用に不可欠なその他の負荷には、温度管理および建物監視システム、監視制御室の映像監視お

よび制御システム、セキュリティシステム、および単一電源配線のオフィス IT システムが含まれる。UPS 配電系統および

回路システムが単一経路であるクラス F0、クラス F1、クラス F2 レベルでは、静止型切替器は通常使用されない。 

9.3.11.2 推奨事項 

ASTS は単一故障点となるため（供給先の負荷と同様に、単一出力のシステムであるため）、使用に当たっては重要

な配電系統システムの全信頼性および故障モード分析とのバランスを取る必要がある。ASTS は入力電源の喪失時に

確実な復旧を提供できるが、その性質上複雑で、故障した場合には下流の負荷全体の喪失を引き起すシステムであ

る。 

 

  

Figure 9-23 自動静止型切替器 

ASTS の特性には以下が含まれる。 

 ATS に見られる機械的接点の代わりに静止型切替システム（シリコン制御整流器[SCR]等）を使用 

 2 電源入力およびバイパスに対応――一部の ASTS は 3 電源入力システムとして設計・製造されているが、

これらは特注品である 

 ラック取付型または床置型 
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 わずかな位相差での切替を実現する制御システム 

 必要ならばフォールトトレラントな内部制御および配線システム 

 PDU と組み合わせて、多様な切替および分電のオプションを可能とする 

ASTS を使用する変圧器および配電システム構成の例は Figure 9-23 を参照。 

ASTS へ適用される非常停止装置、監視、表示に関する詳細は、それぞれ 9.3.16 項、9.7.2 項、および 9.10 項を

参照。 

9.3.12 コンセントバー 

9.3.12.1 序文 

コンセントバーにより、単一の分岐回路に複数の IT 装置

を接続することができる。Figure 9-24 に、コンセントバー

の例を示す。 

9.3.12.2 必須事項 

使用する場合、コンセントバーは以下の必須事項を満た

さなければならない。 

 

 

Figure 9-24   

ITE キャビネット内に設置するコンセントバーの例 

 フリーアクセスフロアの床下では、AHJ が許可するジャンクションボックス等の接続方式のみが許容される 

 コンセントバーは ITE 用の認定品でなければならない 

 コンセントバーの定格は、上流のブレーカおよび配線と整合しなければならない 

 コンセントバーはラックまたはキャビネットの内側に、部材を用いて埋め込まずに取り付けなければならない 

ラックまたはキャビネット内に取り付けられた複数のコンセントバーには、適切なラベルを添付し、ネットワークケーブルに干

渉しないようにしなければならない。同様に、コンセントバーの配置は、各 ITE から異系統（例：A 系と B 系）のコンセ

ントバーまでの電源コード同士の交差を、最小限にしなければならない。 

9.3.13 直流（DC）電源システム 

9.3.13.1 序文 

重要負荷に用いられる直流電源システムの用途は、以下の 2 つの形式が一般的である。 

 アクセスプロバイダおよび通信キャリアの機器用の主電源 

 省エネルギー、設計の単純化、および代替エネルギー源との容易な併用を目的とした、コンピュータ室の交流

電源の置き換え 

データセンター内の直流配電系統は、交流電源系統が多様な負荷へ給電するのと同様の機能を果たす。加えて、直

流配電系統は、データセンター設計者および運用者が優位性を感じられるいくつかの追加機能を持つ。重要負荷へは

直流を、空調負荷へは交流を用意するといった混合構成で、直流と交流の配電系統を合わせることも可能である。 

直流電源システムの運用電圧は、以下を含むいくつかの要素に影響を受ける。 

 電池技術（鉛蓄系、ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン系、ナトリウム系、フロー電池等） 

 変動する負荷へ定常電圧を継続的に供給するための整流器の出力制御 

 直流電源導体での電圧降下――ケーブル径およびケーブル長 

 接続されている多様な負荷の、動作電圧の範囲 

 標高等の環境条件による運用定格の引き下げ 

 直流電源に対応する要素・機器の有無 
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9.3.13.2 一般的な必須事項 

すべての直流機器は、適用される電気および建築の関連法規や、適切な認証機関の要求に沿って、適切かつ明確に

ラベリングしなければならない。直流機器の対象となる主なものには以下を含む。 

 コード 

 ケーブル 

 レースウェイ 

 バスダクト 

 電源コネクタ 

 ジャンクションボックス 

 蓄電池 

 発電機 

 フライホイール 

 ブレーカ 

 PDU 

 整流器 

 直流 UPS  

全ての直流電源 ITE は、直流機器と同様に、設計時に必要な電気および建築の関連法規の適用される条項に準

拠し、見込まれる電圧範囲での直流運用に合わせた定格設定、認定の取得と、それらの表示を行わなければならない。 

電気的に安全な離隔に関する規則は、交流と直流の両方の回路に適用される。直流回路では、離隔要件は一般的

に同一の定格対地電圧を有する交流回路の離隔要件と同一となっている。 

9.3.13.3 一般的な推奨事項 

直流電源設備は交流電源設備と同一の可用性、信頼性、保守性、および安全性要件を満たすことが望ましい。直

流の重要電力設備は、ミッションクリティカルな環境において潜在的に実施可能な最先端の選択肢であるが、現時点

では直流設備の経験を持つ設計者、機器プロバイダ、電気工事業者と緊密に協力することが推奨される。 

直流設備に関わる設計者、運用者、その他の者は『NFPA 70E』、『IEEE C2』等の適切な基準を参照することが望

ましい。 

注：  『NFPA 70 E Article 130』では直流機器への接近限界距離、および直流機器の危険とリスクのカテゴリ分類を定めて

おり、『Article 340』ではパワーエレクトロニクス機器の作業上の安全要件を概説している。 

電池の設置および保守については、該当する電池方式の規格（例：ベント形鉛蓄電池には『IEEE 450』、制御弁

式鉛蓄電池には『IEEE 1188』、ニッケルカドミウム蓄電池には『IEEE 1106』）に従うことが望ましい。 

直流の重要電力設備は、ミッションクリティカルな環境において潜在的に実施可能な最先端の選択肢であるが、本規

格にて完全な設計指針を提供するには、データが不足している。 

電気通信事業者の標準的な直流電力システムを、データセンターの非規制環境に適用するためには、さらなる考慮が

求められる。設計上の考慮事項は以下を含むがこの限りではない。 

 『ATIS 0600336』において、電話・通信・ITE 業界に適用されている直流電圧の上限は 160V である。直流

高電圧（240V または 380V 等）の使用は本質的に新しい領域であり、追加の安全性と性能の検査を必

要とする。しかし、規定の方針は変更されないと思われる。 
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 高電圧直流系統では直流電力系統用の過電流保護装置（OCPD）および断路器について、個別に追

加の検討が必要となる。交流規格の装置は、同一定格電圧および電流の直流電力設備に無条件で使用

することはできない。データセンターは通常ブレーカを利用しているため、直流ヒューズについて確立されている

「2:1 保護協調方式」はそのまま適用できない。 

 48VDC 系統以外では、過渡電流に関する知見が確立されていない。 

 50VDC 以上の電圧での、電池切り離しやその他の直流断路手段についての知見が確立されていない。断路

器の要不要は、現地の要件によって左右される場合がある。系統内で 2 極または 3 極の断路器が、複数箇

所で必要になる場合がある。遮断容量および耐電圧については、場合によってその都度調整する必要がある。 

 直流用導体のサイズに関する規定は十分に確立されていない。交流設備の規格要件に基づくサイズ決定は

直流導体には不適切となる場合がある。 

 使用される整流器の方式がスイッチング電源（SMPS）である場合は、（帰路側の導体、または直流機器

の接地導体に接続した）電力線フィルタを介した電気的ノイズ抑制が求められる場合があり、また冷却ファン

からの騒音が増加する可能性がある。 

 380VDC 等の高電圧での整流器運用では、交流入力の力率補正、負荷の共有、並列化、電圧補償、およ

び電流制限の動作確認が必要になる場合がある。 

 配電系統の事故電流（例：電池間の直接短絡）に対する高い耐性を持つ方式（例：母線銅バー)が必

要となる箇所のあるため、データセンター内のエリア毎に異なる配電方式が採用されることがある。負荷の用途

（例：通信用の直流 48V系統）によっては、上記と異なる方式であっても十分な耐性を確保できる。また、

配電方式は設置場所（例：床下）にも影響されることがある。 

 直流の配電経路を数メートル以上延伸する場合は、電圧降下が懸念事項となる。電圧降下の量の算定に

ついては『IEEE 946』内の指針を参照。 

 金属製の蓄電池ラックでは、ボンディング導体のサイズ決定に関する AHJ 要件を考慮する。50VDC 未満の電

気通信用に通常指定される 13.3mm2 （6AWG）は、高電圧（380VDC 等）では許容されない可能性が

ある。 

 CPU 室内の一括直流電源システムの、配置に関する制限については AHJ に確認すること。 

 ITE に必要な接地方法を決定する。380VDC システムはプラス側接地方式（48VDC の電気通信システムと

同様）、マイナス側接地方式（24VDCの電気通信システムと同様）、または非接地方式（高電圧の UPS

システムと同様）のいずれかで運用される可能性がある。 

 一部の ITE キャビネットまたはラック（例：OCP オープンラック）では、ラック搭載型の PSU または電源ユニッ

トから直流 12V または 48V で ITE に供給する母線を内蔵する。このような構成により、デザインの簡素化とエ

ネルギー効率の向上が期待できる。 

 データセンターが集中型 UPS を採用しない場合、ITE キャビネットに電池バックアップユニット（BBU）を、ラッ

クマウント UPS として設置する場合がある。 

9.3.13.4 電圧の定格 

9.3.13.4.1 序文 

電圧の範囲を示す用語に関して、直流と交流では一部異なる。交流の用語では、「定格電圧」とは ITE が通常動作

を保証されている電圧のことを指す。交流機器は確実に動作可能な電圧の許容範囲を有する（定格電圧の+10% / 

-15%等）。 

直流機器では、一般的に電源に蓄電池が備わると想定しているため、直流電源の出力電圧範囲は通常、蓄電池の

仕様によって決定される。多くの場合、蓄電池は高い即時対応性を確保するために、一定の「フロート電圧」で充電さ

れ（同時に ITE が動作し）ている。蓄電池を放電する必要がある場合（つまり、商用電源の喪失時等）、電圧は
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放電終止電圧に達するまで降下する。蓄電池を再充電する際、電池が定格容量に充電されるまで、全てのセルを通

じて高めの電圧がかかり、達した時点で充電器が「フロート電圧」レベルまで電圧を再度降下させる。場合によっては、

セルを「均等化」するために、さらなる高電圧がかけられる。「定格電圧」は電圧範囲の中間値前後の値である。 

接続された直流負荷機器は、直流電圧の電圧範囲の全てで動作することを想定している。業界では「ナローレンジ」お

よび「ワイドレンジ」と表現される。 ITE の効率は、どちらの電圧範囲に対応した設計かで異なる。例えば、ナローレンジ

の機器は 361～399VDC で定格中央値が 380VDC となり、ワイドレンジ機器は 294～380VDC で定格中央値が

336VDC になる。 

業界では「高電圧直流給電（HVDC）」という用語を採用して、これを従来の 50VDC 未満で動作する通信用の直

流設備と区別している。データセンターの電圧には一般的に 2 種類の電圧レベルが存在する。 

 240V HVDC――このシステムは 240VDC 定格電圧および 270VDC フロート電圧を備える  

– （定格＝蓄電池セル当たり 2VDC x 120 セル）  

– （フロート＝バッテリ当たり 2.27VDC x 120 セル） 

 380V HVDC――このシステムは 336VDC 定格電圧および 380VDC フロート電圧を備える  

– （定格＝蓄電池セル当たり 2VDC x 168 セル）  

– （フロート＝バッテリ当たり 2.27VDC x 168 セル） 

したがって、既設の HVDC 設備は以下のとおり分類される。 

 240V ワイドバンド HVDC 設備（240VDC 定格/270VDC フロート充電） 

主に中国の通信会社および数社のインターネット会社によって設計、実装、運用されている。 

 380V ワイドバンド HVDC 設備（336VDC 定格/380VDC フロート充電） 

北米、欧州、日本にて採用されている Lawrence-Berkeley National Laboratory 等の研究施設、および

実証試験施設（Duke Energy、NTT）はこの設備を基に構築されている。 

 400V 未満ナローバンド HVDC 設備 

全てのナローバンド HVDC 設備が対象であり、400VDC 未満の電圧調整および一定の電圧に対応する電圧

出力を確保、『ETSI 300 132』規格に準拠する 

注：  ナローバンドシステムの定義に基づき、直流電圧が制御されているため「フロート」電圧は存在しない。 

9.3.13.4.2 追記情報 

直流配電系統は、同等の交流配電系統と同じ系統構成で設計して良い。最も単純な系統構成では、直流系統を

交流電源のデータセンターの配電系統と同じ原則および階層構造で構築して良い。この場合は、交流 UPS とその下

流の全ての交流機器設備（例：分電盤、PDU、STS、PSU 等）の、直流機器設備へ置き換えることが必要となる。

より高度な方法では、多様な電源（直流電源、並びに交直変換機能を持つ交流電源）、および多様な直流負荷

（直流 PSU や直流通信機器、直流 VFD により駆動する冷却システムの HVAC モータや、直流建物照明等）を組

み込める直流マイクログリッドを設計することができる。 

アーク放電の安全性に関して、『NFPA 70E』では交流設備のアーク放電の危険に関する指針を長年提供してきた。

同規格の 2012 版では、直流設備のアーク放電に危険に関する指針が追加された。 

規格が異なると、対象とする直流設備の電圧範囲が異なることに留意する必要がある（0～ 250VDC、250VDC ～

600VDC または 750VDC 未満および 750VDC以上等）。データセンターで採用する定格電圧（例えば 380VDC）に対

して、異なる規格間では電圧範囲の不整合があるが、その場合は電圧範囲がデータセンターで採用した電圧範囲と一

致している、他の規格の安全性に関する項目を引用することができる。 
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太陽電池（PV）アレイ、燃料電池、マイクロタービン、蓄電池、ウルトラキャパシタ、フライホイール等の、再生可能電

源および短時間蓄電システムは、直流配電系統との親和性が非常に高い。サステナビリティの意識が高まるにつれて、

これらの電源や蓄電技術はデータセンターでも利用されつつある。上記の電源や蓄電技術の多くが本質的に直流で入

出力するか、または多様な周波数の交流入力を直流化し、さらに商用電源の周波数（50 または 60Hz）の交流に

変換して出力しているため、出力側の直流から交流への変換を省くことで容易に直流配電系統に接続可能となる。こ

れにより設備全体の信頼性（要素数の削減）と効率、および直流系統全体を通じた電源供給の制御能力が向上

する。 

現在は定格電圧 380VDC（240VDC が広く利用されている中国を除く）が国際標準となりつつあるが、将来的には最

高 600VDC 程度の直流電圧を導入する動きもある。直流電源方式の、交流電源方式に対する優位性は、変換の回

数が少ないことによるエネルギー効率と高信頼性と言われているが、導入実績によって裏付けられるには至っていない。

直流電源の当初の優位性は、その本質的な高効率性にあった。しかし、近年の交流電源の効率向上により、直流と

同等以上の効率が実現したため、エネルギー効率を直流化の理由とする根拠は薄れている。しかし、部品点数の削減

とそれによる信頼性の向上については、未だに説得力のある根拠となっている。整流器設備を分散型もしくは集中型の

いずれにするかは、データセンターの配電系統および接地・ボンディングの両方の設計に影響する。 

9.3.14 配電用バスウェイ設備 

9.3.14.1 序文 

ITE キャビネットまでの分電用にプラグイン方式の分岐ユニットを使用するバスウェイを採用することで、ITE 間で大きく異

なる電源要件に対してより柔軟に対応できる。バスウェイは、細長い PDU として扱うことが望ましい。 

9.3.14.2 必須事項 

ITE キャビネットまたはラックに電源を供給するためのバスウェイについては、AHJ が定める安全要件を満たさなければな

らない。 

バスウェイとその電源の定格は、接続される ITE の最大負荷に対応しなければならない。 

バスウェイからの分岐ユニットを取り付けられる箇所については、作業員の安全並びに ITE へのリスクが発生しないように

強固に支持しなければならない。分岐ユニットにはブレーカまたはヒューズを内蔵し、電流計を取り付けられるようにしな

ければならない。 

クラス F3 および F4 の施設では、ITE キャビネットまたはラックの列一列当たり、異電源・異経路の冗長な 2 系統以上

のバスウェイを設置しなければならない。 

9.3.14.3 推奨事項 

ITE キャビネットまたはラックに電源を供給するためのバスウェイについては、以下の要件を満たすことが望ましい。 

 バスウェイの長さは ITE キャビネットまたはラック列の長さを超えず、それぞれの列に専用のバスウェイを確保する

ことが望ましい。 

 バスウェイ上の分岐ユニットの間隔を均等にすることが望ましい。バスウェイ上の分岐ユニットの接続点の間隔は、

450mm（18in） 以上とし、供給するキャビネットの幅に対応できる間隔を設定可能とする。 

 バスウェイシステムは、定格 35kW の ITE 負荷に対応できる単相および三相の分岐ユニットに対応できること

が望ましい。 

 分岐ユニットは、バスウェイ本体と、使用中の他の分岐ユニットが活線状態での着脱に対応できることが望まし

い。 
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9.3.15 コンピュータ室内での機器への配電 

9.3.15.1 序文 

UPS 設備および重要電源の配電系統等の上流の設備とは異なり、重要負荷への配電は、それらの負荷の冗長性、

および必要な電源コードと回路の多重性を正確に反映しなければならない。 

上流の電気設備は、9.1.6 項のクラスの説明で規定したように、通常モード、保守モード、および故障モードの運用下

で、コンピュータ室内の回路に電源冗長性を提供することが可能でなければならない。 

本項では PDU または変圧器より下流を対象とし、通常は ITE または重要機器が使用する電圧階級で運用されてい

る。この配電ではバスダクトや個別回路等の、いくつかの方式を取ることができる。 

高密度負荷に供給する場合は、PDU の出力分電盤の、分岐回路と接続する部分を、重要負荷の近傍の筐体に分

散配置する場合がある。この方式では分散された筐体が単一または二重の入力を持ち、一般的に分電盤(RPP)と呼

ばれている。RPP を採用することで、負荷までのケーブル数と回路延長を減少し、初期構築の工数を低減する。 

負荷までの配電は、頭上または床下のいずれも可能である。床下の配電は、一般的には防水仕様の金属製可とう電

線管を使用することが多いが、AHJ によっては可とう性の無い金属管や特殊なケーブル（例：アーマーケーブル）の使

用を求められることがある。『IEEE 1100』では、高い安全性、性能、および EMI 保護のために、AHJ が認可する絶縁

された接地線を付けた鋼製電線管の使用を推奨している。気流の妨げを最小限とするために、配電経路はコールドア

イル内またはそれに隣接させ、通信配線経路はホットアイル内またはそれに隣接させることが望ましい。 頭上の配電は

（ケーブルトレイまたはバスダクトの増設によって）電線管とその費用を省けることが多く、電源ケーブルによる床下気流

の阻害を排除できるという副次的効果もある。頭上にケーブルを配線する場合は、コンピュータ室内の気流をできるだけ

阻害しないように設計すること。頭上のケーブル配線経路の考慮事項については 14.7 項を参照。 

ラックまたはキャビネットの従来のコンセントバーは、将来の高密度負荷には不十分となる可能性があり、一部の施設で

は負荷の供給のために、適切な定格の三相コンセントバーの設置が求められる。将来の電源要件を満たすため、当初

はその必要が無くても、将来の電力要件に備えて三相 200VAC 系の 50A か 60A か、または 400VAC 系の電圧に対応

する配線を設置することが推奨される。 

単相 220VAC で 16A のコンセントバーでは、ITE キャビネットの電力負荷に不十分な場合がある。32A またはそれ以上

の電流、あるいは三相回路を使用する場合は、ITE のプラグや電線を保護するために、ブレーカまたはヒューズが必要と

なる場合もある。一部の AHJ の要求では、ヒューズやブレーカの設置が必須となる電流値が 32A より低い。 

9.3.15.2 負荷の接続 

9.3.15.2.1 必須事項 

機器に接続されず、将来利用予定の旨が明示されていない、未利用または放棄されたケーブルは撤去しなければなら

ない。負荷への接続に適用される、緊急停止装置、監視、表示に関する詳細は、それぞれ 9.3.16 項、9.7.2 項、およ

び 9.10 項を参照。 

9.3.15.2.2 推奨事項 

負荷を接続する際のベストプラクティスは以下の通り。 

 床下または頭上のコンセントとそのプラグを、すべてツイストロック式とすることが望ましい。ロック付きコンセント、

またはキャビネット内のコンセントバーにおける抜け止めの採用を検討することが望ましい。このバスダクトはその

設計上、通電状態においてもアークや過渡回復電圧を生じさせずに、分岐回路の新設や除去を可能として

いる。 

＜次頁に続く＞ 
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 コンセントバーおよび大型 ITE への入力配線の接続については、抜け止め式コンセントを使用することが望まし

い。ラック内負荷が抜け止めでないプラグの配線を使用している場合は、コンセントバーに抜け止め機構を備え

ることが望ましい。 

 電源 PDU、RPP、相が異なるか、同一 PDU や分電盤の別分岐から出される配電ケーブルは、その電源、

相、および負荷容量を明確に特定することが望ましい。AHJ による許認可または要求事項がある場合、異な

る電源からのケーブルには異なる色の被覆とコネクタを指定する場合がある。 

 分岐回路の過負荷保護装置は、当該回路のブレーカトリップ容量の付近で運用されないように、設計安全

率を 20%以上見込む（例：ブレーカ容量は、接続された ITE 負荷の定格より 25%以上大きくする）ことが

望ましい。 

 可用性を確保するために、2 つ以上の電源から給電する必要がある機器およびシステム（通常はクラス F3 ま

たは F4）では、電源コードを 2 つのコンセントバーに分散することが望ましい。単一の電源配線の機器、およ

び複数の電源配線を使用するが分岐回路の故障に対応していない機器の可用性を確保するために、これら

の機器の電源プラグは、その上流に位置する大型の自動静止型切替器（ASTS）または、ラックマウント型

の個別 ASTS から、供給されるラックまたはキャビネット内のコンセントバーまたはコンセントに接続することが望

ましい。 

 3 つの電源配線を持つ機器は、3 つの電源プラグの内、1 つをラックまたはキャビネット内の静止型切替器また

は個別の切替器から、コンセントまたはコンセントバーに接続することが望ましい。他の 2 つのプラグは異なる

PDU から供給されるコンセントへ接続することが望ましい。この 2 つのプラグは、ラックまたはキャビネット内の静

止型切替器を介さないことが望ましい。 

 電源配線は、ラックやキャビネットの通線口のすぐ外側、あるいは ITE 毎に物理的に固定することが望ましい。

これは、ITE 製造者のケーブル固定具、引き留め金具、ケーブルタイ、その他取り付け部材を用いて、電源配

線を筐体に固定し、偶発的なケーブルの抜けや損傷を防止することで実現できる。ある程度のケーブルの移

動を可能とするため、必要に応じて余長を確保する。 

 UPS 電源は、他の電源と簡単かつ明確に区別するため、系統別またはグループ単位で分電盤（RPP）単

位に集約することが望ましい。 

 各種プラグおよびラック内のコンセントバーは、通電状態の時に、全ての接続箇所および過電流保護装置をサ

ーモグラフィー撮影できる配置で、取り付けることが望ましい。 

 ケーブルマネジメントを利用することが望ましい。 

 将来、最小限の影響で保守や拡張を行えるように、分電盤を配置することが望ましい。 

 全ての電源コンセントおよびジャンクションボックスには、PDU/RPP/盤の番号およびブレーカの番号をラベル表

示することが望ましい。各 PDU/RPP/盤のブレーカは、供給先のラックまたはキャビネット名、または供給先の

機器のグリッド座標をラベル表示することが望ましい。 

 AHJ が求める場合、フリーアクセスフロアシステムの床下に設置された全ての電源コンセントおよびジャンクション

ボックスは、製造者の推奨に基づきフリーアクセスフロアまたは構造床に固定することが望ましい。レースウェイや

機器をフリーアクセスフロア下の建物床上に設置するため、コンセントおよびジャンクションボックスは、チャネルを

設置して、そこに取り付けることが望ましい。取り付け手段としては、コンクリートアンカーや、フリーアクセスフロア

支持脚への固定などの他に、接着剤やアンカー打設に伴うダストの発生しない、NRTL 認定を取得した(ベル

クロ等の)面ファスナーを使用する手段もある。さらに、漏水時の浸水を防ぐために、ジャンクションボックスやその

他の電気装置は、床スラブから最低 25mm（1in）上に取り付けることが望ましい。 

＜次頁に続く＞ 
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 コンピュータ室、引込室、アクセスプロバイダ室およびサービスプロバイダ室のあらゆる回路は、コンセントにて

PDU または分電盤の識別子およびブレーカ番号をラベル表示することが望ましい。 

 UPS 電源のコンセントは色分け、色識別ラベル、あるいは色付きのシール等で電源となる上流 UPS を判別

できるようにすることが望ましい。 

 将来用と指定された電源回路用および接続用のケーブルは、周辺環境に対して十分な耐久性を持つタグを

使用して、その旨を表示することが望ましい。 

9.3.15.3 負荷の管理 

9.3.15.3.1 序文 

データセンターにおける負荷の管理では、通常モード、故障モード、および保守モードでの動作に則した、重要電源と重

要負荷の物理的な接続状態を取り扱う。ここでは、重要電力系統の故障時における動作とは独立して、ITE 負荷の

内部電源が、独自に入力電源を切り替えることを前提としている。これを踏まえて、データセンターまたはその他の重要

設備の回路構成は、それらを利用するシステムの動作と整合させる必要がある。これは回路マッピングと言われており、

重要電力系統の他の全ての部分に適用される考え方と同じものがあり、ここでも適用される。 

9.3.15.3.2 必須事項 

ITEの選定後、重要電力系統の設計には無停止設計や安全係数を慎重に適用しなければならない。安全係数の詳

細は 9.5.2 項にて述べる。次に、重要電力の系統構成での最大負荷電力に、安全係数と連続定格係数を両方適

用し、系統の実負荷水準を明らかにする。この実負荷水準には、重要電力システムのモード、故障モード、および保守

モードでの動作すべてを含める。 

ここまでの計算は、クラスと UPS 構成に応じて異なる。もっとも重要な点は、設備運用者が自らの施設の中における重

要電源の PDU および分電盤レベルで、これらの係数がどう適用されるかを理解し、重要電源を迅速かつ最も効率的

に利用するために応用することである。 

重要電力系統を評価する際に使用する計算式は以下のとおりである。 

 

 
系統の kVA × 連続運転係数（定格値が連続運転以外のものの場合）  

× 設計安全係数 × 系統の力率 =  利用可能な重要電源 kW 
（式  9-1） 

 
力率とは、実際の仕事量につながる有効電力（kW）と、回路に給電されている皮相電力（kVA）の割合である。

皮相電力と有効電力の差は、電流と電圧間の位相差、高調波、または電流波形の歪みにより生じる。理想的な力

率は 1 であり、1 を下回るということは負荷に供給するための電力設備の容量に余裕を設ける必要があることを意味す

る。さらに、この差は機器によって実際に消費されているわけではないが、電力供給者は力率に応じて請求金額を変え

たり、ペナルティを加算したりすることができる。そのため、力率を可能な限り 1 に近づけることが目標になる。有効な手法

としては以下が挙げられる。 

 誘導成分が少ない機器を使用する。力率を常に 1 に近づけるように ITE を改善する。 

 力率 1 の UPS を使用する。 

 UPS とサブ変電所の間に、進相コンデンサと呼ばれる力率補償装置と設置する。この装置は出力固定型ま

たは出力自動調整型があり、常時監視にも対応できる。 
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9.3.15.3.3 推奨事項 

配電・分電設備の設計は、いずれのラックやキャビネット、または ITE 区画の負荷であっても、設計限度の範囲内で自

由に増減できるような柔軟性と拡張性を備えることが望ましい。設計段階で想定する ITE 負荷の合計を N とした場合、

配電・分電設備内の各構成要素に係数（Table 9-11 を参照）を掛けることで、標準的な機器配置において要求さ

れる拡張性と冗長性を満たすことが可能となり、特定領域に接続された負荷への供給電源が不足する事態を回避で

きる。 

いかなる装置でも、冗長性を高めると、装置当たりの負荷が下がり、それに付随して効率性と運用コストも変わる。機

器選定においては、初期投資と所要の床面積に加えて、想定される負荷水準での運用コストを考慮することが望まし

い。 

 

Table 9-11 配電・分電設備の各構成要素での係数 

配電・分電設備の構成要素 
係数 

（N = 安全係数を含まない設計上の ITE 負荷） 

UPS およびその重要配電 N（+ 安全係数） 

分電盤（PDU） N × 1.5～2.0 

分電盤（RPP）または電源バスダクト N × 2.0～3.0 

コンセントバー（POU） NC × 1.25 

 
Figure 9-25 に配電・分電設備の全段階における設備容量の考え方を表すための、単一経路に単純化した電力系

統のブロック図を示す。 
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Figure 9-25 配電・分電設備の各段階における設備容量の考え方 

  

電気設備ブロック図 

 

本図は、単一経路の配電・分電設備のさまざまな段階における設備容量を示している。 
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* RPP の数量は合計 IT 負荷「N」のみではなく、以下の要素に応じて決定される。   

 ITE の配置、つまりラックまたはキャビネット列の数、または ITE 区画の数との兼ね合い 

 RPP の容量は、RPP が供給する列または区画の中にある全ての ITE の合計 NC を収められる大きさにしなければならない 

 RPP が供給する列または区画内にある ITE へ供給する回路数を、単相 RPP に収納するために必要となる極数。  

極数 ＝ 2 × 必要回路数 以上とする 
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9.3.15.4 回路設計の手法  

9.3.15.4.1 序文  

電力設備の過負荷を防ぐための最も効果的な方法の 1 つとして、重要設備内の ITE 負荷の管理が挙げられる。ITE

負荷の管理に当たっては、通常モードおよび保守モードにおける運用について考慮する必要がある。実際に PDU や

UPS 設備が過負荷にならなくても、不適切な電源コード管理によって ITE 負荷への回路冗長性が失われる場合があ

る。その結果、ITE 負荷の故障モードへの対応が阻害される可能性がある。 

Figure 9-26 から Figure 9-32 までの各図にて、クラス毎の ITE キャビネット内回路構成の例を図示する。図中のそれ

ぞれの電源回路は、ITE キャビネットの電力負荷を単独で供給可能な容量設定とすること。 

9.3.15.4.2 回路マッピング  

クラス F2 までは、重要電力設備の経路に冗長は存在しない。クラス F0 および F1 の重要電力設備のためのモデルは

Figure 9-26 に示すような形になる。 

 

 

  

Figure 9-26 クラス F0 およびクラス F1 の回路マッピング 
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クラス F2 では、重要電力の非常用発電機、UPS 設備、および設備の経路に冗長は存在しないが、複数のコンセント

バー（POU）を各 ITE キャビネット内に設置することが望ましい。各 POU には、異なる専用の上流ブレーカから給電さ

れる。クラス F2 の場合、ラックまたはキャビネット内の一組の POU のための電力回路は、同一の上流 RPP や PDU か

ら給電される場合がある。クラス F2 の重要電力設備のためのモデルは Figure 9-27 に示すような形になる。 

 

 

 

  

Figure 9-27 クラス F2 の回路マッピング 
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クラス F3 とクラス F4 システムの重要電力の経路は冗長化されており、データセンター内の電力回路の複雑さは高まる。

上位クラスでは、ITE に供給する複数の回路を、別々の電源から供給しなければならず、UPS より下流の系統につい

ては、クラス F3 では無停電保守に対応し、クラス F4 ではフォールトトレラントでなければならないということである。 

データセンター業界には、重要なサーバ、ストレージ機器、ネットワーク機器の電源冗長化は、これらに供給する電源設

備の保守停止を可能とするために導入されたという誤解がある。電源冗長化の当初の意図は上記とは異なり、その理

由は、各機器に含まれる電源回路と電源装置が、高い故障率の要素またはシステムだったからであり、ITE 製造者が

システム全体の高い可用性を確保するために、機器の電源装置を冗長化したのが真相である。データセンター所有者

の観点からすると、ITE の冗長電源を電源設備の無停電保守の手段として使用することは許容できるかも知れないが、

IT 部門はそれによるリスクを理解しなければならない。 

二重化された片方の電源装置を、一定時間停止した後に復電させる時の電源装置の故障率は、5%にも及ぶことが

ある。この場合、過去のデータによると、故障が判明するのは停止しなかった側の電源が停止し、ITE 負荷が喪失する

時となるが、そのような ITE 故障の確率は 1%未満である。また同じ電源装置を共有しない他の ITE には影響しない。 

データセンターのサーバアーキテクチャが、単一機能の容量と冗長のために数百あるいは数千台のサーバを運用し、その

5%程度が喪失しても業務に支障が発生しないのであれば、配電・分電設備の無停電保守のために、二重化されたサ

ーバ電源装置を利用する事は妥当であると言える。しかし、対になった高可用性 ITE クラスタ上で業務上重要なアプリ

ケーションを運用しているデータセンターや、重要機能を担う単一のメインフレームサーバを運用する主データセンターなど

では、故障率 5%は相当なリスクを意味する。こうした場合、クラス F3 および F4 のデータセンターでは、RPP から ITE

キャビネットまで複数の冗長回路を設けるだけでなく、各 ITE に対して複数の UPS 出力盤からの電源を閉路遷移で切

替可能とすることを推奨する。 

クラス F3 では、UPS から ITE まで配電・分電設備は無停電保守が可能でなければならない。無停電保守は、複数

の回路を利用した手動操作プロセス、または複数の静止型切替器を利用した自動システムによって実現可能である。

データセンターの設備運用部門と IT 運用部門の連携が強い場合、アプリケーションを異なる仮想サーバ間で移動させ

ることで、無停止保守を実現することも可能である。つまり、保守を必要とする電力回路から供給を受けている重要な

アプリケーションを、異なる上流 PDU または RPP から供給を受けている物理サーバ上にある、別の仮想サーバへ移すこ

とが可能な場合である。 

手動操作プロセスを通じて無停電保守を実現する方法は、各冗長電力経路から 2 つの電力回路とコンセントを各ラッ

クまたはキャビネットへ設けることである。こうすることで、例えば「A」系の電力経路が保守を要する場合、運用チームが

各ラックまたはキャビネット内の「A」系の POU を手動で切断し、これを予備の「B」系の電力経路へ接続できるようにな

る。この方法を大規模データセンターにおける、UPS の下流側に閉路遷移の切替器や連絡ブレーカを持たない、配電・

分電設備の片側を保守するために使用することは、実用的でない可能性が高いが、中・小規模のデータセンターもしく

は、CPU 室内の個別の PDU または RPP の保守に際しては、実用性のある手法となり得る。この運用プロセスの利点

は、ITE の電源が故障停止した場合、高可用性クラスタのペアの両方が影響を受けないことである（クラスタのペアを両

方とも同一ラックまたはキャビネットに配置してはならないため）。故障停止した電源は、残りのラックまたはキャビネットの

作業に移る前に交換しても良い。RPP の代わりに、プラグイン式のコンセントユニットを備える分電用バスダクトを利用す

る場合、設計はより単純となる。バスダクトの場合、分岐回路の増設は不要で、予備のプラグイン式コンセントユニットが

有れば充分である。「A」系のバスダクトを保守する場合、予備のプラグイン式コンセントユニットを「B」系のバスダクトに

取り付ける。 

自動システムによって無停電保守性を実現する方法とは、各ラックまたはキャビネット内に STS を内蔵する POU を 2 つ

ずつ設置することである。各 POU は「A」系と「B」系の配電経路に接続され、片方の STS は「A」系を優先電源に、も

う片方は「B」系を優先電源に設定する。この方法により、いずれの ITE も冗長電源の停止の影響を受けずに、設備チ

ームがどちらかの電力経路を保守することを可能とする。 
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注意：  UPS の出力とラックまたはキャビネット内 POU の間における無停電保守を実現するためには、採用を検討し

ているラックマウント式の STS または ATS の MTBF データを、事前に製造者から入手して分析することが望ましい。ラッ

クマウント式 STS および ATS の予測できない偶発的な故障は、計画外停電を引き起す。この回路マッピング構成を

使用する場合、STS または ATS は、3 年毎か MTBF に応じてそれより短い周期で交換することを推奨する。 

 

Figure 9-28 は、クラス F3 の重要電力の系統における、手動操作で系統切替を行う場合の、通常モード運用時およ

び保守モード運用時の回路構成を示す。Figure 9-29 は自動操作で通常モードと保守モードの切替を行う場合の回

路構成を示す。 
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Figure 9-28 クラス F3 の回路マッピング（手動切替の場合） 
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各 POU、電力回路コンセント、およびブレーカは、ラックまたはキャビネット内の ITE 負荷の合計容量要件を満たすこと。  
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保守モード運用ラックまたはキャビネットのコンセントバーの電源コードを、RPP-B1-1 から RPP-

A1-2 につなぎかえて、「B」系分電系統の上流にあるあらゆる要素が保守できるようにする。 
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Figure 9-29 クラス F3 の回路マッピング（自動切替の場合） 

 
クラス F4 では、ITE が二重化電源（または N+1 電源構成）しか備えていない場合、ITE レベルでの耐障害性を確

保しつつ、無停電保守を実現することは不可能である。すべての ITE が N+2 電源を備える場合にのみ、N 容量に対

応した「A」系、「B」系および「C」系の冗長な電力設備から、N+2 の各電源にそれぞれ供給する構成の場合、はじめて

ITE における無停電保守と耐障害性が同時に達成可能となる。ただし、上記のような ITE 電源の構成および分電系

統の構成は、一般的ではない。しかし、クラス F4 の耐障害性を ITE キャビネットまでの配電・分電系統に導入し、「A」

系または「B」系のいずれかの上流要素またはシステムが保守停止していても、配電・分電の要素冗長を確保できるよう

にすることは可能である。 

注意：  ラックまたはキャビネット内での UPS の出力と POU 間の無停電保守および耐障害性を確保するためには、採

用を検討しているラックマウント式の STS または ATS の MTBF データを、事前に製造者から入手して分析することが望

ましい。ラックマウント式 STS および ATS の予測できない偶発的な故障は、計画外停電を引き起す。この回路マッピン

グ構成を使用する場合、STS または ATS は、MTBF に応じて 3 年毎かそれより短い周期で交換することを推奨する。 

Figure 9-30 は、クラス F4 データセンターの重要電力の系統の回路構成を示す。 
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クラス F3 とクラス F4 を示す図は、必須とされる冗長性のレベルを実現するために、利用可能な 1 つの手段を表してい

る。クラス F3 におけるラックまたはキャビネットまでの無停電保守、またはクラス F4 におけるラックまたはキャビネットまでの

耐障害性を実現するために必須とされる冗長レベルを、達成するための手段について、PDU および RPP の製造者に

は他にも選択肢がある。 

UPS の出力から、50～600VDC による分電設備を実装することで、分電設備の無停電保守および耐障害性の実現

と、UPS から ITE への回路マッピングの両方を、大幅に単純化することが可能となる。この場合、クラス F3 またはクラス

F4 の分電では、各バスダクトの両端にそれぞれ電源が接続されることで、「A」系と「B」系の両 UPS システムへ接続され

る。これにより、ITE に供給している回路の耐障害性を維持しつつ、UPS から ITE までの間のあらゆる PDU や電力回

路が保守可能となる。これは、コンピュータ室における 50～600V の直流分電が持つ大きな利点である。 

Figure 9-31 は、クラス F3 の直流 50～600V の重要電力系統の回路構成の例を示し、Figure 9-32 は、クラス F4

の直流 50～600V の重要電力系統の回路構成の例を示す。 

 

Figure 9-30 クラス F4 の回路マッピング 

RPP-2 

 パネル B パネル A 
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各 POU、STS、ATS、電力回路のコンセント、およびブレーカは、ラックまたはキャビネット

内の ITE 負荷の合計容量に対応した容量とすること。 

STS または ATS の切替時間は、PSU の停電許容時間を下回ること。 

パネル A 

PDU-A2 PDU-B2 
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Figure 9-31 クラス F3 の 50～600VDC 回路マッピング 

  

 

 

  

Figure 9-32 クラス F4 の 50～600VDC 回路マッピング 
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9.3.15.4.3 電源コードマッピング  

回路マッピングに加え、IT チームの要員は導入される ITE に応じて、適切な電源コードマッピングを理解し、実装できる

ことが重要である。ITE 製造者が提供する電源コードおよび冗長電源構成を、いくつか以下に示す。 

 2 電源、各電源に 1～3 コード、N+1 電源構成 

 3 電源、各電源に 1～3 コード、うち 2 電源は 2N 構成で、3 電源目が非冗長構成 

 3 電源、各電源に 1～3 コード、N+1 電源構成 

 4 電源、各電源に 1～3 コード、N+1 電源構成 

 4 電源、各電源に 1～3 コード、2N 電源構成 

 5 電源、各電源に 1～3 コード、うち 4 電源が 2N 構成で、5 電源目が非冗長構成 

 5 電源、各電源に 1～3 コード、N+1 電源構成 

 7 電源、各電源に 1～3 コード、うち 6 電源が 2N 構成で、7 電源目が非冗長構成 

 7 電源、各電源に 1～3 コード、N+1 電源構成 

 9 電源、各電源に 1～3 コード、うち 8 電源が 2N 構成で、9 電源目が非冗長構成 

 9 電源、各電源に 1～3 コード、N+1 電源構成 

3 つ以上の電源装置を備える ITE の電源接続が、ITE 内でどのように構成されているかを完全に理解することが重要

である。ITE 電源が内部で 2N+1 構成の場合は、どの電源が非冗長構成の電源なのかを明確に把握し、この電源を

二重電源の STS の出力に接続しなければならない。電源が N+1 で構成される場合は、どの電源を STS の出力に接

続しても問題ない。 

各電源装置に複数の電源コードが接続される場合は、入力電源が各電源装置内でどのように構成され、どのようにす

べての故障モードに応答するかを IT の設計者が完全に理解することも重要である。一部の ITE には、電源コードおよび

電源装置の構成を変更する選択肢がある。電源装置の仕様によって、一つの電源装置の全ての電源コードを同じ分

電系統に接続するか、あるいは各コードをそれぞれ異なる分電系統に接続する場合もあり得る。IT の設計者は、各

ITE について、その電源装置の構成およびそれぞれの電源装置の電源コードの構成を、完全に理解しなければならず、

同時にシステムやネットワークの管理者も、ITE 内部の構成を変更する前に、これらの構成を完全に理解しなければな

らない。 

冗長な分電系統への、電源装置や電源コードの接続が不適切であると、たとえ ITE と電源設備の両方がクラス F3 ま

たはクラス F4 システムとして設計されている場合でも、ヒューマンエラーによる不測の停止が起こる恐れがある。 

9.3.16 電源非常停止（EPO）システム 

9.3.16.1 序文 

一般的には電源非常停止（EPO）と呼ばれる、電源供給を切断する手段は、規格では必須とされていないが、現

地の法令規則で求められる場合がある。意図的な破壊工作や偶然の接触、機械的な故障、そして保守中のヒューマ

ンエラー（EPO と消火設備の連動機構の操作等）などにより起動する可能性がある EPO の存在は、電気設備の可

用性への最大のリスク要因となる。EPO に供給する電源回路の故障は、電源を喪失した EPO が ITE 電源を遮断す

るため、ITE 電源の復旧不可能な故障につながる恐れがある。 

EPO システムの構成を Figure 9-33 に示す。 

9.3.16.2 必須事項 

現地の法令規則や保険会社の要求により、消防士の安全確保のための EPO が求められる場合が良くあるが、例外

が認められる場合（例えば適切な停止手順が必要な場合）もある。また、一部の地域および法令規則では、24 時

間 365 日の人員の設備内常駐等の条件を満たす施設について、EPO の省略を認めている場合もある。 
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データセンターまたはそれを含む建物の区画に一括 EPO を導入する場合、当該 EPO は 24 時間 365 日常時監視

しなければならない。 

注：  一括 EPO は通常、開発プロジェクトの要件として、プロジェクト企画段階で協議される。 

 

 

  

Figure 9-33 EPO システムの構成例 

 

EPO のバックアップ電源回路が電池の場合は、電池残量を監視しなければならず、EPO を起動させずに電池の交換

が可能な設計としなければならない。 

9.3.16.3 推奨事項 

法令規則で要求されていない場合、データセンター所有者は EPO の必要性について、事業の継続、建物および人命

の安全のそれぞれにおける必要性を慎重に見極めなければならない。EPO システムを導入する場合、以下に示す

EPO の信頼性を高めるための機能の追加を検討する。 

 ボタン押下後から EPO 起動までの遅延の設定 

 EPO オーバーライドスイッチ（鍵付きまたは鍵なし） 

 EPO 起動カウントダウンタイマ 

 多段階のシステム 

注：  データセンターで利用する EPO システムは、オフ、試験、運用モードの 3 モードでの運用に対応することが望ま

しい。 

 （ADA 等のアクセシビリティに関する法令で禁止されていない場合）2 挙動操作を必要とする EPO の起動

スイッチの採用、または 2 個の EPO ボタンの同時押下による起動 

 EPO の起動ボタンにはカバーを設け、カバーを外すと視覚・聴覚両方の警報が起動するようにすることで、誤っ

てボタンカバーを外してしまった者に、EPO システムが起動する危険を知らせる 

 起動動作の遅延、電源停止範囲の細分化、あるいは電気設備の運用への統合などを組み込んだ EPO 起

動 

注：  これらの方策はすべて、導入前に現地の AHJ の審査と認可を得ることが望ましい。 

 ITE と空調機器の電源については、電源を遮断する複数の手段を用意する 

  

EPO 補助リレーパネル 

EPO 
ステーション 

EPO 
ステーション 

システム警報が出た
場合は BAS へ 

通電している場合は
BAS へ 

EPO 
ステーション 

BAS へ 
 CRAC および CRAH の停

止のため 
 火災・煙ダンパの閉止のため 

表示のために火災 

警報パネルへ 

 トリップ 
 モジュラー冷却ユニット 
 配電盤内または PDU の主ブレーカ 
 UPS 入力側に設置 
 蓄電池の切り離し 
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設置時の判断事項も信頼性に影響することがある。設置時の推奨事項には以下を含む。 

 N+N 構成の UPS の場合、EPO 電源の全停止を起こさないために、EPO の電源は複数の UPS から供給

することが望ましい。 

 EPO ボタンに向けた防犯カメラを設置して、EPO を操作した人の顔が明確に映るようにすることが望ましい。 

 EPO システムは、火災警報システムの定期点検中に誤動作しないように、火災警報システムと分離できるよ

うにすることが望ましい。 

 UPS モジュール、UPS 制御盤、PDU、静止型切替器等に工場で組み込まれる EPO ボタンについては、可能

な限り設計段階より仕様から除外するか、または無効化することが望ましい。安全な状態で EPO を除外できな

い場合は、誤起動を防ぐために、カバーを封鎖して固定することが望ましい。機器単独の EPO は、部屋内の全

機器を一括停止できる EPO が存在する場合には不要となる。 

 EPO 回路の起動時には、当該室の空調設備の電源を遮断し、全ての火災・煙ダンパを閉鎖することが望ま

しい。 ただし、そのように室内の気流を止めてしまうことが、止めない場合より危険を増大させるというリスク評

価が下され、かつ AHJ が承認した場合を除く。 

 電源遮断の手段については、コンピュータ室外の保護区域内に設置することも許容されるが、その場合は設

置前に現地の AHJ の審査と認可を得ることが望ましい。EPO をアクセス制限区域外に設置する場合は、そ

のことがもたらすセキュリティ上のリスクを考慮することが望ましい。 

さらに、法令規則や現地の AHJ が求める場合を除き、EPO システムは以下の場所に設置しないことが望ましい。 

 UPS 室、熱源装置室、蓄電池室 

 照明スイッチ、電話など、常時人が触る装置の近辺 

9.3.17 事故電流と保護協調 

9.3.17.1 序文 

損失低減のために電力回路上のインピーダンスを下げる設計とした結果、近年のデータセンター電力設備では、短絡

時に事故点に向けて流れる事故電流が増大傾向にあり、複数の回路が集約される箇所にて顕著となっている。特に

PDU、STS、ITE 電源用バスウェイ等のリスクが高くなる。これらの要素が事故電流に対応できる定格を備えていない

場合、当該要素の破損や爆発に至ることがある。 

正しく設計された電気系統では、回路上の事故は、事故点のすぐ上流のヒューズまたはブレーカで遮断されるはずであ

る。これを保護協調と呼び、設備全体で実現することは難しいとされている。 

9.3.17.2 推奨事項 

事故電流保護と保護協調については、概念設計の初期段階から、ソフトウェアツール等を用いて検討することが望まし

い。保護の要件を備えるために、概念設計の再検討が必要となる場合がある。 

9.4 空調・熱源設備への電源供給 

9.4.1 序文 

空調・熱源設備は、ITE に給電する UPS システムと同様、データセンターに不可欠である。室内の温湿度を一定の範

囲に維持しつつ、コンピュータ室の冷却を一時停止または無停止で運用する能力は、多くの高性能な IT システムの運

用に不可欠である。 

高温により ITE が動作停止する前に、温度上昇を止められなかった熱暴走の事例が、過去にいくつか存在する。 

一部の IT システムでは、その消費電力の多さと電力密度の高さ（例：W/m2、W/ft2、kW/キャビネット、または kW/フ

ロアタイル）のため、わずか 1 分間の冷却停止によって ITE が停止する可能性がある。この点で、ITE には無停止の電

力供給と、ほぼ無停止の冷却が必要になる。 
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空調・熱源設備への電力供給に関しては、2 つの観点からの検討が必要となる。冷却設備の再起動時間（熱源設

備から換気設備まで通算したもの）と、冷却設備への電源経路の冗長性および電源経路と冷却設備の各要素の冗

長性との整合である。 

従来型の熱源設備（個別の AHU に従属するユニット式の室外機を除く）では、圧縮機の再始動に要する時間の長

さが、停電時のデータセンター内の熱暴走につながる恐れがある。この原因は、熱源装置が発電機電源への切り替え

の際に、停止・再始動しなければならないのに対し、ITE は UPS 電源から供給を受けて稼働を継続しているからであ

る。 

無停止の冷却設備に供給する UPS システムの蓄電池の給電時間は、発電機の起動および負荷の切替に必要な時

間と整合させる必要がある。同様に、重要な建物システムおよび制御システムについては、熱源・空調機器の再始動に

先立ち、システムの再起動または切替に要する時間を考慮する必要がある。 

再始動の制御シーケンスは、空調設備の設計者の責任範囲であるが、停電からの復旧または発電機電源からの切り

戻しの後、速やかに以下の事項に対応する必要がある。 

 冷水系の水流を維持する 

 換気システムの動作を維持する 

 熱源設備を再始動する（方式を問わず） 

一般的に、クラス F4 の空調・熱源設備の構成は、クラス F4 の電気設備の構成と異なる。クラス F4 の空調・熱源設

備は、クラス F4 に定められた性能要件を満たす必要があるため、空調設備に供給する電気設備は、空調設備の通

常、故障、および保守モードのいずれの動作にも対応する必要がある。 

多くの場合、空調設備の電源回路構成は、CPU 室内の多重化された ITE の電源回路に類似している。つまり、所定

の機器が故障時に停止しない、あるいは保守点検中も稼働を続けるために、複数の電源経路を確保する必要がある。

しかしクラス F1 およびクラス F2 の電気設備は、負荷への供給に冗長性を備えていないため、対応することができない。

クラス F3 施設における空調電源の電源回路構成を Figure 9-34 に示す。 

 

 

  

Figure 9-34 クラス F3 空調設備に供給する電源回路の例 

Figure 9-35 に、クラス F4 施設における空調用電源構成の一例を示す。 

 

商用系統 

空調負荷 A 

½ N 

空調負荷 C 

½ N 

空調負荷 B 

½ N 

代替電源 N 

代替電源 +1 

クラス F3 要件に合致させるため、ATS により 2 電源間を切り替える。 
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Figure 9-35 クラス F4 空調設備に供給する電源回路の例 

 
9.4.2 必須事項 

温度制御は、正常モード、故障モード、および保守モード動作中に維持しなければならない。空調・温度制御システム

が冗長性を備える場合、制御システムの冗長性と同等の、冗長な電源回路を用意しなければならない。 

冷水ポンプに対して無停電電源の供給が必要な場合がある。モータやポンプに対して無停電電源を供給する場合は、

回転機特有の高い突入電流に対応した、専用の UPS から供給しなければならない。モータとポンプは、ITE 負荷と同

じ母線を共有してはならない（9.1.6.5 項および 9.1.6.6 項を参照）。 

9.4.3 推奨事項 

9.4.3.1 一般的な考慮事項 

空調・熱源設備の制御電源を UPS 電源とすれば、空調・熱源設備の再起動時間をより早めることが可能になる。た

だし、実装された空調・熱源設備のメーカーや型式による要因があるため、空調・熱源設備のベンダと共に確認する必

要がある。冷凍機自体は非 UPS 電源で、冷凍機の制御部は UPS 電源とした場合、商用電源の喪失時に、制御

部が冷凍機の故障と誤認し、停止状態のままとなる恐れがある。この制約は製造段階や設置段階での改修が不可能

な可能性もある。 

冷凍機と冷却設備は、長い再起動時間を要する場合があり、定格運転に復帰するまでにも時間がかかる。このことに

より、下記のいくつかの考慮が必要になる。 

 冷却設備が再起動する間も、UPS システムは負荷へ電力を供給し続ける。UPS 電源で動作する ITE 負荷

から発生した熱は、データセンター空間内に蓄積する。冷却システムの再起動時間が、室内の温度上昇で

ITE が停止するまでの時間を越える場合がある。 

 空調・熱源設備に供給する電気設備の冗長性については、保守モードおよび故障モードにおいても、冷却シ

ステムの再起動時間内に、過熱による ITE 負荷の故障を引き起こさないようにしなければならない。 

＜次頁に続く＞ 

商用系統 代替電源 

空調負荷 A 

½ N 

商用系統 代替電源 

空調負荷 C 

N+1 

空調負荷 B 

½ N 

全ての切替システム（外付け ATS、または負荷内部にて）が 2 電源間を 

切り替えることで、クラス F4 要件に合致させる。  

通常モード、故障モード、および保守モードでの動作を可能にする切替 
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 熱源設備の再始動による時間的および容量的な不足を埋めるために十分な冷水が、冷水配管系に存在す

る場合もある。この点を踏まえ、冷水および冷却水ポンプの稼働を常時維持する。 

 単純な換気によっても一定の熱移動が起こるため、空調用ファンの稼働を継続することで、室内の温度上昇

を部分的に軽減可能である。 

 熱源設備の再始動の際には、以下の順番で負荷を（全負荷は代替電源側に切り替え済とする）投入する

ことを推奨する。 

– 換気 

– ポンプ 

– 熱源設備および冷却システム 

 高い電力密度の領域では、たとえ冷却が復旧しても、高温により ITE が強制停止または損傷する「熱暴走

状態」に至るまでの時間的猶予が、数十秒から数分しか無い場合もある。この場合、一部の空調電源は 24

時間 365 日無停止が求められ、IT 向けの UPS から供給を受ける必要が出てくる。高密度負荷では、一部

のポンプおよびファンにも専用の UPS からの電力供給が必要となる。 

 細心な設計としては、まずデータセンター内で発生する熱量を算定して故障時および保守停止時の再始動

時間と照合し、次に空調設備とその電源に熱暴走を防ぐために十分な容量と冗長性を持たせることが重要で

ある。 

 冷凍機の迅速な再始動のためには、冷凍機の制御部（ただしポンプは除く）を UPS 給電とすることが望まし

い。 

9.4.3.2 冷凍機を含む中央熱源設備 

冷凍機および冷却システムには、高可用性が求められる用途に供給するために克服しなければいけない課題が存在す

る。冷凍機、冷却塔、ポンプは単一電源、単一の受電の機器となる場合が多い。冷却塔を使用する開放型冷却水

系では、冷凍機は特定の冷却塔や冷却水ポンプと対になる場合と、逆にそれぞれが別個に運用可能な場合がある。

いずれの場合でも、冷凍機の電源供給は冷凍機の冗長構成と整合しなければならない。一部の高可用性データセン

ターでは、熱交換器および蓄熱システムを採用しており、冷却システムへの電源回路構成においても、そのことを考慮し

なければならない。 

全ての場合において、ポンプや制御などその他の周辺機器についても、通常モード、故障モード、および保守モードのそ

れぞれにおいて常に給電を維持しなければならない。冷凍機、冷却塔、およびそれらの付帯設備に対して、自動または

手動切替システムによる 2 電源入力が必要となる場合もある。 

高密度 ITE 環境では、発電機や熱源設備の起動時において、何らかの形で冷却を維持することが必須である。データ

センター内の温湿度管理を維持するために、一部の冷却機器は UPS 電源から供給しなければならない場合がある。 

9.4.3.3 ポンプ 

データセンターで使われるポンプには、一次および二次冷水用、冷却水用、補給水用、井戸用、加圧用等あらゆる用

途がある。これらのシステムの多くは並列冗長構成となっており、N+x ベースで動作する（設計基準に応じて、ここでの

x は整数またはパーセンテージとなる）。また、2N 構成も存在する場合がある。ポンプシステムの運用は、発電機や

UPS モジュールの並列構成に近い運用が一般的で、その駆動と制御の構成に応じて、負荷の分配方法が均等もしく

は不均等となる。このため、各ポンプへの電源回路は、各々が他のポンプから独立していなければならない。回路マッピ

ングも機器のクラス要件および保守モード・故障モードにおける要件に従う必要がある。 

高密度 ITE の環境では、冷水の水流を維持することが不可欠であり、何らかのポンプシステムを専用の UPS 電源から

給電が必要となる場合もある。 
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9.4.3.4 空調機 

空調機は、データセンター内の他の空調・熱源設備よりも高い冗長性を有する場合が多い。例えば、負荷に対して 10

台の AHU が必要な場合、13 台が設置される。この理由としては、気流の配分、設計者の意向、または部屋の物理

的構造や寸法などが挙げられる。これだけ多数の負荷に、空調機または空調機群ごとに、手動または自動の切替器を

使わずに、2～3 本の空調電源用母線から電源供給することは難しい。冷凍機やポンプと同様、最初に空調機の冗長

性と N + x のベース（設計基準に応じて、ここでの x は整数またはパーセンテージになる）を把握しなければならない。

次に、これらの空調機に供給するための電源回路を割り当てる。 

高密度 ITE の環境では、気流を維持することが不可欠であり、一部の AHU は UPS 電源からの給電が必要な場合

がある。 

9.4.3.5 加湿 

空調設備の設計者の手法によって、データセンター内の加湿は分散式あるいは集中式で行われる。湿度制御を AHU

にて分散して行う場合は、加湿システムの電源は AHU 電源の一部となっている。加湿と除湿はエネルギー消費が大き

くなる可能性があり、各ユニットが個別に制御を行うと、大幅に非効率となる可能性がある。また、ユニットが互いにハン

チング（異なるユニットが加湿と除湿を同時に行う）する可能性もある。このため、現時点のベストプラクティスは、湿度

制御をコンピュータ室、モジュール、または全データセンター単位で集中化することである。AHU の電源回路構成につい

ては、それぞれのクラス要件に応じて構成する。加湿装置の電源が AHU から供給されていない場合は、別途加湿装

置用の電源回路が必要となり、それらは AHU と同じクラスの電源回路構成要件に従う。これは、コンピューター室内ま

たは外気導入ダクトの中に、AHU とは独立して設置された加湿装置または除湿装置の電源についても同様である。 

9.5 無停電電源装置（UPS）システム 

9.5.1 序文 

注：  UPS システムについては配電システムの一部として 9.3.8 項でも述べられている。 

配電系統を重要電力設備の動脈と例えるならば、UPS システムは心臓、つまり電力変換と継続性の中枢と言える。

所定のクラスを満たす構成を実現する方法と設計はいくつかあるが、UPS 設備自体の容量設定および考慮事項には、

一般的な課題が複数存在する。本項では、UPS 設備に関する、多様な技術、設計の反映、およびその他の考慮事

項を取り上げる。これには以下が含まれる。 

 容量設定および実装 

 採用する技術 

 モジュールの並列化および制御 

 蓄電池等のエネルギー貯蔵システム 

UPS 構成の適切な選定は、データセンターを利用するアプリケーションの重要性に左右される。あらゆる事業が異なる

水準の重要性を求め、また、採用された構成が導入コスト、空間、運用の複雑性、運用コスト、および予想寿命に大

きな影響を及ぼすことが知られている。 

9.5.2 容量設定および実装 

9.5.2.1 実装 

UPS および重要電力系統の実装は、商用電源または内部貯蔵エネルギーのいずれかを問わず、確実に 24 時間 365

日ベースで高品質電力を送ることに主眼を置いている。負荷配分および構成に関連する課題がいくつかあるが、クラス

F3 およびクラス F4 の UPS システム設計における主な懸案事項は、想定される故障や、安全で論理的な予防保守に

対応した上で、重要電源の供給を維持することである。統合化された重要電力設備に導入する、UPS システムと重

要電力要素の採用、または機器の選定の際に、考慮するポイントがいくつかある。 
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同様に、システムバイパスは、静止バイパスか外部（保守）バイパスかを問わず、UPS モジュールまたはシステムにかか

る負荷の切替・切戻しのための、安全で明確な手段を提供しなければならないシステムの設計を工夫し、単一のモジュ

ールやシステムの故障が、隣接または並列する他のシステムに波及しないようにすることが望ましい。故障の区画化は、

重要電力系統のその他の部分にも適用することが望ましい。 

UPS と重要電力系統に関する主な設計・実装の際の考慮事項を以下に挙げる。 

 故障時の自動的な一挙動による反応 

 故障したシステムのみへの、停止範囲の限定 

 UPS 電源設備と、重要配電系統間の、正しい対応と接続 

 全ての入力電源故障時に、全負荷に供給可能な、エネルギー貯蔵システム 

9.5.2.1.1 故障時の自動的な一挙動による反応 

システム故障は、負荷をリスクにさらさずに、自動的に是正することが望ましい。故障への対応は、UPS システムが可能

な限り迅速に安定状態にすることが望ましい。故障への対応により、負荷への供給が、UPS モジュールまたはシステムか

ら、別のUPSシステムまたは商用または発電機を電源とするバイパス電源へ切り替わる可能性がある。上記を問わず、

UPS が重要負荷への供給の継続性を維持できる可能性が最も高い方式は、重要負荷を単一の切替または操作で

移行することであり、これは「ワンステップセーブ」とも呼ばれる。 UPS システムが新たな安定状態に移行するために、複

数のステップを要する場合、切替プロセスに失敗し、重要負荷の喪失につながる可能性がある。 

停電範囲は、重要電源系統のうち、実際に故障した部分またはシステムに限定することが望ましい。例えば、複数モジ

ュール内の 1 つのモジュールが故障した場合は、並列構成であれば停電範囲を故障したモジュールのみに限定できる。

分散構成の場合、系統間の連系線を通じて、故障が連系先の系統に波及しないようにすることが望ましい。以上はシ

ステムの意図しない状態変化（例：故障）にのみ当てはまることであり、クラスまたはシステム設計に基づいて想定さ

れる他の UPS システムへの切替には当てはまらない。 

「リング型」母線を形成して、複数の UPS 設備の出力または複数の配電系統の間で冗長を共有する一部の UPS 設

備設計に関して、注意すべき事項がある。電力品質、特に切替時の過渡現象、共振、またはリンギングについて慎重

に検討し、システム内のいずれの部分における故障モード運用においても、UPS の波形が崩れないようにしなければな

らない。 

9.5.2.1.2 UPS 電源設備と、重要配電系統間の、正しい対応と接続 

UPS システムと、その下流の配電・分電設備や回路では、基本となる数量が異なる場合がある。ITE 負荷は一般的に

2 重化電源配線であり、3 重化以上の電源配線の場合も珍しくない。このため、UPS 設備の出力回路数が、その下

流の配電・分電系統の経路数と一致しないという事態が生じる。UPS 設備から分電までの対応が容易な構成は、

PDU と UPS の容量を一致させた 2N 構成である（この場合、個別の PDU の構成は考慮しない）。 

分散型構成では、個別の重要電力回路の故障時の切替先を、上流の PDU との接続に反映し、その PDU の構成を

重要電力の分電・配電系統または配電盤の構成に反映させ、そして重要電力の配電盤の構成を供給元の UPS 設

備の構成に反映させる必要がある。これは通常運用時では明解であるが、故障モードや保守モード運用時には、負荷

および状態変化運用を検討し、重要電源が全ての運用モード下で確実に維持されるようにする必要がある。 

9.5.2.1.3 全ての入力電源故障時に、全負荷に供給可能な、エネルギー貯蔵システム 

代替電源はデータセンター設計の必須要素であるため、商用電源の故障によって発電機または代替電源が始動し、

設備が発電機またはその代替電源へ切り替わるようにすることが望ましい。あらゆるデータセンターの設計において、停

電後の発電機による電源供給再開まで、または発電機から商用電源への切り戻しまでの間を通じて、重要 ITE 負荷

および重要付帯設備への供給を維持する能力は必須である。 
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高密度 ITE 環境の出現により、冷却システムおよびコンピュータ室内環境の維持は、UPS システムのエネルギー貯蔵

システムと同様、ITE の稼働維持のために不可欠になりつつある。 

UPS モジュールおよびシステムのためのエネルギー貯蔵システムの詳細は 9.5.5 項を参照。あらゆる UPS 電源システム

は、代替電源への切替、および商用電源ならびに通常運用状態への切戻し時の橋渡し、あるいは入力電源の品質が

許容範囲を逸脱した場合に備え、何らかの形のエネルギー貯蔵能力を持たなければならない。単一電源の負荷では、

ITE 負荷自体が冗長を備えていない箇所に、1 サイクル未満で動作する静止型切替器を利用する場合がある。多くの

場合、ITE 負荷自体が、負荷にとって最適な電源を自ら選択する。 

一部の ITE 環境では、ITE 環境に影響が出ないように電源や空調システムを再起動または維持するための UPS 電

源を、蓄電池、フライホイール、その他のエネルギー貯蔵システムより得ている。これは、冷却水ポンプや蓄熱システムに

UPS 電源を供給する場合があることを意味する。また、送風システムに UPS 電源を供給する場合もあることを意味す

る。 

どのような場合でも、設備に適した UPS 設備の容量を決定する際には、こうした付帯する非 ITE 負荷を、ITE 負荷に

上乗せしなければならない。 

9.5.2.2 UPS システム容量の設定 

UPS システム容量の設定は設計者により選択されたクラス、電気設備の設計、および構成と関連する。UPS システム

は、皮相電力（kVA）および算出される力率を考慮し、有効電力（kW）ベースで設計することが望ましい。システム

の実効容量は以下の要因で低下（ディレーティング）するため、その低下係数を見越した容量設定を考慮しなければ

ならければならない。 

 標高 

 目標とする稼働時間の増加による許容負荷率の減少 

 電気室またはシステム・機器の配置場所の通常温度 

重要電力系統の容量設定は、（通常モードの方が、故障モードや保守モードよりも稼働するモジュールや経路の数が

多いという前提のもと）故障モードまたは保守モード運用中に利用可能とする、最少のモジュール数または経路数に基

づいて行う。 

UPS システムの容量は必ず UPS システム出力において算定する。ITE の使用電圧への変圧に伴う PDU および変圧

器の損失は、ITE 負荷の一部と見なすため、UPS の容量計算の際は、更にこの損失を含めてはならない。この方法で

は、すべての UPS モジュールおよびシステムの損失を考慮するが、UPS システムの下流で PDU または変圧器を使用し

ない、もしくはさらなる電圧変換を行わない重要電源設備が不利とはならない。電力密度（W/面積で表す）を算定

する際の基準となる電力は、UPS システムの定格出力とする。 

9.5.2.2.1 負荷水準 

多くの電源系統において、電気設備の過負荷と負荷不足の間には微妙なバランスが存在する。過負荷の問題点は明

確（過熱、ブレーカトリップ、クラス低下等）であるが、負荷不足の場合もシステムが不安定になるか、あるいは一部の

古いシステムでは動作不能になる恐れがある。 

単一モジュールシステムでは大きな問題ではないが、負荷がいくつかの同一要素間で均一に共有されている、大規模な

並列構成または分散冗長構成では、深刻な問題になる恐れがある。負荷水準は、通常モード、故障モード、および保

守モード運用について考慮しなければならない。上位クラスのシステムでは、多くのシステムが設備存続期間中のいずれ

かの時点で、少ない重要電源負荷を共有するという事実がある。 

過負荷に関する係数については次項で述べるが、通常モード、保守モード、および故障モード運用において、UPS シス

テムは最低でも 20%以上、そして後述の安全係数を超えない負荷率で運用することが推奨される。 
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重要電力系統の負荷設定は、負荷の増加とクラスの相反関係を考慮する。例えば、クラス F4 システムの負荷が一定

水準を超えると、クラス F3 レベルへ戻る場合がある。これは、以前は冗長用に使用できた電源モジュールが、現在は常

用（つまり、増加した重要電源負荷を供給する）に必要とされる可能性があるために起こる。 

9.5.2.2.2 安全係数 

いかなる電気設備も、その定格容量まで負荷を接続することは現実的ではない。一部の製造者は、重要電源負荷の

定格に対して設備定格の 100%と、結果としての安全係数 0%を主張または証明したが、ベストプラクティスはシステム

設計に際して必ず安全係数を適用することである。これは、不測の負荷変動、突入電流、および法規則が求める連

続定格要件等に対応したものである。 

標準負荷率 90%、最大 95%とし、10%から 5%の安全率を残すことを推奨する。上記には、適切な規則（NEC 等）

が要求する連続定格要件は含まれていない。多くの設計では、規則が求める、連続負荷のために必要な安全係数も、

設計安全係数として使用可能である。 

9.5.2.2.3 重要電源の最大負荷 

UPS 設備およびシステムの容量は、設備の利用寿命の間に必要になると予測される負荷の上限に対応した設計にし

なければならない。これらの負荷には ITE 負荷、重要冷却システム、およびその他の付帯設備が含まれる。この重要電

源の最大負荷には、商用電源および代替/発電機動力設備によっても供給しなければならない。 

9.5.2.2.4 拡張性 

モジュール単位のシステムアーキテクチャは、UPS 要素の段階実装を可能とする。初期、中間、および最終システム構

成は、各段階における重要負荷の最大容量を想定しなければならない。設計では、システムの稼働期間を通じて、全

ての時点のシステム負荷に対応するモジュール数を用意する一方、システムのクラス要件を満たすために、単体のモジュ

ールについて過大でも過小でもない容量を設定しなければならない。 

システムの容量設定およびその適用の要点は、システム設計において通常モードだけでなく、保守モードと故障モードで

の運用にも対応しなければならないということである。設計されたシステム容量は、システムの稼働期間を通じて、全ての

運用モードでの負荷への供給に充分対応しなければならない。 

9.5.3 UPS 技術 

9.5.3.1 UPS 技術の考慮事項 

UPS システムでは、製造者、システム構成、そして使用される UPS システム技術の種類に関係なく、いくつかの基準を

満たさなければならない。 UPS システムは、単体の UPS モジュール、単体の UPS システム、または複数の並列モジュ

ール群などによって構成される。しかし、これらのシステムにおける通常モード、保守モード、および故障モードでの応答に

関わる性能の推奨事項は類似している。 

 UPS 技術は、故障が他のモジュールまたはシステムへ広がらないように故障を区画化することが望ましい。 

 各モジュールは、運用の完全性、全体の冗長、またはクラスに影響を与えずに、それぞれを電気的に分離する

手段を備えることが望ましい。 

 各システムは、自動切替および切替操作に対応したバイパスに加え、保守時や故障時にシステム全体をバイ

パスして、電源供給を継続することができる外部バイパスを備えることが望ましい。 

 各モジュールおよびシステムは、入力電源および重要負荷から切り離すことができなければならない。これにより、

UPS システムへの電源と制御の入力を切り離し、モジュールまたはシステムの安全、保守、交換を実現する。 

 全ての UPS システムは、電池、フライホイール等の機械的エネルギー貯蔵システム、または重要負荷の無停

止切替のためのクラッチ式システム等を用いた、何らかの形のエネルギー貯蔵システムを有する。 
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9.5.3.2 UPS の運用モード 

『IEC 62040-3』は、UPS 運用の 3 つの基本モードを信頼性の高い順に明示している。 

 電圧周波数依存（VFD） 

UPS の交流入力電圧および周波数と、出力電圧および周波数は同一である。この種のアーキテクチャは、静

止型の「オフライン式」または「スタンバイ式」の UPS によく見られる。通常運用時は、このシステムの UPS は無

負荷状態で、負荷は 1 次電源（商用電源等）から直接供給されている。過電圧、不足電圧、または停電

発生時は、システムが状態を検知し、負荷（ダブルコンバージョン）運用に切り替わる。VFD のシステムは通

常、最も効率が良く安価であるが、UPS が停電を検知してから応答するまでの間は、ITE 負荷の内部電源

で運用を継続しなければならない。ほとんどの ITE の電源装置（PSU）は、約 10ms の保持時間しかもた

ない。 

 電圧非依存（VI） 

UPS は安定した出力電圧を負荷に供給するが、UPS の交流入力周波数と出力周波数は同一である。こ

の種のアーキテクチャは、同期モータ発電機付きのロータリ UPS、またはバイパス側に電圧制御をかける、「スタ

ンバイ式」の静止型 UPS によく見られる。このアーキテクチャは負荷 PSU が広範囲の周波数変動に耐えられ

る場合に有力な選択肢となる。各ユニットのクロック間では同期できない。 

 電圧周波数非依存（VFI） 

この UPS は、交流入力電源とは関係なく、接続された負荷に安定した電圧および周波数を供給できる。静

止型 UPS システムでは、これを「ダブルコンバージョン」または「オンライン」UPS と呼び、これまでのデータセンタ

ーにおける UPS アーキテクチャの主流となっている。 

今日の UPS システムは、複数モードでの運用に対応可能であり、これによりデータセンター所有者は、業務の重要度お

よび希望する運用効率等の考慮事項に基づき、適切な運用モードを設定できる。こうしたモードは手動でも自動でも

選択できるが、以下を含む可能性がある（ただしこれに限らない）。 

 完全オンライン運用（VFI）：一切遮断されずに電圧と周波数が常に制御される 

 部分的スタンバイ運用（VI）：過渡抑制または電圧制御等の一定の電力調整を伴う 

 オフライン運用（VFD）：供給電力の瞬停後にのみ電圧と周波数が制御される 

 自動バイパス運用（VFD）：故障状態を検知すると負荷が自動で商用電源または 2 次電源へ切り替わる 

 手動バイパス運用（VFD）：保守時に負荷を手動で商用電源または 2 次電源へ切り替える 

データセンターはその電力利用効率（PUE）または効率性を最大化したいという要求があるため、大規模な UPS シ

ステムでは、UPS を完全な VFI モードにしない運用により 1、2％の効率向上を得られ、一般には「エコモード」といわれ

る運用の提供が可能である。これは、クラス F1 またはクラス F2 運用、もしくは一次側が完全な VFI 運用で二次側が

VI または VFD 運用になっているクラス F3 にとっては有効な手段となる。 

9.5.3.3 UPS システムの種類 

9.5.3.3.1 序文 

UPS システムは重要負荷に供給するために多様な技術と構成を用いている。 

設計者は、多様なUPS技術を用いて重要電力設備を構築し、クライアントの重要負荷のニーズに応える。本項では、

技術そのものではなく、それらの技術が通常モード、保守モードおよび故障モード運用に対処するためにどのように利用さ

れるかに重点を置く。 
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9.5.3.3.2 静止型 UPS システム 

静止型 UPS システムは、トランジスタまたはその他の種類のパワーエレクトロニクスを使用して、交流電力入力を直流に

変換し、直流電力を貯蔵し、また貯蔵電力が必要な場合は、二次側のパワーエレクトロニクス系が直流電力を交流へ

変換して供給する。 

注：  このプロセスはダブルコンバージョンと言われ、電圧と周波数に影響されない。一部の静止型 UPS では、基本的に同じ

交流出力方式を使用するが、直交変換にデルタコンバージョン方式を用いる。この変換では、出力側周波数の入力側への依

存が生じる。 

直流電力の貯蔵には、従来の化学式蓄電池や高速・低速のフライホイール、圧縮空気等の慣性エネルギー貯蔵シス

テム、またはその他の技術を用いる。 

静止型 UPS には主に 2 つの種類がある。従来型は固定された電源を持つ単一ユニットで、複数ユニットを並列接続

して容量または冗長を高めることができる。モジュラー型は制御盤が付いたシャーシで、内部に複数の電源モジュールを

搭載可能である。 

従来型の主な利点は以下のとおりである。 

 一般的に大容量である 

 要素数が相対的に少なく、MTBF も同様に減少する 

モジュラー型の主な利点は以下のとおりである。 

 モジュールの単位が小さいので、最適な負荷率が得やすい 

 活線状態でのモジュール交換にも対応してしる場合があり、MTTR を大幅に改善できる 

静止型 UPS のパワーモジュールは、電磁界対策の観点から、変圧器付きと変圧器無しの 2 種類の構成を提供してい

る。変圧器無しの UPS パワーモジュールは、インバーター運転時に変圧器がないため、変圧器損失が見られず、より高

い効率を提供可能である。UPS パワーモジュールの仕様を検討する際の考慮として、交流および直流の内部母線故

障に対する対応、内蔵モジュールのパワーエレクトロニクスの設計、下流の重要負荷の故障除去、そしてシステム効率

などが挙げられる。変圧器無しの UPS パワーモジュールには、既にそれを確立した技術と呼べるだけの導入実績が存在

する。 

9.5.3.3.3 ロータリーUPS システム 

ロータリーUPS のパワーモジュールでは、入力から出力への電力変換は機械的であり、同期回転機によって実現される。

ロータリー式 UPS では、電力を機械式に変換する点が、静止型 UPS のパワーモジュールで、電力を電気的に変換す

る点と異なる。一部のロータリーモジュールは、静止型 UPS システムに似た補助的パワーエレクトロニクスを備えている。

ただし、交流から交流の 1 次変換が、トランジスタ化したパワーエレクトロニクスではなく、回転するモータを通じて行われ

る点が静止型 UPS とは異なる。ロータリーUPS に付属するエネルギー貯蔵システムには、静止型 UPS モジュールに普

及しているあらゆる種類の技術およびシステムが使用可能である。 

9.5.3.3.4 ハイブリッド UPS システム 

ハイブリッド UPS システムは 3 つの要素を組み合わせている。 

 発電機と、一般的にはディーゼルエンジン等の動力源 

 ITE 向けの重要電源を出力する要素、通常は回転機（ロータリーUPS）またはパワーエレクトロニクスで波

形を生成する静止要素（静止型 UPS）のいずれか 

 貯蔵エネルギー源、通常は化学エネルギー貯蔵装置（電池）または慣性を用いた運動エネルギー貯蔵装

置（フライホイール） 
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ハイブリッド UPS では、上記の要素のうち 2 個または 3 個全てを単一のベンダが組み合わせ、パッケージ化したソリュー

ションとして提供する。もう一つの従来の方式では、複数ベンダからのソリューションを用いて、上記の 3 要素を現地にて

組み合わせるソリューションとなっている。一部には蓄電池を使用する場合もあるが、ハイブリッド UPS 設備では運動エ

ネルギー貯蔵システムの採用が主流となっている。 

一部のハイブリッドシステムには、電気的または機械的に接続された、発電機システムが含まれる場合もある。機械的に

接続されたシステムでは、発電機とモータの間で軸を共有する。エネルギー貯蔵システムは、停電の瞬間から発電機が

負荷を担うまでの時間をサポートする。その要素は製造者固有の設計に基づいて設置される。発電機が UPS システム

と電気的に接続された場合、UPS システムに機械的に接続されないが、その制御は電気設備の制御に統合すること

ができる。 

ハイブリッド UPS 電力設備の定義には、以下の 3 つの前提条件が存在する。 

 これらの設備は単一の設備として設計、製造、および運用され、現地で複数の製造者からの製品を組み合

わせ、単一のロータリーまたは静止型 UPS システムとして組み立てられる。 

 設備の要素は、他の既製品と容易に交換や入れ換えができるとは限らない。 

 制御システムは製造者に固有であり、電力変換システム、エネルギー貯蔵設備、および発電設備を、製造者

が単一のシステムに組み上げる。 

9.5.3.4 直流 UPS システム 

直流電源系統では、出力電源インバータを用いず、効率性と信頼性を高めている。直流 UPS システムは、重要負荷

の負荷要件に適した電圧（48VDC、240VDC、または 380VDC 等）で電源を供給する。出力電圧は、電池電圧の上

限電圧と下限電圧の間で変化し、その許容値は供給先のシステムに固有のものである。システム構成は、集中型の直

流電源装置からラックマウントシステムまで多岐にわたる。商用電源によるバイパスが原理的に不可能なため、直流

UPS システムでは、交流システムと同等以上の信頼性を確保するために、冗長が不可欠となる。 

9.5.4 並列化および制御装置 

並列化および制御装置は、9.7 項に定めた規則に基づき、現地操作および自動故障対応を求めることが望ましい。一

部の UPS システムでは、バイパス回路は短時間容量を定格にしているが、クラス F3 およびクラス F4 システムでは連続

運用容量を定格としている。制御装置は、操作者に対して簡潔に正確な電気設備の状態を表示することが望ましい。

これには、電力の流れ、全ての電気的要素の計測値、一覧表示機能、ならびに警報を含む。従来、ユーザーインター

フェイス(GUI)については、それぞれのシステム製造者の固有であった。 

単一の制御装置を持つ並列システムにおいては、通常・保守・故障の各モードにおいて、全てのパワーモジュールが均

等に負荷を共有することが望ましい。モジュールの出力が全て同一の出力母線に接続され、物理的に並列化されてい

るシステムでは、並列制御は UPS のシステム制御筐体内の、PLC または制御ロジックに組み込まれている。 

xN の分散冗長クラス F4 システム等の、仮想並列システムにおいては、制御に課題が生じる。この場合、すべての負荷

を一括して均等化および制御し、物理的に並列化されたシステムにおける、システム制御筐体に相当するものが存在

しない。xN システムおよび同様のシステムにおいて、実際の制御システムとはシステムの運用シーケンスを指す。つまり、

仮想的に並列されたシステムの制御は、他のシステムの変動に起因する影響にどのように応答するかに基づく。 

9.5.5 蓄電池等のエネルギー貯蔵システム 

9.5.5.1 序文 

蓄電池、フライホイール、熱、圧縮ガス、および電磁クラッチを備えた発電機はすべて、UPS システムに有効な貯蔵エネ

ルギー源の例である。要点を以下に挙げる。 
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 エネルギー貯蔵システムは、これが使用される UPS 電力設備に合わせて設計されなければならない 

 入力電源が復帰し、UPS システムの交流電力入力が本来の状態に回復するまで、エネルギー貯蔵システム

は重要負荷に供給し続けなければならない 

クラス F1 以上の分類を適用するためには、発電機または代替電源が必要になるが、Wh として表記されるエネルギー

貯蔵システムの容量は、クラスに応じて変動する。定格 Wh は、使用するエネルギー貯蔵技術、およびシステム設計で

求められる供給時間に連動する。 

9.5.5.2 構築 

9.5.5.2.1 リスク分析 

データセンター設備クラスの決定には、正しいリスク分析が不可欠であり、それはエネルギー貯蔵ソリューションの仕様の

決定を推進する。貯蔵エネルギーの種類とその持続時間、そして設備への投資額は、負荷の重要性と停電の可能性

を鑑みて決定する。 

9.5.5.2.2 集中型 vs 分散型のエネルギー貯蔵システム 

複数の UPS モジュールに供給するための共通のエネルギー貯蔵システムは、設置コストを抑えることができるが、これが

単一障害点となり、全体の信頼性が下がる。そのため、共通のエネルギー貯蔵システムは推奨できず、上位クラスでは

採用しないことが望ましい。 

分散型のエネルギー貯蔵は、各電源モジュールごとに独立した電池列を設けることが望ましい。容量または冗長を高め

るために、各電源モジュールに複数の電池列を設けてもよい。 

9.5.5.2.3 放電時間および全体容量 

異なる交流電源間（発電機と商用電源の間等）での無停電による切替が、唯一の要件である場合、わずか数秒

分の貯蔵エネルギーで充分である。しかし、切替機構または代替電源の故障や停止の可能性も想定しなければならな

い。例えば、予備発電機が始動できなかった場合、負荷を手順通りに停止するか、データをホットサイトに移すまで、貯

蔵エネルギー源が負荷への供給を継続することが現実的であるかを確認し、そうであれば対応に必要な作業時間を算

定しなければならない。 

一部の機械的またはハイブリッドなシステムは、代替電源の稼働までに必要な数秒間の供給を継続するために非常に

有効である。供給を継続する時間を延ばすためのより一般的な方法は、蓄電池や化学/機械ハイブリッドシステム等の

化学エネルギー貯蔵装置を使用することである。一部の化学技術は、Wh 要件の下限では比較的不安定となるため、

技術自体がより長いバックアップ時間を要求する場合もある。例えば、鉛蓄電池の容量を 5 分未満の動作に合わせる

ことは、ほとんどの場合推奨されない。ほとんどの化学エネルギー貯蔵装置は、経年とともに容量が低下していくため、予

想寿命時点の公称容量に基づき、蓄電池によるサポート時間を設定することが望ましい。容量の設定に際し、その他

の考慮事項には、極端な温度下での蓄電池およびケーブルのディレーティング、ならびに蓄電池と UPS 間のケーブルに

おける直流電圧降下を含む。 

本項において特定の最少サポート時間を示していない場合は、5 分間のシステム容量が、多くの用途で安全といえる最

低限の定格である。アクセスプロバイダの通信局舎等の一部の設備では、直流電力系統を主系統とし、数時間の貯

蔵容量を持つ。並列または冗長モジュール構成である、「N より大きいシステム」の電池列は、各モジュールの定格よりも

長い動作時間が提供されることに注意が必要。例えば、それぞれ 15 分継続する蓄電池を備えた 4 モジュール N+1 並

列 UPS システムは、全電池列が UPS に接続（例：予防保守または是正保守で使用不可となっていない）されて

いる限り、15 分を大きく超える蓄電池バックアップ時間を生み出すことができる。 
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9.5.5.3 エネルギー貯蔵技術の選択 

エネルギー貯蔵技術の選択は、データセンターの設計、施工、および運用に多大な影響を及ぼす。多くの UPS システ

ムは、1 つのエネルギー貯蔵技術のみと連動可能であるため、エネルギー貯蔵法の決定は、選定される UPS システムの

種類に大きく影響する可能性がある。下記に、考慮すべきいくつかの要素をまとめる。 

9.5.5.3.1 物理的、法的、および環境的な考慮事項 

以下は蓄電池システムの設置に関する考慮事項である。 

 危険物――そのソリューションに、運用者や技術者にとって危険な物質が含まれているか？また、どのような条

件で危険となるか？ 

 危険の種類――そのソリューションでは、特殊な施工および要員立ち入りの要件（特別な部屋やコンテナ構

造の採用等）が必要となるか？また、その他の機器と併設は可能か？ 

 危険の条件――どのような条件により安全性への懸念が高まるか（過充電によるガスの発生、または振動に

よる破壊等）？ 

 処分およびリサイクル要件――そのソリューションは使用期限後にリサイクルまたは製造者による引き取りが必

要か？また、リサイクル工場は利用可能か？ 

 空間の施工――そのソリューションには部屋への特殊な施工（耐火、アクセス制限等）が必要か？それは屋

内または屋外に設置可能か？これが占める空間はどの程度か？レイアウトは？床は荷重を支えられるか？ 

 換気および排気――そのソリューションでは、特別な換気または排気処理を必要とするか？ 

 ガス検知器――そのソリューションでは、有毒または可燃性のガスの発生・滞留に備えてガス検知器が必要

か？それらの設置、保守、および校正の責任者は誰か？ 

注：  鉛蓄電池を使用する場合、水素検知器の設置を検討する場合があるが、誤報による誤作動が発生し、校

正の頻度も高いため、水素検知器の使用は推奨されない。 

 流出の封じ込め――そのソリューションには、電槽が破損した際に封じ込めが必要となる、危険な液体が含ま

れているか？ 

 安全のための機器と資材――エネルギー貯蔵装置に近づく要員は、特別な個人用の防護用具(PPE)を必

要とするか？洗眼設備が必要となるか？ソリューションから流出する恐れがある化学薬品を中和する薬剤を

保管する空間が必要か？薬剤の取り扱いに必要な資格・認証は何で、誰が有資格者か？ 

 床ドレン――そのソリューションでは、危険な液体または燃料を排出するためのドレンが必要か？ 

 温湿度管理――そのソリューションでは、温湿度環境を厳格に維持する必要があるか？運用中にしきい値を

外れた場合の悪影響は何か？ 

 防火要件――ソリューションには防火に関する特殊要件（水反応可燃性化学品等）が存在するか？ 

 規則上の要件――特別な要件を課す現地規則要件（火災、換気空調、電気等）が存在するか？ 

 騒音および振動――そのソリューションは、運用者や常駐者にとって、有害または迷惑となる騒音または振動

を発生させるか？ 

9.5.5.3.2 性能に関する考慮事項 

以下は蓄電池システムを選定する際の性能に関する考慮事項である。 

 充放電サイクル特性――そのソリューションは、取り換えが必要になるまで何回の充放電が可能か？浅い

（短時間）または深い（長時間）充放電深度の重要度は？ 

 充電特性――放電後、定格容量に完全に回復するまでの所要時間は？充電はその他のシステムに影響す

るか（大電流または高温の発生等）？ 

＜次頁に続く＞ 
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 予想寿命――そのソリューションは、想定される運用条件下で取り換えが必要になるまでどれくらいの時間使

用可能か？保証寿命および減価償却率は？ 

 保守性――そのソリューションを保守できるのは誰か（例：所有者自身が定期および緊急保守を実施可能

か、または認定技術者が必要か）？是正保守の頻度はどのくらいか？ソリューションは遠隔監視が可能か？ 

 実証された信頼性――ソリューションは実証された運用実績を持つか？ 

 入手性――ソリューションは 2 社以上のサプライヤから入手可能か？修理部品はすぐに入手可能か？ 

 ライフサイクルコスト――データセンターの既定予想寿命（20 年等）が尽きるまでの、ソリューションの設置、

運用、保守、取り換え、撤去、およびリサイクルに予定されるコストはどの程度か？ 

9.5.5.4 化学エネルギー貯蔵の選択肢 

9.5.5.4.1 鉛蓄電池 

エネルギー貯蔵技術は数多くあるが、UPS システムの大多数はいずれかの蓄電池を利用する。鉛蓄電池は、軽量また

は高電力密度などの優位性を持つ他の蓄電池が存在する現在においても、最も一般的なエネルギー貯蔵ソリューショ

ンであることが明確である。鉛蓄電池の名称は、正極材が二酸化鉛、負極材が鉛、電解液が希硫酸であることに由

来する。鉛蓄電池は、用途に応じて多様な材質や構造が見られるものの、一般的にベント型および制御弁式という 2

つの種類に分類される。 

鉛蓄電池は定格容量の 80%に低下した時点で寿命に達したとみなされる。その他の化学蓄電池技術では、それより

低い容量に低下した後でも、十分な動作が可能なものもある。温度は蓄電池列の寿命または容量に影響し（最適

温度は 20～25°C （68～77°F））、定格設計温度を長期的に上回るか下回ると、蓄電池列の容量に多大な影

響を及ぼす。一般的に、鉛蓄電池の寿命は、定格最適温度を超えて連続運転温度が 8～10°C（14～18°F）上

昇するごとに半分に低下する。低い運転温度は、鉛蓄電池が定格 Wh 容量を下回る原因になるため、電池給電時

間は短くなるが、蓄電池の寿命を伸ばすことができる。高い運転温度では逆の事象が発生し、電池給電時間は伸びる

が、予想寿命は温度が上がるほど短くなる。 

鉛蓄電池は、最初の放電時に大幅かつ一時的な電圧低下を引き起こし、その後、通常フロート電圧またはその近くま

で回復する性質も持つ。この現象はクープデフォート効果と呼ばれており、直流電圧が低下してしきい値を下回る場合

に一部のシステムが停止する原因になる。このため、鉛蓄電池は 1 分未満～5 分の定格ではほとんど運用されない。 

鉛蓄電池はリサイクルすることが望ましい。多くの国でリサイクルセンターがすでに存在している。 

AHJ 要件および規制要件に関する留意事項：一部の蓄電池規制は、湿式蓄電池の電解液（成分のほとんどが水）

の容積に基づいているが、別の規制では実際の危険物質（鉛蓄電池内の硫酸やニッケルカドミウム電池内の水酸化

カリウム等）に基づく場合もある。据置型の蓄電池システムに対し、電解液の容積に基づき、多様な貯蔵、設置、換

気、および報告に関する要件を生じさせる。 

 ベント型（湿式）鉛蓄電池（VLA）の名称は、電解により生じる水素と酸素が常時ベントを通じて雰囲気

中に逃げていくことから由来する。VLA 蓄電池は、プレートが自由流動性の電解液に浸されるため、湿式とも

呼ばれる。この種の蓄電池は、グリッドに使用される鉛カルシウム系、鉛アンチモン系、鉛錫系等の合金の種

類によりさらに詳細に定められる。常時可燃性ガスを放出するため、VLA 蓄電池は電解液の流出封じ込め、

専用換気、および排気のある専用室が必要である。VLA 蓄電池は定期保守および給水が必要である。

VLA 蓄電池は湿式であるため、通常は開放型ラックの上に常に正しい向きで設置され、電解液の流出封じ

込めが必要である。取扱者が高エネルギーおよび危険化学物質に接する可能性があるため、VLA 蓄電池は

アクセスが管理された空間に設置しなければならない 

＜次頁に続く＞ 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

198 

 制御弁式鉛蓄電池（VRLA）の名称は、内圧が高まり過ぎた場合を除いて、ガスの漏出を防ぐ弁があること

に由来する。VRLA 蓄電池では水素と酸素を再結合させて、水を生成する。VRLA 蓄電池の電解液の保

持剤は、一般的に欧州ではゲル化剤（ゲル）、北米およびその他の地域ではガラスマットである。多くの

VRLA 蓄電池は、横倒しや積み重ねた状態での実装に対応可能で、より大きな電力密度を実現可能とす

る。VLA 蓄電池よりも寿命が短いという欠点がある（つまり、より頻繁な交換とより高いライフサイクルコストを

意味する）にも関わらず、VRLA 蓄電池は、占有空間や、必要な保守の回数が少なく、電解液の流出封じ

込めも一切必要なく、通常の運用条件下では密閉されているため、好まれることが多い。コンピュータ室内で

は、キャビネット取付型 VRLA 蓄電池が用いられることが少なくない。 

9.5.5.4.2 ニッケルカドミウム（Ni-Cd）蓄電池 

Ni-Cd 蓄電池は、通常は鉛蓄電池と同様に湿式の蓄電池で、発生させたガスを大気中に放出している。陽極の活性

素材はオキシ水酸化ニッケルであり、陰極の活性素材はカドミウム、電解質は低濃度の水酸化カリウム溶液である。 

可燃性ガスを常時放出するため、Ni-Cd 蓄電池は専用換気および排気、並びに電解液の流出封じ込めを備えた専

用の部屋が必要である。Ni-Cd 蓄電池は定期的な保守および給水が必要である。Ni-Cd 蓄電池の電解液は高アル

カリ性であるため、鉛蓄電池とは異なる安全上の注意が必要になる。 

極端な温度や頻繁な放電が見込まれる場合を除いて、比較的高価な Ni-Cd 蓄電池は UPS 用途には一般的に使

用されない。Ni-Cd 蓄電池は発電機システムの始動用の蓄電池として広く用いられる。 

Ni-Cd 蓄電池は湿式であるため、通常は開放型ラックの上に常に正しい向きで設置し、電解液の流出封じ込めが必

要である。取扱者が高エネルギーおよび危険化学物質に接する可能性があるため、Ni-Cd 蓄電池はアクセスが管理さ

れた空間に設置しなければならない 

Ni-Cd 蓄電池はリサイクルすることが望ましい。カドミウムが含まれているため、リサイクルセンターはすべての国に存在する

とは限らない。 

9.5.5.4.3 据置型リチウムイオン蓄電池 

リチウムイオン（Li-ion）蓄電池は、他の蓄電池と比較してその多用途性と、比較的軽量であることで知られている。リ

チウムイオン蓄電池には多くのバリエーションがあり、一部はハイレート放電の UPS 用途で他の蓄電池より優れた性能

を有している。 

リチウムイオン蓄電池の相対的な利点には以下が含まれる。 

 高い電力密度、すなわち同容量の他電池より設置容積が少ない 

 長寿命 

 優れたサイクル特性 

 高温環境への耐性 

主な欠点としては、セル内部の発熱量が放熱量を上回る熱暴走現象を起こす傾向がある。継続的な熱暴走は、電

池の故障および発火につながる。 

注：  熱暴走は、過負荷や電極間のセパレーターの損傷によって生じることがある。 

データセンター内で使用できる多様な種類と用途のリチウムイオン蓄電池について、それらの利点や欠点を Table 9-12

にまとめたが、実際にはメーカーからのデータや推奨事項を基に比較検証しなければならない。 

注：  Table 9-12 は異なる種類のリチウムイオン蓄電池間の比較表である。 

短絡や熱暴走のリスクを下げるために、リチウムイオン蓄電池の各セルはヒューズと、安全弁、そして温度上昇時に極間

の障壁となるセパレータを内蔵することが望ましい。製造時の自動化された品質管理プロセスとして、全てのセルは完成

時に X 線検査を実施することが望ましい。 
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セルは慎重に取り扱い、不適当な取り扱いや、外観に損傷の痕跡があるものはメーカーに送り返さなければならない。 

 

Table 9-12 リチウムイオン蓄電池の種類と用途 

蓄電池の 

種類 
構成材料 化学記号 

データセンタ

ー内での 

用途 

利点 欠点 

リチウムー 

アルミニウム

または NCA

方式 

ニッケル酸リチウム、コバ

ルト、アルミニウム  

LiNiCoAlO2 ラック内のバ

ックアップ用

電池(OCP) 

大容量、中出力 特殊な消火装置が必

要（例：FM200） 

リン酸リチウ

ムまたは

LFP 方式 

リン酸鉄リチウム LiFePO4 集中型

UPS 

大出力、フラットな

放電電圧特性、長

寿命、高い安全性 

低容量 

マンガン酸リ

チウムまたは

LMO 方式 

マンガン酸リチウム LiMn2O ラック内のバ

ックアップ用

電池(OCP) 

大出力、他より比

較的安全 

低容量 

NMC 方式 酸化リチウム、ニッケル、

マンガン、コバルト 

LiNiMnCoO2 集中型

UPS 

大容量、大電力 特殊な消火装置が必

要（例：FM200） 

LMO と

NMC の 

複合式 

上記と同じだが、傾向と

して希少なコバルトの使

用比率を下げるため、

LMO の比率が高まる傾

向にある。 

同上 集中型

UPS 

上記に加えて低コ

スト 

上記に加えて寿命が短

い 

チタン酸リチ

ウムまたは

LTO 方式 

チタン酸リチウム Li4Ti5O3 集中型

UPS 

長寿命、高速充

電、広い環境温度

範囲、安全性 

低容量 

 
リチウムイオン蓄電池は、正しく機能するために電池管理システムを必須としている。上記システムの費用は、特に電池

管理システムが必須なクラス F3 および F4 の用途において、他の電池との価格の比較検討の際に比較対象に含める

ことが望ましい。 

電池管理システムは、多数のモジュールを使用する大規模システムの安全な運用に特に重要であり、電池とそのモジュ

ールを以下から保護しなければならない。 

 充電時の過電圧 

 放電時の過電圧 

 過電流 

 高温および低温環境 
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電池管理システムは、各セルを均等充電するための均等化回路を備えなければならない。電池管理システムを含む蓄

電池設備は、『UL1973』規格での試験と認証を実施することが望ましい。 

リチウムイオン電池は、通常運用時にガスを発生させないため、常時換気を必要としない。セル故障が熱暴走を引き起

こした場合、火災に至ることがある。リチウムイオン電池の熱暴走による火災は、水素ガスや金属リチウムの飛沫の発生

を防止する適切な消火剤を必要とする。このため、一部の種類のリチウムイオン蓄電池が設置された室内には、スプリン

クラの設置は推奨されない。消火後の非常用換気の実施について、検討することが望ましい。詳しい推奨事項につい

ては 11 章を参照。 

9.5.5.4.4 監視 

データセンター内の電気設備のあらゆる要素と同様に、蓄電池システムも監視することが望ましい。多くの UPS モジュー

ルは、電池列の電圧、動作時間、その他の基本的な蓄電池の監視項目を示す独自の監視機能を内蔵している。蓄

電池の監視はクラス F2 以上に必要とされる。監視は個別のモジュール、並列するシステム、および全ての蓄電池列を

対象に行う必要がある。しかし、UPS に内蔵された蓄電池の監視システムでは、個別の蓄電池のセル故障を検知でき

ない可能性がある。これは、蓄電池システム全体の動作時間および信頼性に多大な影響を与える恐れがある。 

鉛蓄電池を用いるクラス F3 およびクラス F4 システムでは、各蓄電池の内部抵抗値を記録および傾向分析できる、蓄

電池の個別監視システムの採用を慎重に検討することが望ましい。スタンドアロン型の蓄電池監視システムは、各蓄電

池セルまたは電槽単位の内部抵抗値を監視し、かつ差し迫った蓄電池故障を予測し警報を鳴らすことが可能であり、

実際の蓄電池状態をさらに詳細に示す。このようなシステムは、データ点と確立したベースラインとを、継続的かつ広範

囲に蓄積された記録と、その傾向分析を用いて比較する場合において、非常に効果的である。このシステムはクラス F3

およびクラス F4 システムに推奨される。セルの均等充電および充電管理を可能とするシステムの採用がクラス F3 および

クラス F4 システムに望ましい。 

9.5.5.4.5 参考資料 

蓄電池システムの全詳細については、Table9-13 に一覧表示した IEEE 規格、推奨された実践、およびガイドラインを

参照。 

 

Table 9-13 蓄電池規格の相互参照表（IEEE 規格番号） 

 鉛蓄電池 ニッケルカドミウム（Ni-Cd） 

 ベント型（湿式） VRLA 通常用途 太陽電池（PV） 

選定/サイズ決定 IEEE 485 IEEE 1189 IEEE 1115 IEEE 1013 

設置 IEEE 484 IEEE 1187 IEEE 1106 IEEE 1145 

保守/点検 IEEE 450 IEEE 1188 IEEE 1106  

  

 UPS 監視 流出物防止 換気 

特別な事項 IEEE 1184 IEEE 1491 IEEE 1578 IEEE 1635 
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9.5.5.5 機械的なエネルギー貯蔵の選択肢 

 フライホイール――フライホイールは、短時間の電圧低下または停電（1 秒未満から数秒）の間の運転を継

続するために、昔から採用されている。複合素材技術の進歩により、一部のシステムでは数分間の運転を継

続できるようになった。しかし、価格と制御の複雑さから、一部での採用に限られている。フライホイールは熱へ

の耐性は高いが、地震の影響を受ける可能性がある。 

 電池付きのフライホイールハイブリッド――一部のハイブリッド UPS システムでは、非常に特殊なシステムが設

けられ、同期調相機（通常は、多様な入出力フィルタリングを行う機械的に分離された同期機）と発電機

設備、そしていずれかのサポート電源を組み合わせて、迅速な発電機始動と負荷の切替を可能とする。これ

らは、故障した商用電源が、発電機やその他の事前に計画された代替電源からの入力に入れ替わるまで、

重要負荷への供給を維持するエネルギー貯蔵システムのニーズを明確かつ完全に満たしている。この場合、こ

の UPS は重要負荷の要件を満たすシステムベースのソリューションとなる。 

この他にも、機械的慣性が負荷に対し調整電力を短時間（1 秒未満）維持することが可能になるが、より

長時間電力遮断が続く場合は、蓄電池バックアップに切り替わるタイプのものもある。この蓄電池は交流入力

電力の主電源または代替電源が利用可能になるか、蓄電池のすべての有効なエネルギーが枯渇するまで負

荷を維持する。 

 電磁クラッチ――この種の非蓄電池式 UPS は、発電機と原動機（通常はディーゼルエンジン）を電磁クラッ

チシステムによって単一システムに結合させる。原動機は主入力電源が遮断されるまで暖機状態となっている。

電磁クラッチの内側のロータは、原動機始動までの時間をサポートするために十分な運動エネルギーを蓄えて

いる。停電中は、発電機が負荷へ電力を供給する。通常運用モードでは、発電機は同期調相機として機能

し、力率を補正できるようにする。 

蓄電池式の UPS を使用したシステムの場合、停電や外乱が短時間であれば発電機の起動を待たず、UPS

単独で乗り切れるため、系統電圧のセンサにタイマーを設定することが一般的である。蓄電池によるバックアッ

プを持たないディーゼルロータリーシステムの場合は、フライホイールのエネルギー容量が小さいため、停電や外

乱の際はエンジンを即時に起動し、クラッチでフライホイールに接続しなければならない。従って、系統電力の短

時間停電や外乱が頻繁に起きる地域に設置するフライホイールのみのディーゼルロータリーシステムは、慎重に

選定することが望ましい。 

9.5.5.6 最先端のエネルギー貯蔵技術の選択肢 

以下の技術は、すべての導入率を合わせても、本文書の公開時点で 1 割未満であるが、将来は市場シェアを増やして

いくと見込まれている。 

 据置型リチウムポリマー蓄電池――この蓄電池は小型・可搬用途向けとして、その多用途性、高エネルギー

密度、軽量さに加えて、形状に柔軟性があることで知られている。金属リチウムポリマー蓄電池は、高温環境

での有望性を示したが、品質管理と安全性が理由で市場から撤退した。 

 据置型ニッケル水素蓄電池――リチウムイオン蓄電池ほど小型・軽量ではないが、特に大きさ、重量の点で

鉛蓄電池に勝る長所を多く有しており、UPS 用途において、特に負荷が常に変動するものでは、リチウムイオ

ン蓄電池より優れた性能を示す。 

＜次頁に続く＞ 

  



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

202 

 スーパーキャパシタ――スーパーキャパシタまたはウルトラキャパシタは、一般的なキャパシタと比べてはるかに高

いエネルギー密度を有する、電気化学的キャパシタである。蓄電池の補助として、UPS 用途で特に注目され

ている。UPS で無理に蓄電池を動かすことなく、何千回もの短時間の電圧低下や停電（1 サイクル未満から

数秒）中に運転を継続でき、すぐに再充電可能である。現時点では、多くの場合スーパーキャパシタが蓄電

池システムの代替となるとは予想されていない。 

 燃料電池――静音かつ高効率であり、環境に有害な副産物を一切出さず、発電機を設置不可能な場所

にも設置可能であるため、燃料電池は非常用発電機や防災用発電機に代わるものとしてより注目を集めて

いる。燃料電池は需要に応じて即座にエネルギーを供給できないため、燃料電池が全負荷容量まで出力を

増加させるのに、必要な時間をサポートするための、蓄電池またはスーパーキャパシタが依然として必要となる。 

 圧縮空気エネルギー貯蔵（CAS）――CAS システムはエネルギー貯蔵媒体として圧縮空気を使用する。

CAS システムの適用は限られており、他の多くのエネルギー貯蔵技術よりも多くの機械要素を有する。 

9.6 非常用および防災用電源システム 

9.6.1 容量設定および実装 

9.6.1.1 序文 

非常用電源設備は、主電源の喪失が UPS 貯蔵エネルギー源の容量を超えて継続した場合（数時間以上継続する

商用電源の停電など）に、データセンターへの電源供給を維持することを目的とする。燃料電池やその他の代替オンサ

イト型電源への注目は高まっているが、こうした最先端技術の IT 空間向けの採用はまだ数％に留まる。既存施設では

発電機、通常ディーゼルエンジン発電機を採用がほとんどであるが、一部のデータセンター、特に小規模の場合、ガソリ

ンエンジン発電機やタービン発電機も採用されている。本規格では、非常用電源としてディーゼル発電システムを想定

している。 

発電設備はオンサイトで制御する電源設備であり、重要設備の保守作業時および商用電源の喪失時に、信頼できる

安定した電源を供給する。一部の設置例では、同一敷地内の発電所等の、その他の合理的な代替電源が、自家発

電設備の代替として充分に機能する。 

発電機単体または発電機システム全体の定格は、負荷の高調波成分と電力品質の要件、そして IT、空調および非

重要負荷のそれぞれの始動・切替時の電流に関する要件を考慮に加える必要がある。負荷の始動電流に対する電

圧低下は、通常では最大 15%である。ただし、この規模の電圧低下は、稼働中のシステムの想定外の脱落を引き起

こすため、このような電圧低下を容認することを要求するものではない。一方、軽負荷の発電機は十分に動作せず、カ

ーボン堆積（エンジンの運転温度が低いために燃料噴射口、弁および排気システムにカーボン粒子が蓄積する）によ

り、発電容量の低下を招く。 

50Hz 仕様の発電機は、米国で見られる 60Hz 仕様の発電機よりも回転数が低い。この結果、50Hz 仕様の発電シ

ステムは、60Hz 仕様の同等な設計の発電機よりも、負荷の急変に対する許容値が低い。50Hz の発電システムにお

いて、60Hz の発電システムでの負荷の急変に関する要件を、そのまま適用することはできない。50Hz 設備での電圧

低下は、同様の負荷条件下の 60Hz 設備よりも低下幅が大きく、電圧が安定状態に戻るまでの時間が長くなる。米

国基準の 60Hz 設計を米国外で採用した場合、その定格出力は 50Hz 仕様のエンジン発電設備に適合しない。全

ての 50Hz 設計の最終的なシステム選定および出力確定の前に、大気汚染等のディレーティング係数を考慮した上で、

発電機の kW 出力を再確認する。 

9.6.1.2 必須事項 

データセンター内において、AHJ の定める電気関係法令や『NEC Article 700』等の先行規格において、防災用と指

定されている負荷に供給する発電機の全てについて、非防災用とは別の ATS を備えなければならない。防災用の負

荷は、専用の ATS を備え、残りのデータセンター負荷から分離しなければならない。 
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ほとんどの地域においては、据置型発電設備の設置に関して必要とされる、多くの計画上および運用上の要件を定め

ている。これらの要件には、騒音の軽減、汚染の許容量と軽減、燃料貯蔵、運用時間の制限、構造物への固定、消

火、および運用許可などが含まれる。データセンタープロジェクトの計画段階において、上記の必要事項に関する正確

な要件を確認し、設置の審査および認可の責任者を特定するために、現地の AHJ に確認する。 

9.6.1.3 推奨事項 

以下の条件は個々の発電機の容量を決定するか、または並列システムを使用する際に考慮することが望ましい。 

 切替方式――無停電切替または停電切替 

 短時間運転、連続運転、常用運転の運転区分の選択 

 負荷の高調波成分 

 空調および照明システムの許容可能な瞬時電圧低下の範囲 

 発電機システムの構成およびユニット数――負荷、保守のローテーション、および冗長を考慮して、必要なユ

ニット数を決定 

 停電後の起動時および保守後の再起動時における、モータ始動時の負荷と突入電流 

 『ASHRAE』または現地の類似規則に基づく動作時の許容温湿度、および現地における極端な高温・低温 

 現地の標高 

 汚染対策のためのシステムに起因する、エンジン出力の低下 

 汚染対策――大気汚染、建物換気との関係 

 騒音対策 

 システムで想定される連続運転時間 

 最大および最小負荷水準と、短時間運転・連続運転・常用運転の運転区分 

 高抵抗設置とリアクトルについて、データセンター内の他の電気設備との協調 

 UPS 電池の回復充電との協調 

以下の追加項目は、データセンター向けに発電機を導入する際に考慮することが望ましい。 

 排気マフラ 

 マフラのドレン 

 ルーバおよびダンパ 

 建物吸気口までの距離 

 周辺への動作騒音の影響 

 防災用および安全対策に必要な機器 

 UPS 入力側における周波数低下の許容値 

発電機はデータセンターの ITE 負荷、冷却および換気、ならびに非重要負荷および建物負荷に関わるすべての負荷に

供給することが望ましい。データセンターが重要ではあるが、最大のテナントではない大規模キャンパスでは、敷地内で予

備電源を必要とするその他の負荷と併せて、発電設備の容量を決定してもよい。 

すべてのクラスにおいて、発電機負荷はデータセンターの全負荷と井戸水ポンプ、セキュリティシステム、その他キャンパ

ス・現場に置かれるシステム等のデータセンターに付帯するあらゆる負荷を包含することが望ましい。データセンターが医

療施設内に設置される場合は、データセンター負荷は非常用電力系統のうちの分岐負荷とみなす。クラス 2 のデータセ

ンターでは、仮設発電機を配電系統に素早く接続するために、建物外壁に単数または複数の仮設発電機接続用の

端子箱を設置することが望ましい。 

データセンターの用途が人命に関わる場合は、発電機とその下位に接続された配電設備を「人命安全用」と認定し、

他の IT 負荷から分離して、当該負荷専用の発電機および配電設備として運用することが義務付けられる。場合によっ
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ては、非常用に加えて人命安全用の発電機システムも必要となり、2 システムが必要となる場合がある。これは、単一

の発電機または発電機システムの配電系統を分割し、片方を生命安全にかかわる負荷専用とし、それ以外の負荷か

ら完全に分離することで代用することもできる。 

9.6.2 始動用システム 

9.6.2.1 序文 

もっとも一般的な発電機の問題は始動の失敗である。大型の発電機ではエンジンの大きさに基づいて、複数の始動機

を持つ傾向にある。しかし、複数の始動機を持つ理由は冗長を増やすためではなく、より迅速なエンジン始動を可能と

するためである。 

9.6.2.2 推奨事項 

電源の復旧と継続性が不可欠なデータセンター向けの用途では、現地の発電機を迅速に始動させて、設備の負荷を

可能な限り迅速に切り替える必要がある。AHJ によっては、重要負荷に供給する発電機は、10 秒以内にその負荷に

供給することが求められる場合もある。 

標準より大きな始動機、より高出力や大容量の蓄電池、または冗長始動システム等の多くの方法でより迅速に始動

することが可能である。全ての場合において、始動用システムは稼働中にも保守可能なものに改良することができる。直

流配電を使用している場合、別置の蓄電池を利用することで、発電機の起動時間を短縮できる場合もある。 

蓄電池の全てに当てはまるが、発電機用の蓄電池も、定格温度において最適な動作が期待できる。蓄電池の温度が

定格より高いか低い場合、蓄電池の寿命が短くなるか駆動力が低下する。高可用性向けの用途では、電池セレクタ

ーあるいはオークションブリッジ等を利用して電池設備を統合運用することも可能である。 

9.6.3 燃料系統 

9.6.3.1 序文 

発電機の長時間稼働時における、システム停止の最大の原因は、燃料の劣化である。劣化した燃料は、燃料の噴射

装置およびフィルタを詰まらせ、発電機への燃料供給を阻害する。燃料品質の管理には、燃料添加剤、燃料の浄化

処理、および発電機側の燃料フィルタという 3 種類の手段が存在する。 

大容量の燃料貯蔵タンクは、通常の天候条件および運用において、タンクへの水分、細菌、粒子等の混入によって燃

料が汚損する可能性がある。燃料の浄化処理や燃料添加剤の投入は、上記の事態をある程度改善するが、燃料の

品質を保証する確実な手段とはならない。 

燃料の浄化処理は、発電機に燃料を供給する燃料の主配管上に設置した、燃料浄化設備において行われる。燃料

浄化設備は燃料内の細菌、粒子および水分の大部分を除去し、単一の燃料浄化点である発電機側の燃料フィルタ

の負荷を軽減する。燃料浄化設備の存在により、燃料浄化設備のフィルタが目詰まりした場合には、フィルタを一時的

にバイパスし、燃料のフィルタを発電機側に任せることが可能となる。燃料浄化設備は、発電機の稼働中も燃料をバイ

パスさせることで、発電機を止めずに保守を可能とすることが望ましい。 

燃料フィルタの最終段階は、発電機自体に取り付けられた燃料フィルタである。 

9.6.3.2 必須事項 

クラス F1 および F2 の設備においては、エンジン稼働中の交換を可能とするための個別バルブ付きの、1 段式常時稼

働型燃料フィルタ（100 ミクロンまたは 30 ミクロン）が、最低要件となる。クラス F3 および F4 の設備においては、エン

ジン稼働中の交換を可能とするための個別バルブ付きの、3段式常時稼働形燃料フィルタ（100ミクロン、30ミクロン、

および 10 ミクロン）が、必須要件となる。 

タービンまたはその他の非ディーゼルエンジン発電機の場合は、本項で挙げる要件ではなく、製造者の燃料フィルタ要件

に従う。 
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クラス F3 および F4 の施設については、保守作業中にも継続稼働する燃料系統が必須となっている。 

注：  継続稼働に対応する燃料系統では、消耗品（例：燃料フィルタ）および補機類に、船舶用エンジンに見られるような

連続使用対応のエンジンに使用されるものと同じシステムを採用している。上記の消耗品や補機類は、エンジンが負荷運転

中に、整備員や環境に対して燃料流出等のリスクを侵さずに、交換・充填・および整備が可能としなければならない。 

9.6.3.3 推奨事項 

全ての燃料系統について、保守作業中にも継続稼働することが推奨される。発電機の燃料系統は全て金属製編組

付きの管（例：船舶用規格（marine-grade））とし、シャーシとの接点は全て絶縁ブッシングを通すことが望ましい。 

小出槽の上流に位置するフィルタ、または N+1 以上の冗長を持つ発電機に使用するフィルタについては、常時稼働形

のフィルタを推奨するが、必須とはしない。 

小出槽自体が単一障害点となることを防ぎ、かつ発電機が定格未満で稼働する際の燃料冷却に利用するために、小

出槽は発電機ごとに 1 基ずつ設置することが望ましい。主燃料タンク自体を発電機単位に分散または分割することは、

実用的でない場合もあるが、クラス F3 およびクラス F4 設備では非常に望ましい。 

データセンターへ供給する燃料事業者は、常に納品に対応できる信頼性の高い供給源を有することが望ましい。燃料

事業者は、その地域全体に災害があった場合でも、データセンターに供給し続ける能力を持つことが望ましい。上記の

代わりに、データセンターの燃料タンクの容量を、地震・洪水・台風など地域全体に影響する広域災害によって生ずる、

長時間停電にも対応できるほど大きくすることでも対策できる。 
 

9.6.4 燃料タンクおよび配管 

9.6.4.1 推奨事項 

大量の燃料貯蔵を伴う燃料系統は、以下に示す基本的な機能を備えることが望ましい。 

 タンクおよび燃料配管の両方における漏出検知と表示 

 燃料液面レベルの遠隔監視 

 主タンクと建物間の配管の物理的な防護 

 燃料の濾過または浄化 

 タンクの燃料注入口のセキュリティ（例：施錠カバー等） 

 タンク内への偶発的な水の侵入を防止するための、操作員に対する燃料充填作業の訓練の実施（地下タ

ンクのみ） 

9.6.4.2 追記情報 

燃料タンクは単一発電機の専用、または複数発電機システムの一部に供給する場合がある。単一の大型タンクの代

わりに複数の主タンクを設置すること自体は、燃料系統の複雑化を招くため、必ずしも信頼性を高めるとは言い切れな

い。設置可能なタンクの数は、立地条件によって影響を受ける。例えば一部の用地では物理的に一基のタンクしか設

置できない場合や、地下水位や洪水リスクのために地下タンクを設置できない場合もある。 

9.6.5 排気システム 

9.6.5.1 序文 

排気系統の仕様は、汚染対策と騒音防止という、用地に関する 2 つの課題と関連する。消音器は、住宅地用、工業

用地用、重要施設用の 3 種類に分類される。消音器はエンジンの効率に影響し、より強力な消音器はエンジン容量

にも影響する。エンジンの吸気系並びにラジエータの吸排気系に対する騒音軽減措置は、エンジン周辺の気流に影響

する可能性がある。消音器の仕様は、用地の騒音対策計画と連動する。 
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消音器に加え、汚染対策装置も現地および地域の規制当局により求められる場合がある。汚染対策は、微粒子およ

び NOx という 2 つの種類の排出物に対応する。低汚染地域では、エンジンの仕様自体を適合させる必要がある。また、

排気系統に浄化装置（汚染物質を除去する装置）の設置が必要となる場合もある。 

排気系統は通常、溶接配管で気密を保ち、エンジン排気口、消音器、そして汚染対策装置の間はフレキシブル金属

管で接続する。 

9.6.5.2 推奨事項 

排気口が水平な排気管は、水の浸入を防止するために、通常斜め下向きの切り口に切断され、排気口が垂直な場

合は、排気口に可動式の蓋または帽子型のキャップを取り付ける。可動式の蓋または帽子型のキャップは排気を妨げる

恐れがあり、大気汚染規制により認められない可能性がある。氷点下になる地域においては、可動式の蓋が閉止状

態で凍結し、エンジンが始動できなくなる可能性を考慮すること。 

9.6.6 冷却システム 

9.6.6.1 序文 

冷却システムは、エンジン併設型のラジエータ、分離設置型のラジエータ、または高信頼度の水冷システムが考えられる。

高信頼性が求められる用途では、原動機毎に個別のクランク駆動式冷却ファンを備えたラジエータ冷却式で、不凍液

を混ぜた水を使用する自動車用液冷システムの採用が一般的である。 

9.6.6.2 必須事項 

複数のエンジンブロックを集中冷却する場合は、冷却水系統のポンプおよび配管に冗長性を持たせなければならない。 

9.6.6.3 推奨事項 

冷却システムは、発電機の巻線と、エンジンブロックのウォータージャケットを、製造者指定の温度範囲内に確実に収め

る設計とすることが望ましい。 

冷却システムの定格は、発電機システムの電気出力に多大な影響を及ぼす。発電機システムの容量を設定する際に

は、標高を考慮しなければならず、これは通常、ラジエータの設計に反映される。ラジエータの構成によっては、併設型ま

たは分離型のラジエータファンの駆動用の負荷を、エンジン出力から差し引く必要がある。発電機システムの設計および

容量設定の段階から、エンジン製造者と協議することが望ましい。 

9.6.7 発電機の据付 

エンジン発電機は、運転中に振動を続ける高荷重の設備という複合的な課題を提示している。全てのエンジン発電機

には、強固な基礎が必要であり、防振対策を施す必要がある。防振の手段はパッドまたはバネ式の防振装置が考えら

れる。地震活動が存在する地域では、想定される地震リスクに応じた制震架台の上に発電機ユニットを設置し、地震

の際にも運用を可能とすることが一般的である。 

9.7 自動化および制御 

9.7.1 序文 

監視とは、対象とする設備の遠隔計測と状態を把握するための機能を指す。一部の施設では、監視対象の設備の警

報や異常発生信号を、監視システムに取り込むことも可能である。本項において制御装置とは、対象とする設備内の

状態変化を直接制御する装置を意味する。制御装置は能動的なシステムで、次のいずれかが該当する。 

 人間の入力または決定に基づき、手動で始動し自動動作する 

 事前に定められたスクリプトまたは応答に基づき、故障または外的な状態変化に対して、自動で始動し動作

する 
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9.7.2 監視 

9.7.2.1 必須事項 

監視がなければ、運用者は故障に対応できず、システムの負荷設定や運用も行えない。監視は全クラスの必須要件で

あり、クラスが上がるごとに対象となる範囲が拡がり、精度が向上する。温度センサは、Table 9-14 のクラス要件を満た

さなければならない。 

 

Table 9-14 温度センサのクラス要件 

設備/クラス F0 F1 F2 F3 F4 

『ASHRAE RP1499』への適合

を計測するために、コールドアイル

とホットアイルに各 1 個ずつのセン

サを設置 

推奨 推奨 必須 必須 必須 

『ASHRAE RP1499』への適合

を計測するために、コールドアイル

とホットアイルに各 2 個ずつのセン

サを設置 

任意 

（アイルコンテイ

ンメントが無い場

合は推奨） 

任意 

（アイルコンテイ

ンメントが無い場

合は推奨） 

任意 

（アイルコンテイ

ンメントが無い場

合は推奨） 

任意 

（アイルコンテイ

ンメントが無い場

合は必須） 

任意 

（アイルコンテイ

ンメントが無い場

合は必須） 

 

9.7.2.2 推奨事項 

クラスが上がるごとに、一括警報を個別警報に置き換え、設備の状態を模式化して設備運用者に提示することで、監

視項目を増加させる。クラス F4 システムでは、システム負荷および電力潮流を明確に表示する模擬単線図を表示す

ることが望ましい。一部の事例では、現実の設備を操作する前に、仮想環境内で操作の結果を模擬できるシミュレータ

が提供される場合もある。電気設備は、全ての遮断器および開閉器の状態、警報、警告、状態変化と、設備全般の

情報を監視システムに提供することが望ましい。 

ITE は過渡現象、高調波、その他波形の乱れなどの電力品質の問題の影響を受けやすいため、データセンターでは電

力品質監視（PQM）の採用が推奨される。電力品質監視は、故障や停電の発生を、波形の乱れを通じて厳密に

特定するためにも不可欠である。 

電力設備の監視については、以下の 3 つが対象となる。 

 電圧、電流、周波数で表す電力特性 

 高調波成分 

 波形の描画と保存 

電力品質監視により、電気設備においても、空調・熱源設備における温湿度監視や水質測定によって得られるものと

同様な品質指標のサンプリングを可能とする。PQM は、重要負荷に供給する形態に変換を終えた電力を、全ての重

要負荷について監視できるように配置することが望ましい。監視装置が単独型か、分電盤への組み込み型かは問わな

い。重要なのは、PQM をどのように活用するかである。各クラスに求められる PQM の水準および配置、ならびに全体お

よび要素の監視基準については Table 9-17 を参照（9.13 項にある）。 

9.7.3 電力の制御  

9.7.3.1 推奨事項 

電気設備の運用は、システム停止の最大の要因であるヒューマンエラーを最小限に抑えられる水準まで、自動化するこ

とが望ましい。電気設備の設計・施工は詳細に文書化し、保守の人員には徹底した訓練を施すことが望ましい。訓練
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には、自動化された手順の充分な理解だけでなく、手動運転への切替手順も含め、非常時に自動制御を無効化して

手動制御に切り替えられるようにする。 

電力設備の制御には、物理的な安全と運用上の信頼性について、重要な課題が存在する。重要電力設備の遠隔

制御は、状態変化に対して遠方から対応することを可能とする。しかし、遠隔制御には、大規模な電力設備を、現地

要員の目視によるフィードバック無しで、操作することに伴うリスクが存在する。また、遠隔制御にはセキュリティ上の懸念

もあり、インターネットやその他の手段による不正アクセスを防ぐための方策も必要になる。 

電力設備の制御装置は以下の指針に従うことが望ましい。 

 現地制御のみを使用する。 

 遠隔監視を常に行う。 

 当該設備への直接的な操作指令と、関連する設備の状態変化にのみ反応する制御方法を採用すること。 

上流および下流のシステムは、当該設備の状態変化に対し、物理的・直接的な制御接続を介さずに反応す

ることが望ましい。施設において設備の遠隔操作を行わない場合、設備の制御は、あらゆる集中制御システ

ムから自立させることが望ましい。 

 各機器の制御インタフェースは、明確かつ簡潔であることが望ましい。 

ベストプラクティスとしては、色による機器の識別、配電盤の内部模擬（模擬母線と呼ぶ）、状態表示灯、

明確なラベルまたは銘板などが挙げられる。 

 全ての機器に操作手順書を配置することが望ましい。 

9.7.4 システム統合 

9.7.4.1 推奨事項 

複雑または広範囲にわたる監視システムの構築に際しては、一般的にシステムインテグレータを利用する。この場合の

監視システムは通常、電力監視システム（EPMS）と呼ばれる。電気系統の監視は単一のシステムへ統合することが

望ましい。このシステムは、単独で電気設備を専用に監視するシステムとしても、温度や空調設備の監視制御システム

と統合しても良い。 

インテグレータを利用することで、警報や警告信号を時間や機種毎に分類するデータベース機能を付加し、監視作業

の負荷を減らすことができる。加えて、電気設備監視システムのインテグレータは、並列された UPS モジュールや発電機

等の一括制御ポイントを活用し、重複する警報や、付帯設備の警報を集約することが望ましい。 

9.8 照明 

9.8.1 序文 

照明システムは、各区域における作業に充分な照度と品質の照明を、エネルギー効率を最大化しつつ、提供するよう

に設計するべきである。考慮事項を以下に挙げる。 

 照明器具の種類 

 ランプの種類 

 ランプ交換の容易さ 

 非常用照明の性能 

 安全確保と省エネルギーのための照明制御 

9.8.2 一般的な推奨事項 

照明の設計に当たっては、以下の事項を考慮することを推奨する。 
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 コマンドセンター、事務所、会議室、休憩エリア等の要員区域の採光については、可能な限り制御可能な自

然採光の採用を推奨する。 

 要員区域および ITE 区域については、間接照明または直接/間接照明の組合せを推奨する。 

 ITE 列および作業エリアへの全ての出入り口に、照明のスイッチおよび制御を配置することを推奨する。 

データセンターでは人の常駐度に応じて 3 段階の照明設定とすることを推奨する。 

 レベル 1 誰もデータセンター空間に入る予定がない場合、（無人のデータセンター空間の外に詰めている）セ

キュリティ要員が監視カメラで空間を監視可能な程度の照度を確保することが望ましい。カメラは低光量での

動作に対応したものが望ましい。 

 レベル 2 モーションセンサーによりアクセスを感知した場合、自動で照明の照度を上げることが望ましい。防犯カ

メラで明確に個人識別が可能な程度に照度を上げることが望ましい。モーションセンサーは、照明の手動スイッ

チの代替として使用することも可能である。 

 レベル 3 照度は、キャビネット間の全通路中央の完成した床上 1m（3ft）で計測した場合、水平面で最低

500lx（50fc）、垂直面で最低 200lx（20fc）であることが望ましい。空間をゾーンに分けて、機器への作

業が必要な一部のゾーンにのみレベル 3 照明を起動するか、または手動優先スイッチで施設全体を明るくする

かのいずれかとすることが望ましい。選定ゾーンのみにレベル 3 照明を起動する場合は、その他の空間は人命

安全の観点からレベル 2 照明にすることが望ましい。 

モーションセンサーによる照明制御は、データセンターのどのエリアが作業用または通行用に使用されるかに応じて、段階

的に照明を起動する。照明制御システムはエリアを「走査」し、設定した時間が過ぎるとエネルギー節約のために照明を

消す。 

規則上必須とされている、空間からの避難に必要な照度を常時維持し、上述のレベル 2 の照明設定に調整することが

望ましい。 

直流 12V/24V による照明は、更なる省エネルギーを実現し、建物や施設の他のシステムとの統合が可能である。これ

らのシステムについては、『ANSI/BICSI 007』等の規格に、追加の情報が記載されている。 

9.8.3 コンピュータ室 

9.8.3.1 必須事項 

コンピュータ室の照明システムは以下に示すような現地の規則要件すべてを遵守しなければならない。 

 非常用照明：出口表示、避難口/通路誘導灯 

 エネルギー効率要件 

 建物管理システム 

9.8.3.2 推奨事項 

人が立ち入る場所の照度は、コンピュータ室は水平・垂直両面とも床上 1m（3ft）で計測した場合、データラック列間

の水平面で最低 500lx（50fc）、垂直面で最低 200lx（20fc）を維持することが望ましい。照明ゾーン内の照明の

均一性（最高照度と最低照度の比）は、機器またはキャビネットを設置する前の状態で 90%を超えることが望ましい。 

照明器具は、機器モニタ画面にグレアを発生させないものを選定することが望ましい。照明操作スイッチは、部屋出入

口に配置することが望ましく、人感センサの取り付けは更に望ましい。 

蛍光照明器具には、RFI の低い安定器を指定することが望ましい。メタルハライド灯や水銀灯等の高輝度放電(HID)

照明は、特に排除はしないが、照明器具の点灯までの時間を可能な限り短縮し、室内を長期間の無灯火状態としな

いことが望ましい。 
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コンピュータ室は通常窓がないため、室内で作業する要員の安全のために、商用電源の停電が発生し、発電機が照

明負荷を担うまでの間、直ちに点灯する照明が必要である。この場合、50lx（5fc）を部屋の 50%以上で維持するこ

とが推奨される。 

電池式の可搬照明をすべてのコンピュータ室に配置することが推奨される。 

9.8.4 付帯施設 

9.8.4.1 必須事項 

付帯施設の照明システムは以下を含む現地規則要件すべてを遵守しなければならない。 

 非常用照明：出口表示、避難口/通路誘導灯 

 エネルギー効率要件 

 建物管理システム 

9.8.4.2 推奨事項 

すべての付帯施設は Illuminating Engineering Society（IES）の推奨事項に従った照明とすることが望ましい。 

制御室、監視センター、およびコンピュータ画面が配置されるその他の場所では、コンピュータ画面へのグレアを低減また

は排除する照明器具を選定することが望ましい。当該区域用の照明設備は施設内の重要ではない事務所区域と同

等とすることが望ましい。室内の照明の均一性（最高照度と最低照度の比）は、90%を超えることが望ましい。 

照明操作スイッチは、部屋出入口に配置することが望ましく、人感センサの取り付けは更に望ましい。 

蛍光照明器具には、蛍光照明器具には RFI が標準的な安定器を指定してもよい。発電機室や大規模集中プラント

空間等の一部の付帯空間では、メタルハライド灯や水銀灯等の HID 照明を使用してもよい。HID 光源を使用する場

合は、照明器具の点灯までの時間を可能な限り短縮し、室内を長期間の無灯火状態としないことが望ましい。 

9.9 ボンディング、接地、避雷、およびサージ抑制 

9.9.1 序文 

重要設備に求められる包括的な電気的防護は、避雷、過電圧およびサージ防護、ボンディングおよび接地を統合する

システム的な手法により実現される。 

接地は、配電設備、PDU、およびコンピュータ室内の 3 項目に分割される。 

本規格の意図は、コンピュータ室内の筐体やレースウェイ等を含む、全てのボンディングされた金属体と大地間の電位の

実質的な均等化により、非過渡的な電位差を概ね等電位化する、ボンディングおよび接地システムを提示することであ

る。高い周波数領域では、抵抗成分だけでなく導体のインピーダンスも考慮しなければならない。導体のインピーダンス

は、その経路に近接する他の導体や、ケーブルトレイの底板等の並行する導体に大きく影響を受ける可能性がある。 

データセンターのボンディングおよび接地は、特に施設に共通する電気用ボンディングおよび接地システムの維持や、ITE

用に望まれる補助ボンディングおよび接地にも関係している。ボンディングおよび接地は、高調波電流の管理および事

故電流の軽減等の重要な課題にも対応している。また、ボンディングおよび接地は、避雷設備や SPD システムを導入

することで、過渡電圧の抑制も組み込んでいる。ボンディングおよび接地システムは、重要施設の全体を対象としている

数少ない電気設備の一つである。 

適切な調整と施工が行われた場合、接地系統は基本的に電気引込口から放射状の構成となる。データセンターの重

要設備には、その他の建物とは異なるいくつかの特殊な事情が存在する。発電機を絶縁された電源として扱わない場

合、その中性線および接地線は電圧線と共に同一経路を通り、建物の主電源まで（途中に開閉器を介さずに）引

き込まれ、主電源の中性母線および接地母線に接続される。発電機が絶縁された電源として扱われる場合、接地線

のみが電圧線と共に建物の主電源へ引き込まれ、主電源の接地母線に接続される。 
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データセンターのボンディングおよび接地は、データセンターの存在する建物のすべてのボンディングおよび接地に適用され

る。上記には以下が含まれる。 

 PDU によって上位系統から絶縁された系統 

 負荷までの接地経路 

 重要環境内での接地――ITE にとっては補助的 

 ITE のボンディングおよび接地 

 人員用の接地および静電気の放電 

データセンターのボンディングおよび接地には以下を含む要素が関わる。 

 以下の間をボンディングした、建物用の共通接地極システム（GES） 

– 電力用の接地極システム 

– 避雷設備（LPS）用の接地極システム 

– 電気通信サービスプロバイダのケーブルとそのサージ保護装置用の接地極システム 

 全ての電気引込口を接地するための接地極間導体 

 非常電源用の原動機発電機等の、絶縁された電源を接地するための接地極間導体 

 各通信引込口を接地するための接地極間導体 

 『ANSI/TIA 607-C』や『ISO/IEC 30129』に基づき、通信用ボンディング導体（TBC）、プライマリボンディン

グバスバー（PBB）、通信ボンディングバックボーン（TBB）、セカンダリボンディングバスバー（SBB）、そし

てバックボーンボンディング導体（BBC）等の要素を用いて構築された電気通信用の接地インフラ 

 受電/電源から負荷までの配電・分電系統の接地線  

 建物躯体の金属部分 

 LPS や SPD のための引下げ導線等の接地導体 

 建物内の共通ボンディング網（CBN） 

 以下を含む、電気機器のための補助的なボンディングおよび接地構造 

– メッシュ型ボンディングネットワーク（メッシュ BN） 

– 非接地ボンディングネットワーク（IBN） 

– 補助ボンディンググリッド（SBG） 

注：  共通ボンディング網（CBN）は、（メッシュ状の）ボンディングネットワークを建物内に形成するために意図的または非

意図的に接続された一連の金属要素である。CBN は常にメッシュ構成をとり、1 本以上の接地線を通じて接地極システムへ

接続する。 

データセンターまたは重要環境に固有の事項は本項で後述する。重要設備のボンディングおよび接地システムの単純

化したモデルの例を Figure 9-36 に示す。 

Figure 9-37 に、1 つの MGB と 2 部屋の引込室を持つデータセンターのボンディングおよび接地インフラの例を示す。

Figure 9-38 に、各自固有の MGB を持つ 2 つの引込室と配電系統を保護する、クラス 4 のボンディングおよび接地イ

ンフラの例を示す。 

配電設備および電子機器のボンディングおよび接地は、ITE およびその他の電子機器への配電設備と分電設備を主

な対象とする。この基本的なレベルのボンディングおよび接地については、電力系統および電気機器（負荷）のNRTL

製品安全リストに準拠することが求められる。対象となる要素は、接地極間導体や接地極システム、および機器接地

導体や機器間のボンディング導体（通常は緑色の独立した導線）である。これらの専用の接地またはボンディング用

の導体は、地絡事故からの保護を含む、機器の安全な運用のために求められる。一部の機器では、二重絶縁構造の

設計とすることで、機器接地線に関する NRTL 要件の適用を除外(例：接地極無しのプラグやコンセントを使用)でき
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る場合がある。データセンターの電気・電子機器がその NRTL 要件に従って「接地された」とみなされる場合があっても、

補助ボンディングおよび補助的な接地の使用を推奨する。 

 

 

  

Figure 9-36 クラス F2 以下の重要施設におけるボンディングおよび接地の例 
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注 2：実際の配線は、現地の規則および条件に配慮することが望ましい。 
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Figure 9-37 クラス F3 の重要施設におけるボンディングおよび接地の例 
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Figure 9-38 クラス F4 のボンディングおよび接地の例（MGB および引込設備が各 2 か所ずつ） 
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高抵抗/高インピーダンス接地（HRG）システムを、直接接地システムの代わりに使用することも可能である。HRG は

通常、地絡事故時の電流を 10A 以下に制限するように設計される。HRG を使用する利点を以下に挙げる。 

 地絡事故時の電流が軽減されるため、安全性が高まる 

 地絡事故時の電流によるトリップが減少するために、運用性が高まる 

 分岐回路の 4 線目が不要となるため、コストダウンとなる  

歴史的に、HRG は重要な処理を行う工業用施設で採用されてきた。近年では、HRG を採用するミッションクリティカル

施設が増えてきている。HRG が最も有効なのは、プロセスの復旧にかかるコストが高く、それを回避するために秩序ある

停止作業を要するプロセスにおいてである。 

一般的に、HRG は受電変圧器に設置される。そこから、構内の配電系統の最初に絶縁された電源までの間において、

HRG が機能する。ITE 施設にて使用する場合は、接地系統に対する抵抗／インピーダンスの影響を、あらゆる側面か

ら検討することが望ましい。HRG は、フィルタ等の用途で使用する高い周波数域での、対地電気的ノイズに影響する

恐れがある。こうした影響は、抵抗やインピーダンスとなる、巻線抵抗器やインダクター自体のリアクタンスが原因となって

生じる。誘導（リアクタンス）接地方式は、低圧系統では推奨されない。一般的には UPS では「中性点接地」を提

供している場合が多いため、UPS システム製造者に、直接接地の有無を確認することを推奨する。 

電気通信のボンディングおよび接地の施工についての、追加要件および推奨事項については『ANSI/NECA/BICSI 

607』を参照。 

9.9.2 一般的な推奨事項 

データセンターのボンディングおよび接地に関する、複雑な要件を理解するために、以下の事項を把握することが重要であ

る。 

 データセンター内に存在する、金属製のインフラ（空のキャビネット、ラック、配管、ケーブルトレイを含む）のす

べてを接地することが望ましい。 

 建物やデータセンター等の全体を等電位接地することは、その規模が大きくなるにつれて困難になっていく。 

 （建物内または複合設備内における）分散接地方式では、等電位接地が不可能である。 

 コンピュータ室内では機器専用・個別の接地は推奨されず、現地の電気安全基準に違反する可能性もある。 

 異なる公共サービス（電力と通信）が、異なる引込口から建物内に引き込まれる場合は、特に等電位ボン

ディングを実現するために、埋設式のリング状接地を推奨する。複数の電源引込口を用いる場合、リング状接

地の導体は、最低 107mm2（4/0AWG）の裸銅線とすることが望ましい。 

 機器が二重絶縁設計となっている場合、当該機器の認定品登録要件および電磁界に関する規制への適合

を条件として、その機器の接地は重要でなくなる。 

 電気通信用の個別のボンディングおよび接地インフラ（例：『ANSI/TIA-607-C』、『ISO/IEC 30129』）の

代替として、電力系統用に設置されたあらゆる電気用の接地インフラ（『NECA 331』等で指定されたもの）

を用いないことが望ましい。 

 『ANSI/TIA-607-C』や『ISO/IEC 30129』に記載のインフラは建物の中心部分に配置し、雷電流が発生す

る可能性が高い、建物外周部から離すことが望ましい。 

 配電設備のボンディングおよび接地に追加する、コンピュータ室内の機器用の補助ボンディングおよび接地は

次の理由で推奨される。 

– 機器から接地までの距離を短縮する。 

– 電源回路の接地が遮断されても、ある程度の接地を維持する。 

– ESD（静電放電）電流の通電用の分散経路を確保する。 

＜次頁に続く＞ 
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– 一般的に、相互接続された機器間の導電経路は、グリッド状または面状の構成で確保する。補助ボン

ディンググリッド（SBG）、メッシュ密度、および信号・電力ケーブリングのルーティングパターンを含めたメッ

シュ BN（設置方法に応じる）により下記の効果が期待できる。 

o 信号および電力ケーブリング上のユニット間の共通モードの電気的ノイズレベルをさらに低減する。 

o ユニット間の接地の基準抵抗およびインピーダンスをより低くする。 

o 電源異常中およびサージ発生中、ユニット間の機器の損傷を抑える。 

– 非接地ボンディングネットワーク（IBN）では、電気機器システムは単一の接続点を経由して接地されて

おり、特定の電気通信用途に利用可能である。この概念は、電気通信サービスプロバイダに利用されて

いる（主に直流電源のシステム用だが、交流電源のシステムにも適用可能）。 

 データセンター間、および異なるフロア間のデータ回線は、意図せざる電気過渡現象に伴う問題を防ぐため、

電気回路より電磁的に分離することが望ましい。光ファイバ回線およびそのリンクは、この分離を確保するため

に理想的である。一部の種類の電気回路では、適切な絶縁変圧器によって電磁的な分離を確保している。 

9.9.3 避雷 

9.9.3.1 序文 

雷は、火災、建物への損害、電気、電話、コンピュータ設備の停止を引き起こす可能性があり、これにより営業収益の

大幅な損失が生じ、顧客の不満が高まることがある。損害は、落雷による電磁界、接地システムの電圧差、およびジュ

ール熱または機械的力による構造的損傷が原因である。損害の原因は、不十分な直撃雷防護、設置された電気機

器システムの脆弱性レベルに対して不十分な接地・ボンディング・シールドの手法、およびサージ保護装置（SPD）の

不適切な選定および施工によるものである。 

データセンターの立地に対して、建造物の地理的な位置や施工を踏まえた避雷システムの妥当性に関する、『NFPA 

780』中の雷リスク分析指針等の、特定の国や地域において利用可能な、現地指針が設けられている場合がある。避

雷システムを設置する場合は、先行する規格と AHJ に則り、その中で最大限の機器防護に必要な仕様で、建物接

地システムにボンディングしなければならない。 

9.9.3.2 必須事項 

一部の立地では、建物の基本的な安全と防護のために、建物の避雷が AHJ により求められている。 

避雷システムが存在する場合、このシステムは以下を満たさなければならない。 

 建物全体を対象として包含するシステムとして設置される 

 適切な容量と配置の SPD と統合されている 

 重要環境に供給する、全てのシステムおよび建物を保護するように施工される 

9.9.3.3 推奨事項 

重要設備の防護のために、雷に起因する電圧変動および過渡電圧からの防護を実装する場合、『NFPA 780』、

『IEC 62305-3』または『IEC 62305-4』等の業界標準規格に準拠することが望ましい。 

9.9.4 サージ抑制/サージ防護装置（SPD） 

9.9.4.1 序文 

本項においてサージ防護とは、すべてのサージ防護装置または SPD をその範囲に含む。 

注：  低圧交流電力回路用のサージ防護において、過渡電圧サージ抑制（TVSS）という語は、サージ防護装置（SPD）

という語に置き換えられており、TVSS という言葉は用いられなくなった。 

サージおよび電気的な過渡現象は、電気系統に有害な影響をもたらす可能性があり、そのうち最大の損害を伴うもの

は過電圧の発生や高エネルギーな短期的事象である。高エネルギーの電気的な過渡現象の発生源には、電力系統
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内の誘導性負荷の開閉等の事象や、近隣の雷等の環境事象からの誘導によるものがある。環境的な誘導性の電気

的な過渡現象は広い帯域におよび、その周波数は直流に近いものから無線周波数の高周波帯域にまで及ぶ。IT 機

器エリアへの各引込口（電力、HVAC、電話、LAN、信号/制御、RF 等）を、これらの過渡現象から防護することが

重要である。これは人員の傷害、物理的な機器損傷、および運用停止のリスクを抑えるために不可欠である。雷は損

害のもっとも目立つ原因であるが、過度現象の主な原因ではない。 

過渡現象の発生源には以下を含む。 

 電力会社の切替操作 

 発電機への切替 

 運用のレベルが低い共用の商用電源 

 負荷の切替 

 事故電流 

 HVAC ユニット 

 温水・暖房機器 

 電力工具 

 電気モータ 

 蛍光灯 

SPD および大規模なサージ抑制は、施設の高圧側電気設備のための避雷と併せて取り扱われる。IT 設備では、施

設内での過渡現象への対策として、低圧側にも過渡現象対策を追加することが一般的である。 

下位クラスのデータセンターでは、SPD は商用電源の引込口に配置され、求められない限り、さらに下流で過渡現象に

対処することはない。高信頼性クラスでは、SPD が電力系統全体に存在する。データセンターのクラスが上がるごとに、

SPD が以下に挙げる場所に見られる可能性がある。 

 商用電源引込口 

 発電機の母線 

 UPS 入力 

 UPS 出力 

 UPS 電源の分電盤 

 PDU および重要配電盤 

9.9.4.2 必須事項 

サージ防護装置の設置は、クラス F1 以上のすべてのデータセンターで必須である。サージ防護装置が無いと、クラス F0

の評価となる。 

設備クラスに基づき、Table 9-15 に示した場所へ SPD を配備、設置しなければならない。 

SPD は分電盤に内蔵せず（特別に設計、製造、および NRTL 適合認証され、現地にて適切な一体施工する場合

を除く）、適切に動作させるためにリード線の長さは最短とし、入力と出力の配線を分離して設置しなければならない。

施設内の交流電力系統に SPD を使用する際の適用指針については、『IEEE C62.72』および『IEEE 1100』を参照。 

注：  直流電力サージに対する防護については、『IEEE 1100』を参照。 
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Table 9-15 クラス毎の SPD 配置 

システム クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

商用電源引込口 推奨 必須 必須 必須 必須 

発電機の母線 推奨 推奨 必須 必須 必須 

UPS 整流器入力 任意 推奨 必須 必須 必須 

UPS 静止型バイパス入力 任意 推奨 推奨 必須 必須 

UPS 保守バイパス入力 任意 推奨 推奨 必須 必須 

UPS 出力 任意 任意 任意 任意 任意 

重要電力の分電盤

（UPS より下流） 
任意 任意 任意 任意 任意 

PDU または RPP 任意 任意 任意 任意 任意 

 

9.9.4.3 推奨事項  

SPD は以下の最低基準を満たすことが望ましい。 

 AHJ 要件の適合認証を受ける（『UL 1449』等） 

 すべての保護モードにサージ電流の分流経路を設ける 

– スター結線システム内の L-N、L-G、および N-G 

– デルタ結線システム内の L-L および L-G 

 自動切替機能付きの冗長な保護回路を備えたモジュラー設計 

 適切な SPD 接続および動作が目視で確認可能 

 内部診断を求めるための、SPD 故障時に起動する聴覚的警報。 

 『MIL-STD-220A』方式または同等の AHJ 要件を利用した EMI/RFI フィルタリング 

施設内の交流電力系統に SPD を使用する際の適用指針については、『IEEE C62.72』、『IEEE 1100』および

『NFPA 70, Article 285』参照。 

時間の経過とともに、SPD は絶縁劣化が原因となる地絡リスクを伴う。絶縁劣化を軽減する方法の 1 つは、中性線

電流の監視を通じて、劣化の兆候を監視することである。 

9.9.5 電気通信のサージ防護 

9.9.5.1 必須事項 

9.9.5.1.1 プライマリ防護 

プライマリ防護の目的は、要員の安全確保および極端な高電圧からの構内ケーブルの防護を補助することである。プラ

イマリ SPD の設置はすべての適用可能な規則に準拠しなければならない。この装置は、以下の 1 つ以上に準拠するよ

うに設計しなければならない。 

 『UL 497』 

 『UL 1449（最新版）』 
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また、以下の 1 つ以上の認証を取得し、表示しなければならない。 

 UL 認証取得 

 CE 認証取得（適用される場合） 

 その他、AHJ が定めた通りの現地規則または基準 

SPD はあらゆる建物の引込口に設置され、商用電源引込口および建物電気主接地バーに近接（隣接）する範囲

内になければならない。SPD と電源引込口の間の接地線リード長を最短にすることで、接地線の自己誘導が抑えられ、

SPD 装置の効果が高まる。これにより、SPD や電源引込口における電圧上昇を抑えやすくなる。雷の起きやすい地域

では、高エネルギーの建物内部への通電を防止するために、SPD を建物間ケーブルの両端にも設置しなければならな

い。一部の用途においては、ヒューズ型のプライマリ SPD が求められる。 

電話回線、データ回線、および制御回線のプライマリ SPD は、『NFPA 70』またはその他の適用可能な規則や基準に

従い接地しなければならない。プライマリ SPD は建物用 MGB、PBB、または専用接地母線に取り付けられた接地端

子を持たなければならない。母線を鋭角に曲げてはならない。単線のプライマリ SPD 用の接地線は、5.26mm2

（10AWG）以上でなければならず、より線のプライマリ SPD 用の接地線は、13.3mm2（6AWG）以上でなければ

ならない。 

9.9.5.1.2 セカンダリ防護 

セカンダリ SPD の主目的は、プライマリ SPD から ITE へのセカンダリ配線に流れる可能性がある電流の規模を制限す

ることである。効果的にするため、セカンダリ防護はプライマリ防護と適切に協調しなければならない。副次的な目的は、

前述した保護対象の機器が耐えられる水準に、過渡的な過電圧を抑えることである。SPD は、ケーブル引込口と機器

の間、および建物内ケーブル経路内に、誘発される可能性がある過渡現象に対する障壁としても機能する。 

分岐 SPD は、保護対象の機器のできる限り近くに設置しなければならない。これには、部屋または機器エリアから延長

している基地局、リピータ、遠隔装置、モデム、コンソール、ネットワークインタフェースユニットおよびチャネルバンクに関連

する回線が含まれる。セカンダリ SPD は、割り当てられた機能に関する安全・性能基準に準拠しなければならない。こ

の装置は、『UL 497A』認証取得マーク、国際 CE 認証マーク（適用される場合）を取得するか、または AHJ の求め

る認証を取得しなければならない。 

各セカンダリ SPD の接地線またはフレームの接地端子を、関連機器に利用される PBB、SBB、またはその他の接地

母線導線に、それぞれ個別のボンディング導体で接続する。単線のセカンダリ SPD 用の接地線は、5.26mm2

（10AWG）以上でなければならず、より線のセカンダリ SPD 用の接地線は、13.3mm2（6AWG）以上でなければ

ならない。個別ラック接地バーが SPD 用に設置される場合は、機器接地母線システムへ効果的にボンディングしなけ

ればならない。 

導線は可能な限り短くし、鋭角に曲げず、可能な限り直接に機器接地線または接地母線に走らせなければならない。

動作電圧および SPD の構成は、用途に応じて異なる。ITE にセカンダリ防護機能が内蔵されている場合は、スタンドア

ロン型のセカンダリ防護は不要である。 

9.9.5.2 推奨事項 

セカンダリ回路のサージ保護装置の定格電圧レベル設定は、保護対象の機器のみを保護するように調整することが望

ましい。 

ITE キャビネットまたはラック内に、複数のセカンダリ SPD を分散して設置する場合は、該当するキャビネットまたはラック

内では中央に配置することが望ましい。これにより当該 SPD を ITE キャビネットまたはラック内の既存の接地バーか、専

用のラック内接地バーのいずれにも効果的にボンディングすることが可能となる。 

ヒューズ交換の必要性を低減するために、リセット可能なヒューズを組み込んだ装置が推奨される。 
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9.9.6 建物接地（極）リング 

9.9.6.1 必須事項 

建物接地極リングは、避雷システムが設置されている施設、または複数の商用電源引込口が建物外周にある施設に

設置しなければならない。 

すべての地下における接地接続は、発熱溶接、不可逆式圧着等の NRTL 認証を受けた方式で実施しなければなら

ない。 

現地の規則および基準が求めるとおり、接地リングは建物躯体の金属部分に、柱 2 本に 1 本の割合かそれより短い間

隔でボンディングしなければならない。接地極システムを補完するために、新築の施設ではコンクリートに覆われた接地

電極（Ufer 型電極ともいう）を採用すること。コンクリートに覆われた接地電極は、コンクリート自体の吸湿性と、地面

との接触面積の増加により、接地極システムの効果を高める。 

 コンクリートに覆われた接地電極は、最低 51mm（2in）以上の厚さのコンクリートで覆い、土壌と直接接触

しているコンクリート基礎または基盤の底部またはその近傍に配置しなければならない 

 コンクリートに覆われた接地電極は、長さが最低 6m（19.7ft）で、21.1mm2（4AWG）以上の裸銅線か、

または裸・亜鉛メッキ・その他導電性被覆の、直径が最低 12.7mm（0.5in）の鉄筋もしくは鋼棒 1 本以上

でなければならない 

 コンクリートに覆われた接地電極は、現地のあらゆる接地極システムとボンディングしなければならない 

この建物接地システムは、電気通信システム、避雷システム、および全ての主配電設備に直接ボンディングしなければ

ならない。主配電設備には全ての配電盤、発電機、UPS システム、および変圧器を含む。設備は、すべての大容量

負荷設備の接地を接続する建物電力用主接地バスバー（MGB）を保持しなければならない。この場所は、PBB と

共に、接地システムの連続性とインピーダンスの両方を検証できる位置である。 

9.9.6.2 推奨事項 

建物接地極リングは、全ての施設に設置されることが望ましい。重要施設においては、単極または三極接地のみの建

物接地では不十分である。一般的に、直接埋設の接続は、耐久性を保証するために、適用可能な基準および規則

に定められた、適切な電気的試験の要件を満たすことが望ましい。設計は、利用可能な敷地、土壌の抵抗率、冬季

凍結深度、および地下水位等の立地条件に応じて異なる。 

接地母線は、ボンディングおよび視覚的検査が実施しやすいように配置することが望ましい。 

接地リングは、107mm2 （4/0AWG）以上の裸銅線を、800mm（30 インチ）以上の深さで、建物壁から 1m（3ft）

以上離して埋設することが望ましい。大型の場合、より線の使用が推奨される。建物を囲む接地リングは、屋根の水平

投影線よりわずかに外側に設置することが望ましい。接地リング導線は、システム内ボンディングを実現しやすくするため

に、AHJ が求める接地極導線の最大寸法と同じ寸法にすることが推奨される。さらに、外周の接地棒は接地リングに

接続することが望ましい。一般的な外周の接地棒は、直径 19mm x 長さ 3m（3/4 インチ x 10ft）の銅覆鋼棒の接

地極で、外周の接地ループに沿って 6～12m（20～40ft)の間隔で埋設する。 

建物接地極リングの試験用の竪穴を、ループの 4 隅に設けることが望ましい。 

共通接地極システムは、全体において電位降下法（『IEEE 81』）で計測した場合の接地抵抗が 5Ω を超えないこと

が望ましい。NEC、『IEEE 1100』、および『IEEE142』に記載されるとおり、異なるシステム間の共通ボンディングは接

地とともに重要な役割を果たす。 
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9.9.7 補助ボンディングおよび接地 

9.9.7.1 序文 

補助ボンディングおよび接地は、適用可能な電気安全規則および製品安全基準が一般的に求めるボンディングおよび

接地の方式に加えて施すものである。補助ボンディングおよび接地とは、施設や機器のボンディングおよび接地の効果を

高めるために、適用可能な電気安全規則および製品安全基準に加えて採用された構造物や手法を指す。補助ボン

ディングおよび接地要素の例としては、金属レースウェイ、ケーブルラック、ケーブルトレイ、2 重床の床下、架上空間に設

置する金属製の工作物、金属板、金属シート、機器から接地/ボンディング構造物への複数のボンディング導線等が挙

げられる。 

9.9.7.2 補助ボンディングおよび接地の構造 

フリーアクセスフロアのあるデータセンターの接地システムを Figure 9-39 に示す。この図には電力設備の接地に加え、補

助ボンディングおよび接地も含めている。 

 

 

  

Figure 9-39 一般的なデータセンターの接地模式図（フリーアクセスフロアも表示） 

 

一般的に、補助ボンディンググリッド（SBG、シグナルレファレンスグリッド（SRG）ともいう）を備えたメッシュボンディン

グネットワーク（メッシュ BN）の形をとる、補助ボンディングおよび接地システムは、二重床のデータセンターでよく用いら

れている。『IEEE 1100』に記載されるとおり、デフォルトの機器ボンディング構成は共通ボンディング網（CBN）であり、

G：機器接地バスバー  
H：Mesh-BN 内の SBG  

I：建物接地極システム  
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補助ボンディンググリッドが、接地システムへの機器およびその他装置の効率的な直接ボンディングのために容易に利用

可能である。通常のデータセンターでは、補助ボンディンググリッドはメッシュ BN の一要素になる。補助ボンディンググリッ

ドは露出して設置される導体のネットワークであり、異種の金属キャビネット、ラック架、および筐体を効果的にボンディン

グするために使用される。この配置により金属キャビネット、ラック、その他金属物質の効率的な接地およびユニット内/ユ

ニット間ボンディングが可能になる（特に、これらが通電されていない場合）。また、メッシュ BN は、使用される電源回

路の機器接地線が保守中に喪失または切断された場合にも、ボンディングされた機器の接地の信頼性を保証する。

静電荷の消失も、メッシュ BN の複数の接地経路によって大幅に効果を向上させる（Figure 9-39 を参照）。 

9.9.7.3 メッシュ BN 

9.9.7.3.1 序文 

補助ボンディンググリッド（SBG）は、機器製造者の施工パッケージの中の推奨事項か、またはパッケージそのものの一

部に含まれる場合もある。通常は、機器販売とは別に現地で施工される配線作業の一部となっている。 

メッシュ BN の主目的は以下の 3 つである。 

 広範囲の周波数帯にわたり、ユニット間の同相モードの電気的ノイズを低減することで、接続された機器間の

信号伝送の信頼性を高める。適切に設計、設置、使用することで、低周波帯域における大地帰路方式また

は設計の劣悪な通信リンクでのノイズの制御に効果がある。これは一般的に 30MHz 付近の帯域に限定して

機能し、600mm（24in）間隔のグリッド構成で配置されている。 

 これは、屋外の交流・直流電源、通信用、その他の線路対大地型/シャーシ接続型 SPD 機器向けに、低イ

ンピーダンス（低インダクタンス）経路を用意し、これによる効果的な信号用グラウンドを提供することで、ユニ

ット間の信号回線の損傷を防ぐことを意図している。 

 メッシュ BN は、電力系統の地絡が発生した際に、ユニット間信号レベル回線および機器電源装置の損傷を、

防ぐかまたは最低限に抑えることを目的としている。 

メッシュ BN によりコンピュータ室内に、有効な等電位の基準グラウンドが形成され、高周波数信号が迷い込むことを低

減できる。 

メッシュ BN には、裸銅線または銅テープを、溶接・はんだ付け・圧着その他の適切なクランプ等の手段で接続された補

助ボンディンググリッドを含む場合がある。また、メッシュ BN には、二重床の支持脚から被覆銅線または裸銅線を用いて

現地で接続し、グリッドを構築する場合もある。 

9.9.7.3.2 必須事項 

使用する場合、メッシュ BN は CBN の一部となるため、建物の電力用接地から絶縁または分離してはならない。使用

する場合、メッシュ IBN（絶縁ボンディングネットワーク）は、単一の接続点を除き、CBN から絶縁または分離しなけれ

ばならない。メッシュ IBN は通常、フリーアクセスフロアまたは床下ボンディンググリッドをメッシュ IBN の補助ボンディング要

素として使用しない。なぜなら、単一の接続点での接地を実現するために、キャビネットおよびラックが床板から絶縁され

るためである。ただし、メッシュ IBN のユニット内のボンディングは、メッシュ BN 内で使用されるものと非常に類似する。 

さらなるメッシュ IBN の詳細は『IEEE 1100』参照。メッシュ IBN は商用データセンター施設には一般的でないとみなさ

れているが、アクセスプロバイダのデータセンターには存在する可能性がある。 

接地クランプを使用する場合は、その用途に対しての規格認定（『UL 467』等）を取得していなければならない。ワイ

ヤハンガまたは固定装置（『UL 2239』等）は接地クランプとして使用してはならない。 

円断面の導体を使用して施工する場合、導体の断面積は最低 13.3mm2（6AWG）でなければならず、最大

42.4mm2（1AWG）が一般的である。導体は裸銅線または絶縁銅線が適している。 

照明器具、扉枠、窓枠、および 1m（3ft）未満の配線経路を除き、すべての金属面はボンディンググリッドにボンディン

グしなければならない。 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

223 

注：  管路スリーブ、金属製の延焼防止システム、その他の絶縁された 1m（3ft）未満の配線経路および装置は、接地シス

テムにボンディングする必要はない。 

9.9.7.3.3 推奨事項 

メッシュ BN には、コンピュータ室空間全体をカバーする、間隔が中心点間で 600mm～3m（24in～10ft）の銅線グ

リッド等の SBG を含めることが望ましい。グリッドの理想的な間隔は、600mm～1.2m（24in～4ft）である。設定した

帯域幅において、信号伝送の信頼性を高めること（上記序文で既述）を目的として、SBG を用いてユニット内におけ

る同相モードの電気的ノイズを、広帯域の周波数にわたって低減するためには、グリッドの間隔は 600mm（24in）以

下を維持し、関連する通信用ケーブルを SBG に近接させて敷設しなければならない。 

銅テープを使用した補助ボンディンググリッドは通常、メッシュを工場で制作した状態で搬入・設置される。銅テープの断

面は最低 0.40mm（26 ゲージ）厚 × 50mm（2in）幅で、テープの全ての交点がパンチ接続ではなく工場で溶接さ

れていることが望ましい（Figure 9-40 参照）。メッシュ BN のグリッド間隔は 600mm（24in）であることが望ましい。

複数の工場制作されたロールを連結してメッシュ BN とする場合は、現地で発熱溶接により連結する（Figure 9-41 参

照）。銅テープは通常、施工前に工場において溶接によりグリッド構成にされ、その後現地の床面に区画単位で展開

し、入居および IT 運用を開始する直前に、小規模の発熱溶接でグリッドを完成させ、設置工事の完了とする。 

 

 

  

Figure 9-40 メッシュ BN 内の銅テープ型 SBG の一般的な構成 

 

いかなる場合も、SBG は二重床システムの支持脚にボンディングすることが望ましい。銅テープをグリッド（600mm

（24in）間隔）の形で配置する場合、最低でも支持脚 6 本毎にグリッドとボンディングすることが望ましい。 

メッシュ BN 内の SBG 
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グリッドとフリーアクセスフロアの配置を揃える場合、最低で

も支持脚 2 本毎にグリッドとボンディングすることが望まし

い。支持脚から補助ボンディンググリッドまでのボンディング

ジャンパの長さは、600mm（24in）以下とすることが望

ましい。横桁をボルト留めしたフリーアクセスフロアを補助

ボンディンググリッド（SBG）として使用する場合は、銅

線および発熱溶接されたジョイントまたは機械的な導線

クランプを使用して構築されたボンディンググリッドに比べて

効力が劣る可能性がある。考慮事項には、施工時にお

ける一時的なフリーアクセスフロアタイルの除去を含める。 

接地・ボンディングインフラおよび ITE 要素は、Table 9-

16 に挙げる接続点を有することが望ましい。 

 

  

 

  

Figure 9-41 ロール状の銅テープグリッドを用いて

SBG を構成する際の発熱溶接での接続 

Table 9-16 接地・ボンディング接続の詳細 

接続 最低導体寸法 注記番号 

PBB – 建物用主接地バスバー 130mm2（250MCM）裸線  

EGS – PBB 130mm2（250MCM）裸線  

PDU – PBB/SBB 適用される規則に準ずる（『NEC 250-122』等）  

HVAC 機器 – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線  

鋼柱 – メッシュ BN/SBG 21.1mm2（4AWG）裸線 1、2 

基礎の主筋 – メッシュ BN/SBG 21.1mm2（4AWG）裸線 3 

ケーブルマネジメント – ケーブルトレイ、管路 13.3mm2（6AWG）裸線 4 

フリーアクセスフロア支持脚 – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線 5 

スプリンクラ配管 – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線  

HVAC ダクト – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線  

キャビネット – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線 6 

機器筐体 – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線 6 

架 – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線 6 

その他金属製のシステム筐体 – メッシュ BN/SBG 13.3mm2（6AWG）裸線  

注 1：  電気通信用のボンディングおよび接地インフラの設計については、『ANSI/TIA-607-C』に定められたものより大きな寸法。接地の寸法はこの 

大きさと、商用電源の引込口に必要な接地線に合う大きさのいずれか大きい方にすることが望ましい。 

注 2：  鋼柱には、適切な NRTL 規格適合の圧着かクランプ、または発熱溶接で接続する。 

注 3：  鉄筋は、基礎コンクリート流し込みの前に溶接すること。 

注 4：  すべてのジョイントがボンディングジャンパを有することが望ましい。 

注 5：  圧着かクランプ、または発熱溶接で、支持脚体および床下梁の固定穴と共に、ねじ止め端子で接続すること。 

注 6：  キャビネット、ラック、架、および機器筐体はメッシュ BN/SBG に直列ではなく、個別にボンディングしなければならない。 
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SBG は、各交点で溶接・ろう付け・圧着、または適切

な接地用クランプを使用してボンディングされた標準的

な裸銅線または銅テープから製作される場合がある

（Figure 9-42 参照）。表面積がより大きくなるた

め、銅テープの方が特に高周波帯域においてより優れ

た過渡特性を備えている。 

メッシュ BN への、機器の接続を容易にするため、銅線

によるグリッドでは裸（非絶縁）銅線の使用が適して

いる。グリッドがカバーする区域では、等電位が実現す

るため、人員用の接地システムが使用される場合で

も、グリッドとの意図的でない、または断続的な接触は

問題とはならない。 

 

 

 

 Figure 9-42  

データセンター接地インフラ（部屋レベル）の例 

9.9.7.4 メッシュ BN への機器ボンディングおよび接地 

9.9.7.4.1 必須事項 

すべての金属製筐体は、使用される電源回路に必要な保護接地に加えて、補助接地およびボンディングを施さなけれ

ばならない。これにより、要員の安全と、接地の連続性の両方が確保される。特に後者はデータセンター接地インフラを、

個々の負荷まで合理的に拡張する形となる。各キャビネットおよびラックは、メッシュ BN 内部への個別の接地接続が必

要となる。（Figure 9-43 を参照。）メッシュ BN にボンディングするための接地接続部材は、部材当たりの導体の数お

よび寸法が製造者の定める仕様を超過しないように、製造者の指示通りに施工しなければならない。最低 13.3mm2

（6AWG）の被覆より銅線を、メッシュ BN 側は現地で発熱溶接または機械的に接合し、キャビネット側は工場でのス

ポット溶接またはボルトによる機械的な接合により接続する。 

すべての ITE 筐体のボンディング接続では、必ず地金と地金を接触させた状態で、工場出荷前または現地において、

酸化防止剤を接点に塗布することが必須である。 

各キャビネットまたはラックには、接地導体のラックへのボンディングを可能とする適切な接続点（必要な場合は複数）

を設けなければならない。この接続点の選択肢を以下に挙げる。 

 ラック接地母線 

専用の銅製接地バーまたは銅テープをラックに取り付ける。ラックと接地バーまたはテープの間に、ボンディングが

存在しなければならない。固定するねじは、下穴不要のタッピンねじや、板金用ねじではなく、下穴を必要とす

るタッピンねじでなければならない。下穴を必要とするタッピンねじは、隣接する機器を損傷する恐れのある切り

屑を発生させずに、ねじ山を形成する。 

 ラックへの直接接続 

専用の銅接地バーまたは銅テープ、および付随するタッピンねじを使用しない場合、ラック側の接続点から塗

料を除去しボンディング用に適切な水準まで研磨した後に、認証された酸化防止剤を使用しなければならな

い。 

 ラックへのボンディング 

ラック向け SBG 導体を、キャビネットまたはラックの接続点にボンディングする際は、2 穴端子付きの圧着端子

を使用することが望ましい。2 穴端子付きの圧着端子の使用は、接続したケーブルの過度な振動または移動

による、接地接続の緩み防止に役立つ。 
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 Figure 9-43 ラックとメッシュ BN 間のボンディングの例 

 

9.9.7.4.2 推奨事項 

すべてのボンディングに推奨される方式は、所定の寸法の被覆銅より線の接地線を、2 穴端子付きの圧着端子または

発熱溶接により接続することである。 

キャビネットまたはラックとメッシュ BN をボンディングする場合、メッシュ BN 側の各ボンディング部材とジャンパーは、各キャ

ビネットまたはラック単位で専用とすることが望ましい。Figure 9-44 に示すように、単一のボンディング部材またはジャンパ

ーにより、複数のキャビネットとメッシュ BN をボンディングする構成は望ましくない。なお、メッシュ BN とのボンディングに、

単一のボンディング部材またはジャンパーを用いる場合は、当該用途の認定を受けている部材を用いなければならない。 

 

 

 Figure 9-44 ラックとメッシュ BN 間の不適切なボンディングの例 

ラック接地母線（RGB）または 13.3mm2（6AWG）のラックボンディング導体（RBC）接地線を各キャビネットまた

はラックに設置し、キャビネットの垂直構造材に沿ってキャビネットの全高に張り巡らせることで、キャビネットまたはラック内

の全機器が容易に接地できるようにすることが望ましい。Figure 9-45 を参照。 
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9.9.8 ITE との接続 

9.9.8.1 序文 

フリーアクセスフロアのエリア、またはあらゆる重要環境のボンディングおよび接地網において重要なのは、ITE の接地と設

備運用中の静電気の放電処理である。これには ITE シャーシを搭載したキャビネットとメッシュ BN との接続、さまざまな

IT システムとキャビネットとの接続、および人員用の接地の点検と静電気の放電が含まれる。 

9.9.8.2 ラックとメッシュ BN の接続 

構造的一体性を確保する目的で、複数のキャビネットを物理的に連結することは一般的に行われており、論理的・仮

想的・あるいはネットワーク的にも接続されて、一体型のプラットフォームとして機能する場合もある。 

連結は、製造者がキャビネットまたはラックを製造する際に、その構造部材全てに渡って電気的な連続性を確保するよ

うに組み立てることで実現する。溶接されたラックでは、溶接工法自体がラックの構造部材間のボンディングとして機能す

る。 

すべての隣接するキャビネットおよびシステムは、ラック構造材を通じて接地の連続性を確保するようにボンディングするこ

とが望ましい。 

 

 Figure 9-45 ラックボンディング導体およびラック接地母線の取り付け例 

 

機器キャビネットおよびラックを組立または固定するために使用されるボルトとナットによる接続で、電気的な連続性が確

保されていると見なすことはできない。ラック組立に使用されるボルト、ナット、およびねじは、接地を目的とした設計とは

限らないため、接地ボンディングジャンパが存在しない場合は、キャビネット列が電気的に連続していると見なしてはなら

ラック接地母線をキャビネットまたはラッ

クの側面に垂直に取り付ける  

  

ラック接地母線をキャビネットまたは

ラックの上部に取り付ける  

  

ラックボンディング導体をキャビネッ

トまたはラックの側面に取り付け

る 

将来拡張できるようにラ

ック下端まで延長される

ラックボンディング導体  

各機器からラックボンディ

ング導体までの機器ボン

ディング PBB または

SBB へ  
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ない。さらに、ほとんどのキャビネットおよびラックは塗装されており、塗料は非導電性であるため、ボンディングを用いない

場合、連結による接地効果は無い。従って、有効なボンディングの形成のためには、キャビネットのボンディング部分から

塗装およびコーティングを全て除去しなければならない。 

電力ケーブルの経路のほとんどはラックの上または下を通る。ラックの 4 面全てに信頼できるボンディングが施されていない

場合、充電部への接触による危険が存在する。 

9.9.8.3 ITE からキャビネットまたはメッシュ BN へのボンディング 

9.9.8.3.1 必須事項 

ITE シャーシは、以下のいずれかにより、キャビネットまたはラックにボンディングしなければならない。 

 製造者提供の接地箇所 

理想的には、製造者が独立した接地用の穴または端子を用意する。この穴または端子が存在する場合は、

ITE シャーシのための主接地点として機能し、電源ユニットに供給する電源回路に取り付ける保護装置が遮

断できる上限の事故電流に、対応できる寸法の導体と接続しなければならない。シャーシの接地導体の端部

は、片端がシャーシの穴または端子とボンディングし、反対端は接地銅バーまたは銅テープに適切にボンディン

グする。場合によっては、接地銅バーまたは銅テープを迂回して、シャーシ接地線をデータセンター接地インフラ

に直接ボンディングすることが望ましい。 

 マウント部材による接地 

機器の製造者が、マウント部材を通じた接地を推奨し、マウント部材が塗装されていない場合は、タッピンねじ

とワッシャーによる固定により、シャーシとラックの間に充分なボンディングが形成されたと見なせる。 

マウント部材が塗装されている場合、塗装を落とすか、またはタッピンねじと、この用途に設計された特殊なロッ

クワッシャーを使用することで、シャーシは既にマウント部材とのボンディングを確立しているラックを通じて、保安

接地までの間に充分なボンディングが形成されたと見なせる。 

IT機器の交流（AC）電源コードを通じた接地は、ITE 負荷に対して電源経路から独立した機器接地の冗長経路を

設けるという本項の意図から外れている。交流 IT 機器は通常、接地線を含む電源コードを有するが、機器から主接地

までの経路の完全性は、容易には確認できない。IT 機器の接地については、交流電源コードの接地線のみに頼るので

はなく、本項に記載されるような確認可能な方法で機器を接地することが望ましい。 

キャビネットまたはラックが接地されると、当該キャビネットまたはラック内に設置される IT 機器の基準電位もメッシュ BN

の基準接地にボンディングされる。市販品や工場で設定する製品の場合、この作業の一部を IT 機器製造者が既に済

ませている。現場で施工するラックマウント型システムの場合、ITE からメッシュ BN までの、キャビネット構造材を通じた

接地回路を完成させるために、機器接地を追加しなければならない。 

9.9.8.3.2 推奨事項 

キャビネット扉および側面パネルは、キャビネット構造材とボンディングし、構造材を接地システムに接続することが望まし

い。（Figure 9-46 を参照）。 
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9.9.8.4 人員用の接地および静電気の放電 

静電気の放電（ESD）は、静電荷の突発的な移動

である。電荷は、静電位が異なる 2 つの物体が接近し

た際に、物体間に発生するスパーク（静電気放電）を

通じて移動する。 

注意：  静電気の放電（ESD）はネットワークハード

ウェアの恒久的な損傷または断続的な不具合を引き起

す可能性がある。ネットワーク機器またはネットワークケ

ーブリングに接触するいずれの要員も、電気通信機器

の ESD の潜在的な発生源となる。未接続の通信ケー

ブルを敷設する際に、カーペット等の表面を引きずられて

帯電し、静電荷が蓄積される場合がある。帯電したケ

ーブル類は、接続先の電気通信機器への ESD の原因

になる可能性がある。よって、ケーブルが帯電した場合

は、ネットワーク機器への接続前に、接地へ放電するこ

とが望ましい。静電荷は、特に乾燥環境下で、一定期

間残留する可能性がある。 

 

  

 

 Figure 9-46  

キャビネット側面パネルおよび扉のボンディング例 

静電荷の残留に影響する要因には以下が含まれる。 

 ケーブルの仕様 

 絶縁部材 

 湿度 

 施工方法 

低湿度および静電気を発生しやすい建築部材が、ESD の主な原因である。全ての種類のケーブルが、静電気に対し

てほぼ同じ特性を持つため、静電荷の残留に関しては、通信ケーブルの種類によっての差は生じてしない。（電気通信

ケーブリングの詳細については 14.8 項および 14.9 項を参照）。 

該当する全てのネットワーク機器の、製造者による ESD に関する仕様およびガイドラインを、全て遵守することが重要で

ある。重要施設については、帯電防止床材や、湿度制御などの緩和措置が重要となる。 

ネットワークまたはコンピュータ機器の設置または作業に当たり、ほとんどの製造者の設置ガイドラインでは帯電防止バン

ドの着用を義務付けている。帯電防止バンドは、電気的な接続を確保できる手段によって、キャビネットまたはラックにボ

ンディングすることが望ましい。床材が帯電防止でない場合など、一部のフリーアクセスフロア環境においては、人員用の

帯電防止マットの使用が必要となる場合がある。 

9.9.9 電力系統のボンディングおよび接地 

9.9.9.1 序文 

これまで重要施設では、商業施設の中性点接地に倣った三相 4 線式による配電が主流であった。そのため、ITE 負荷

から発生する高調波が配電設備全体に伝播し、いくつかの重大な問題を引き起こした。高調波が引き起こした問題に

は、大規模な（数百アンペアに至ることもある）中性線電流、分岐回路の中性点接地の故障、ITE の障害や故障、

および地絡保護機器によるミストリップなどが挙げられる。 

構造材の接地端子台 

キャビネットの側面パネ
ルおよび扉は、キャビネ
ット構造材にボンディン
グする 
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交流 480/277V および 208/120V において、設計者は中性点の役割について明確にすることを求められる。交流

480/277V および 208/120V において、中性点を必要とする負荷は、（重要設備の全体負荷と比較した場合）小

規模な照明等の負荷のみである。 

これらの非重要負荷の交流 480/277V および 208/120V の中性点を何らかの形で絶縁しなければ、交流 480V 受

電系統の最上流で、これら少数の負荷のためだけに中性点を設けることとなる。このため、高調波が三相 4 線式の低

圧配電盤を介して、異なる系統に伝播してしまう。三相 3 線式の空調設備や、UPS の入力側など、施設の電力負荷

の大部分は、中性点接地や絶縁された電源も必要とせず、三相 3 線で供給可能である。上述した小規模な交流

480/277V および 208/120V 負荷については、何らかの形で絶縁された中性点接地が必要となる。しかし、そのために

必要な中性点接地と中性線が、それ以外の電気設備に問題をもたらすため、当該の負荷に対し交流 480/277V 系

統に小規模な絶縁変圧器を設けることが望ましい。 

この負荷の絶縁が設備全体にとって望ましい設計要素であり、この場合、絶縁変圧器は交流 480/277V 系統に設置

されるため、施設内の残りの負荷については、三相 3 線式が標準設計となる。よって、UPS 電源から供給される重要

環境内の交流 208/120V 負荷のための中性点接地は、UPS システムの下流側に位置することとなる。 

重要環境内の全ての負荷に対し、PDU 内の接地点から、個別の絶縁された接地線が用意される。 

9.9.9.2 ボンディングおよび接地 – 直流および交流電源の電気通信設備 

『IEEE 1100』は、従来の電気通信設備への推奨事項の多くを包含し、交流および直流電力設備を統合する際の、

それぞれの安全上および性能上の目標を達成するための方法を示している。ボンディングおよび接地に関連する重要な

概念は、ITE とそれらに供給する電源設備の両方に対応している。電源設備は、建物の接地極システムに接地される。

接地極システムは、建物内の共通ボンディングネットワークに接続される（Figure 9-47 を参照）。ITE については、

『IEEE 1100』では複数の接続点を持つ構成を共通ボンディング網(CBN)と呼び、単一接続点の構成を非接地（絶

縁）ボンディングネットワークと呼ぶ。 

電気通信および ITE の直流電源設備のためのボンディングおよび接地に関する指針のほとんどは、従来の（規制され

た）電話（電気通信）事業者が定めたものである。この指針の基本思想は、（規制されていない）商用建物業界

向けの『IEEE 1100』にも、商用建物業界の要件を満たすための一部修正を加えた上で反映されている。 

歴史的に、電気通信は直流電源であり、ITE は交流電源であったという事実を踏まえる必要がある。このため、両者の

電力設備のボンディングおよび接地の標準は、これまで異なっていた。これは、直流電源が主として、「事業者の排他的

制御下にある」（『NFPA 70』）規制環境において使用されてきたことが大きな理由である。 

データセンターでは、『ANSI/TIA-942-B』、『ANSI/TIA-607-C』、『ISO/IEC 30129』、および『IEEE 1100』に準拠し

た、電気通信用のボンディングおよび接地インフラが求められている。このインフラは、各階ごとに電気設備接地極システ

ム、（接続可能であれば）建物躯体の金属部、ならびに交流電源の分電盤の接地とボンディングする。データセンタ

ーの IT 機器に必要な接地は、当該フロアの（SBB 等の）適切な接地バーに接続する。このボンディングおよび接地イ

ンフラは、電力設備用のボンディングおよび接地インフラと物理的に交わらないことに留意する。 

完全に独立した接地システムは、安全および性能の問題を引き起こす可能性があるため、いかなる場合においても導

入してはならない。 

ITE が懸念しなければならないノイズには、電気設備が生成し、データセンターの機器に分配する同相モードノイズも含

まれる。一般的に、機器の交流電源装置は、同相モードノイズへの耐性が高い。サーバおよびその他の機器の製造者

が、自社製機器の（高電圧）直流入力電源装置を設計および試験する際に、それらが同様に堅牢であることを保

証することも見込まれる。『Telcordia GR-1089-CORE-2006』要件を満たし、共通ボンディング網（CBN）へ接続

されている 48VDC 電気通信機器では、既に実現されている。 
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Figure 9-47 電気通信用のボンディングおよび接地インフラ  
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9.9.9.3 ボンディングおよび接地――電気通信用の直流設備  

電気通信用の直流電源設備の起源は、初期の電話システムにまで遡り、直流が回線への信号送信およびスイッチン

グ・制御リレーの運用のために使用されていた。集中化された（大型）直流電源設備（システム）は、整流器、配電

盤、主系および副系の分電設備、およびヒューズベイ等の主要要素から構成されていた。DC 電力系統は、大地に接

地されていた（2 点以上であることが多い）。接地された導体は、電源リターンと呼ばれた。接続された負荷機器は、

電気通信負荷機器（TLE、以下 ITE と称する）と呼ばれた。 

現代の直流電源設備は、よりコンパクトになり、要素のサイズがより小さく、効率性が高まっている。今日、集中化された

小型の直流電源設備は、1 台のラックに収めることができる。規格上は、これらの設備は一般的に ITE として分類され

る。直流電源の ITE を評価するために、電源システムの堅牢性が重要な考慮事項になる。したがって、設備の接地、

ボンディング、および保護に関しても、一定の考慮事項が発生する。考慮事項は以下を含む。 

 ITE は、共通ボンディング網（CBN）に接続して運用することに（『Telcordia GR-1089-2006』に従い）

適した堅牢性を有するか？ 

 ITE は、（『Telcordia GR-1089-2006』に従い）適した堅牢性を有しておらず、したがって非接地ボンディン

グネットワーク（IBN）で運用する必要があるか？ 

注：  IBN 構成の重大な役割とは、CBN を流れる電流、特に落雷時の電流から ITE を隔離することである。 

 直流電源は、単一種の機器ボンディングネットワーク（CBN または IBN）専用か、もしくは混在か？ 

 直流電源の設置予定位置と、ITE の配置との位置関係は？ 

 直流電源入力において、電源リターンおよび DC 機器接地線（DCEG）を統合する必要のある ITE は存

在するか？ 

 データセンター内の ITE の可用性要件は、電

気通信局舎等の電気通信サービスプロバイダ

（TSP）で、必要とされている箇所の全てに

対応する必要は無い。IBN が、データセンター

の全部または一部に適切であるかどうかは、可

用性要件によって判断する。 

概して、現代の集中型の直流電力系統は、一点接地

の系統として設計されている。機器接地（ボンディン

グ）線は、ITE のあらゆる金属部を接地し、また上流の

過電流保護装置の適時動作により地絡を除去するた

めに、分電設備の一部として設置される。システム接地

（極）導体は、DCG と呼ばれ、直流電源近くの電源

リターンに接続される。電源リターンの接地は 1 箇所の

みである。この構成は、『NFPA 70』に基づいた交流電

気設備のボンディングおよび接地に非常に類似してお

り、『UL60950』により多少のバリエーションが許容されて

いる。Figure9-48 から Figure 9-52 までを参照。 

  

 

  

Figure 9-48 交流と直流の電力設備および負荷機器

に推奨される接地の類似性 
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Figure 9-49 一点接地リターンの直流電力系統 

 
 

 

  

Figure 9-50 直流電源入力の接地を示した ITE（電源リターンは絶縁されている） 
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Figure 9-51 共通ボンディング網 

 
 

 

  

Figure 9-52 非接地（絶縁）ボンディングネットワーク  
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9.9.9.4 ボンディングおよび接地――高電圧（HV）直流システム（160VDC 超） 

9.9.9.4.1 必須事項 

データセンター用の直流電源設備は、適用可能なボンディングおよび接地要件を満たさなければならない。接地および

ボンディングの方式は、システムの接地への接続点、機器接地、および接地極システムの導体寸法等の要件を含む、

AHJ の全ての要件に準拠しなければならない。 

9.9.9.4.2 推奨事項  

380VDCシステムに適した接地方式は、直流電源出力の高抵抗中点接地（整流器または直流 UPS、もしくはその他

の直流電源機器）であるが、直接中点接地、正極側接地、負極側接地、およびフロート（非接地）システム等のそ

の他の接地手段も可能である。接地方式の選定は、まずシステム全体の保護および故障検知方法に基づき、ネットワ

ーク全体を通じて整合していることが望ましい。より詳細な要件については、適用可能な規格を参照すること。 

9.9.9.4.3 追記情報 

『IEEE C2』、『IEEE 1100』、『ANSI T1.311』等、推奨事例を含む既存の規格がいくつか存在する。 

電気通信事業者の標準的な直流電力システムを、データセンターの非規制環境に適用するためには、さらなる考慮が

求められる。考慮事項には以下が含まれる。 

 直流システム接地極線（DCG）が集中型直流電源設備へ取り付けられる箇所、および電源と電気通信

負荷機器の間での取り付けが認められるか（『UL60950』に基づく） 

 直流電源設備の機器接地線（DCEG）について、『UL60950』に基づき、直流給電および電源リターン回

線から別経路での配線が認められるか 

 直流機器接地を、『UL60950』に基づき、負荷機器の電源リターンへ、ボンディングすることは許容されるか 

これらの考慮事項を踏まえた賢明な方法とは、データセンターにおける直流電源設備のボンディングおよび接地の根拠

となる文書として、『IEEE 1100』を使用することである。理由を以下に挙げる。 

 交流電力設備の接地およびボンディングの構成と、同様の構成を提供する 

 電源位置において、直流電力系統の単一接地点を提供する 

 回路配線（-48V 電源リターン等の給電）と共通の経路で、直流機器接地線を配線する 

 直流機器接地線と負荷機器の「リターン」とのボンディングを禁止する 

 直流用の完全に管理された経路を提供する 

9.10 ラベリングおよび表示 

9.10.1 序文 

ラベリングおよび表示はいくつかのカテゴリに分類される。 

 部屋名および部屋番号等の建物情報 

 化学物質および感電の危険表示、出口表示、濡れた床や床面開口部の立入制限、安全データシート（以

前は化学物質安全データシートと呼ばれていた）の保管場所、EPO 表示、要員、運用、または安全のため

の警告表示等の、危険情報および作業安全情報 

 機器のラベリングおよびシステムの色識別等の表示 

 掲示板への常時および特別な情報掲示等 

9.10.2 必須事項 

システムおよびラベリングは、該当する諸規格（例：『ANSI Z535 series』）に準拠し、かつ AHJ が認定した色による識

別を適用しなければならない。 
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ラベリングは個々のシステムと一体としなければならず、運用者がざっと見ただけで、システム状況を把握できるようでなけ

ればならない。ラベリングは、グラフィカルユーザインタフェース（GUI）および、機器とシステム自体の物理的構成と併せ

て機能する。 

GUI は通常、システム全体の運用のための視覚的ダッシュボードである。GUI に通常含まれる情報は、色で識別された

電力フロー図、電気設備の挙動、電気の特性、および警報の状態である。 

模擬母線がある機器では、系統の潮流と、個々のブレーカの接続状況を示すことも可能である。重要電力設備、商

用電力設備、および発電機電力設備をそれぞれ色で識別する場合もある。例えば、4 つの異なる UPS 系統が存在

する重要電源系統では、UPS-A、UPS-B、UPS-C、そして UPS-D とラベリングされ、A 系を赤、B 系を青、C 系を緑、

D 系を黄色とする配色が考えられる。 この色識別はシステム全体を通じて適用されることになる。 

すべての分岐回路およびデータ回線は固有の識別子を付与しなければならない。管路システムおよびジャンクションボッ

クスも、システム別に色識別しなければならず、分電回路にも特定の名称（UPS A 入力等）を付与することがある。

管路の色識別は、ラベル、被覆、または塗装により可能である。 

9.10.3 推奨事項 

UPS の出力側の回路または重要負荷を供給する回路は、非重要回路と区別するために色識別することが望ましい。こ

の色識別は、有色の粘着ラベルまたは銘板で対応できる。 

機器のラベリングは、ラベルを貼付するシステムに関するすべての重要情報を示すことが望ましい。この情報には以下を

含む。 

 機器の名称および記号（発電機 AH54 等） 

 kVA および kW 単位でのシステム容量定格（750kVA / 675kW 等） 

 入力電圧、相、および接続（480V、三相 3 線等） 

 出力電圧、相、および接続（480V、三相 3 線等） 

 力率（0.9 遅相等） 

 その機器に供給するシステムまたは分電盤 

 その機器が供給するシステム、分電盤、または負荷 

 

機器銘板の例は Figure 9-53 参照。 

ITE の電源コード、コンセントバー、ラック電源ケーブルとそ

のコンセントは、A 系と B 系を判別するために色分けする

ことが望ましい。一般的には A 系に赤を、B 系には「ブル

ー（Blue）の B 系」と覚えられるように青を選択する。 

構成変更時の誤接続を防止するために、ITE の電源コ

ードは両端にラベリングを施すことが望ましい。コンセントバ

ーではロック付き電源コード、コンセント、または抜け止め

の採用を検討することが望ましい。 

9.10.3.1 アーク放電ラベル 

クラス F3 またはクラス F4 データセンターでは、通電中の

機器への作業を一切要しない、無停止保守を可能にす

るための設計が可能である。しかし、こうした設計は膨大

な費用がかかるか、その用途に不適切である可能性があ

る。いわゆる活線作業はベストプラクティスではなく、可能

 

 

  

Figure 9-53 機器銘板の例 

UPS 

System 1A 

 

750 kVA / 675 kW 

480 V, 3 Phase, 3-wire Input 

480 V, 3 Phase, 3-wire Output 

60 Hz, 0.9 pf lagging 

 

Served By Substation 1A, Circuit Breaker 5 

Located in Room B-121 

 

Serving Critical Power Distribution Switchboard 1A 

Located in Room B-141 
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な限り避けることが望ましいが、24 時間 365 日稼働する

データセンターでは、必要な時間帯に計画停止が取得

不可能な場合がある。通電中の機器への作業は、権限

を有する機器活線作業許可（EEWP）が必要にな

る。 

ラベリングは、現地規則の要件に従うことが望ましいが、

一般的な最低要件では以下が指定される。 

 電圧 

 事故電流 

 放電または感電範囲 

 放射エネルギー密度 

 推奨される最低限の PPE（個人防護具）の

水準 

Figure 9-54 にアーク放電ラベルの例を示す。 

 
 

  

Figure 9-54 アーク放電警告ラベル（米国の例） 

9.11 試験および品質保証  

9.11.1 必須事項 

すべての機能試験において、通常モード、故障モード、および保守モードでの動作を試験する。 

9.11.2 推奨事項 

設計および施工が意図したとおりに動作していることを検証するために、設計時と施工時における品質保証と試験が必

須である。これは困難な課題に見えるが、一連のプロセスを連続的に積み上げていく一本道の流れとすることで、システ

ムの検証に当たってのニーズへの、論理的かつ直接的なソリューションとすることが可能である。 

電気設備の複雑性と、その運用に必要とされる高い安全性は、大別すると、電気設備の施工の基本的な品質と、シ

ステムの機能試験の 2 つの側面に分けられる。電気設備の品質管理にあたっての考慮事項には、電気回路の導通試

験、分電盤の基本試験、電気回路の接続先と締付トルクの確認、ラベリング、短絡電流の確認、保護協調検討に基

づくトリップ値の設定、およびアーク放電警告標識等の安全表示などが含まれる。一連の作業には、電気設備の初めて

の通電も含まれ、この際には製造者の代理人も補助する。 

システムの機能試験は、施工時の基本的な品質管理によって、仕様と設計に合致してシステムが安全に完成し、機

能が確認されていることをその前提としている。試験のプロセスでは、対象の設備が特定のコミッショニングレベルの要件を

完全に満たすことが、次のコミッショニングレベルに進む前提である。    

9.12 継続的な運用 

9.12.1 推奨事項 

設備運用および保守運用は、あらゆる重要設備に不可欠である。ヒューマンエラーは、MTBF に関連する停電およびエ

ラーの主な要因であり、さらにこれらのエラーは、可用性の核心である MTTR にも影響する。これらを詳細にカバーする、

確立されたベストプラクティスの管理フレームワークが存在するが、以下にその中の要点となる推奨事項をいくつか示す。 

  

Arc Flash and Shock Hazard 
Appropriate PPE Required 

1. Check with Master Work Permit Issuing Official before start of work. 

2. Clear the area of Unqualified Personnel before start of work. 

3. Wear the PPE listed below if working within the flash zone on exposed 
energized parts. 

4.  

Voltage:   480 V 

Available Fault Current:   80 kA 

Flash Zone:   5.0 ft 

Incident Energy:    40 cal/cm2 

PPE Class:   4 

PPE Required: 
 

■ Untreated natural fiber T-shirt 

■ FR shirt and pants or 5 APTV coveralls 

■ Flash suit jacket, pants and hood 

■ Hard hat with FR liner 

■ Safety glasses or goggles 

■ Ear plugs (ear canal inserts) 

■ Steel toe leather work boots with no cuts or abrasions that 

expose the metal 

WARNING! ! 
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 全ての作業の手順を文書化し、作業は進行中の工事と紐付ける。その工事に付随するすべてのリスクは、工

事の開始前に特定することが望ましい。 

 IT および設備の運用は、可用性クラスや業務に関係なく、協調的に実施することが望ましい。 

 予定された工事には、予防保守および計画保守、設備の要素の修理および交換、設備の増設または撤去、

そして要素とシステムの点検などを含むことが望ましい。 

 通電された機器での活線作業は、可能な限り排除することが望ましい。このような作業が不可避の場合は、

要員に対して訓練をして認定し、権限を与え、適切な個人防護装備を用意することが望ましい。 

9.13 電気系統のマトリックス 

Table 9-17 は本章のまとめであり、表内の事項はここまでの記載順に示している。また、表内には上記文章で提示ま

たは説明されていない追記情報も含まれている。それらの追記情報の一部は、必須要件と明示されており、Table 9-

17 は関連する 9 章の本文と一緒に使用されるべきであることに留意する。 

 

Table 9-17 電気設備の可用性クラス 

設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

9.1（電気設備）概要 

一般的な名称 

単一経路のデータ

センターで、本規格

の最低要件を満た

すが、F1 またはそれ

以上のクラスの要件

を満たさない 

単一経路 

一部冗長構成のあ

る要素付きの単一

経路  

無停止で保守/ 

故障対応が可能 
フォールトトレラント 

重要負荷までの電力

送電経路の数 
1 1 1 

2、最低でも 1 つは

活線状態、もう 1 つ

は非活線、非 UPS

電源、または活線

状態のいずれか 

2 以上が活線状態 

冗長システム要素  

（UPS、発電機等） 
否 否 対応している 対応している 対応している 

UPS 電源の数 

（A 系、B 系等） 

任意/存在しない場

合あり 

 

単一または N 単一または N 

重要電源の構成に

応じて単一または 

複数 

最低 2 で、その結

果最低でも N + 2

になる 

システムは無停止保

守運用を可能とする 
否 否 

並列要素のある一

部のシステム内で可

能、ただし電気系

統全体を通じて一

貫していない 

対応している 対応している 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

システムはフォールトト

レランスおよび故障時

の自己修復を可能と

しているか？ 

否 否 否 
システム構成により

可能 
対応している 

保守または故障中に

冗長は喪失するか？ 

喪失する。冗長が

皆無であるため、負

荷の喪失またはシス

テムの停止が予期さ

れる。 

喪失する。冗長が

皆無であるため、負

荷の喪失またはシス

テムの停止が予期さ

れる。 

電源経路について

は喪失する。冗長

は並列化したシステ

ムについては存在

し、システム構成に

よっては、定期保守

または予期される故

障中の負荷の喪

失、または遮断を防

ぐことが可能。 

喪失する。ただし冗

長レベルは保守中

または故障後に N

に低下。 

喪失しない。ただし

冗長レベルは保守

中または故障後に

＞N の水準に低

下。 

ITE および通信機器

の電源コード 

重要電力負荷に対

し、コード数を問わ

ず、冗長を持たな

い。自動切替機能

は無く、静止型切

替器を備えた PDU

または盤などは存在

しない。 

重要電力負荷に対

し、コード数を問わ

ず、冗長を持たな

い。自動切替機能

は無く、静止型切

替器を備えた PDU

または盤などは存在

しない。 

重要電力負荷に対

し、コード数を問わ

ず、冗長を持たな

い。自動切替機能

は無く、静止型切

替器を備えた PDU

または盤などは存在

しない。 

1 コード、2 コードま

たは多コード受電で

あり、100%容量、

または所定の電源

が故障した場合で

も、各 ITE システム

へ割り当てられた各

コードに十分な容量

のいずれかを満たす

（例：5 入力を 6

入力に、または 2 入

力を 3 入力にす

る）。 

1 コード、2 コードま

たは多コード受電で

あり、100%容量、

または所定の電源

が故障した場合で

も、各 ITE システム

へ割り当てられた各

コードに十分な容量

のいずれかを満たす

（例：5 入力を 6

入力に、または 2 入

力を 3 入力にす

る）。 

既存負荷を遮断せず

に、システムまたは要

素を増設する能力 

否 否 否 
設計段階で計画さ

れた場合のみ可能 
対応している 

単一障害点 1 以上 1 以上 1 以上 なし なし 

UPS の冗長 
UPS がある場合、

N または＜N 
N 最低限 N+1 最低限 N+1 

3N 以上、2N、

2N+1、あるいは故

障中または保守モー

ド運用中に冗長を

喪失しない、N+1 を

超えるあらゆる構成 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

UPS の構成 

UPS がある場合、

単一モジュールまた

は並列非冗長シス

テム 

単一モジュールまた

は並列非冗長モジ

ュール 

並列冗長モジュール

または分散冗長モ

ジュール 

並列冗長、分散冗

長または分離冗長

システム 

並列冗長、分散冗

長または分離冗長

システム 

9.2 商用電源 

商用電源引込口 単一回路受電 単一回路受電 単一回路受電 

2 入力回路を持つ

1 電源、または予備

発電機からの入力

と、それとは電気的

に異なる回路から入

力する単一回路の

1 電源 

1 つ以上の電源を

持つ 2 入力回路 

異なる商用電源変

電所からの 2 回路

受電を推奨 

複数の電源 不要 不要 
任意 - 定格容量で

の複数電源化 

任意 - 定格容量で

の複数電源化 

推奨 - 定格容量で

の複数電源化 

商用電源引込口の物

理的な分離 
該当せず 任意 任意 推奨 必須 

設置場所 施錠または非施錠 施錠または非施錠 施錠または非施錠 施錠 施錠 

地中引込または架空

引込 

地中引込または 

架空引込 

地中引込または 

架空引込 

地中引込または 

架空引込 
地中（推奨） 地中（必須） 

地下の場合、引込口

のコンクリート被覆 
任意 任意 任意 推奨 推奨 

9.2.2 低圧受電 

商用電源 - 発電機

間の受電切替方式 
通常存在せず ATS またはブレーカ ATS またはブレーカ ATS またはブレーカ ATS またはブレーカ 

常用系 80%定格 80%定格 80%定格 80 - 100%定格 100%定格 

データセンター負荷の

供給元 
共用の分電盤 主分電盤 主分電盤 専用のサブシステム 専用のサブシステム 

設置場所 屋内または屋外 屋内または屋外 屋内 屋内 屋内 

遮断容量 
カスケードまたは 

単独遮断 

カスケードまたは 

単独遮断 
単独遮断 単独遮断 単独遮断 

形態 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 

ブレーカの種類 
据置型または 

引き出し型 

静止型または 

引き出し型 

静止型または 

引き出し型 
引き出し型のみ 引き出し型のみ 

9.2.3 高圧電源 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

商用電源 - 発電機

間の受電切替方式 

発電機または代替

電源が存在する場

合は、ATS または 

ブレーカ 

ATS またはブレーカ ATS またはブレーカ ATS またはブレーカ ATS またはブレーカ 

常用系 100%定格 100%定格 100%定格 100%定格 100%定格 

データセンター負荷の

供給元 

主分電盤または共

用の分電盤 
主分電盤 主分電盤 専用のサブシステム 専用のサブシステム 

設置場所 屋内または屋外 屋内または屋外 屋内 屋内 屋内 

遮断容量 単独遮断 単独遮断 単独遮断 単独遮断 単独遮断 

形態 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 

ブレーカの種類 
固定型または 

引き出し型 

固定型または 

引き出し型 

固定型または 

引き出し型 

システムの冗長性に

応じて、固定型また

は引き出し型 

システムの冗長性に

応じて、固定型また

は引き出し型 

9.2.4 保護リレー 

種類 

自家用の水準また

は電気事業用の水

準 

自家用の水準また

は電気事業用の水

準 

自家用の水準また

は電気事業用の水

準 

自家用の水準また

は電気事業用の水

準 

電気事業用の水準 

9.3 電源の分配 

ケーブルの成端 
機械的または圧着

端子 

機械的または圧着

端子 

機械的または圧着

端子 

機械的または圧着

端子 
圧着端子 

バスダクトの成端（該

当する場合） 
止め座金 止め座金 止め座金 

止め座金または 

皿ばね 

止め座金または 

皿ばね 

バスダクトの接続面の

処理（該当する場

合） 

任意でスズめっき 任意でスズめっき 任意でスズめっき 任意でスズめっき スズめっきを推奨 

9.3.6 商用電源/発電機の切替制御および発電機の並列盤 

切替システム 

発電機がある場合

は、自動切替器ま

たはインターロック機

能付き遮断器 

自動切替器または

インターロック機能付

き遮断器 

自動切替器または

インターロック機能

付き遮断器 

自動切替器または

インターロック機能

付き遮断器 

自動切替器または

インターロック機能付

き遮断器 

重要負荷の受電切替 

発電機がある場

合、自動または手

動切替保守バイパ

スは任意、UPS シ

ステムは任意。 

瞬断を伴う保守バイ

パス機能付きの自

動切替器。停電時

には商用受電から

発電機に自動切

替。 

瞬断を伴う保守バ

イパス機能付きの自

動切替器。停電時

には商用受電から

発電機に自動切

替。 

瞬断を伴う保守バ

イパス機能付きの自

動切替器。停電時

には商用受電から

発電機に自動切

替。 

瞬断を伴う保守バイ

パス機能付きの自

動切替器。停電時

には商用受電から

発電機に自動切

替。 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

切替方式 
停電または無停電

切替 

停電または無停電

切替 

停電または無停電

切替 

停電または無停電

切替 

停電または無停電

切替 

切替点と制御点 
重要負荷全体に 1

箇所。 

重要負荷全体に 1

箇所。 

商用電源に複数ま

たは 2N の ATS。 

各 UPS システムに

1 箇所ずつ。各空

調システムに 1 箇

所ずつ、非重要負

荷または共通負荷

に 1 箇所。 

各 UPS システムに

1 箇所ずつ。各空

調システムに 1 箇所

ずつ、非重要負荷

または共通負荷に 1

箇所。 

UPS 

発電機がある場

合、1 つを全負荷で

共用 

重要負荷全体に 1

箇所 

UPS に専用の切替

制御 

UPS 経路毎に専

用の切替制御 

UPS 経路毎に専

用の切替制御 

空調 

発電機がある場

合、1 つを全負荷で

共用 

重要負荷全体に 1

箇所 

空調負荷に専用の

切替制御 

各空調経路に専用

の切替制御 

各空調経路に専用

の切替制御 

非重要負荷 

発電機がある場

合、1 つを全負荷で

共用 

重要負荷全体に 1

箇所 

非重要負荷に専用

の切替制御 

非重要負荷に専用

の切替制御 

非重要負荷に専用

の切替制御、システ

ムの冗長性を維持 

発電機制御盤 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて 

設置場所 屋内または屋外 屋内または屋外 屋内 屋内 屋内 

遮断容量 単独遮断 単独遮断 単独遮断 単独遮断 単独遮断 

形態 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 

ブレーカの種類 
固定型または引き

出し型 

固定型または引き

出し型 

固定型または引き

出し型 

固定型より、引き出

し型の方が好ましい 
引き出し型のみ 

制御装置 単一/単独 単一/単独 単一または冗長 冗長 冗長 

リレーの種類 自家用の水準 自家用の水準 
自家用の水準また

は事業用の水準 

自家用の水準また

は事業用の水準 
事業用の水準 

9.3.7 サブ変電所 

変圧器高圧側の主保

護 

電気事業者によっ

て、ヒューズまたは遮

断器を選択 

電気事業者によっ

て、ヒューズまたは遮

断器を選択 

電気事業者によっ

て、ヒューズまたは遮

断器を選択 

電気事業者によっ

て、ヒューズまたは遮

断器を選択 

電気事業者によっ

て、ヒューズまたは遮

断器を選択 

変圧器の仕様 
油入式、乾式、また

はモールド式 

油入式、乾式、また

はモールド式 

油入式、乾式、また

はモールド式 

油入式、乾式、また

はモールド式 

油入式、乾式、また

はモールド式 

遮断容量 単独遮断 単独遮断 単独遮断 単独遮断 単独遮断 

形態 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

ブレーカの種類 
固定型または引き

出し型 

固定型または引き

出し型 

固定型または引き

出し型 

固定型より、引き出

し型の方が好ましい 
引き出し型のみ 

制御装置 単一/単独 単一/単独 単一または冗長 冗長 冗長 

9.3.8 UPS システム  

UPS の保守バイパス

構成 
任意 

UPS モジュール、静

止型切替器、およ

び保守バイパスを同

一の分電盤から供

給。 

UPS モジュール、静

止型切替器、およ

び保守バイパスを同

一の分電盤から供

給。 

冗長のため、UPS モ

ジュールにもう一方の

系統からの供給が可

能。または、供給する

下流の重要負荷に

対して、異なる冗長

な UPS システムから

冗長経路で供給す

ることも可能。この冗

長経路は、ASTS ま

たは負荷の複数電

源コードに接続可

能。 

冗長のため、UPS モ

ジュールにもう一方の

系統からの供給が可

能。または、供給する

下流の重要負荷に

対して、異なる冗長

な UPS システムから

冗長経路で供給する

ことも可能。この冗長

経路は、ASTS また

は負荷の複数電源コ

ードに接続可能。 

UPS 電源出力 - 配

電盤 

UPS がある場合

は、標準的な熱動 

- 電磁式ブレーカを

組み込んだ配電盤  

標準的な熱動 - 電

磁式ブレーカを組み

込んだ配電盤 

標準的な熱動 - 電

磁式ブレーカを組み

込んだ配電盤 

標準的な熱動 - 電

磁式ブレーカを組み

込んだ配電盤 

標準的な熱動 - 電

磁式ブレーカを組み

込んだ配電盤 

ITE および通信機器

への分電方法 

UPS がある場合

は、PDU または個

別の分電盤 

PDU または個別の

分電盤 

PDU または個別の

分電盤 
PDU PDU 

複数ユニットの UPS

出力の同期 
該当せず 該当せず 任意 

任意。静止バイパス

を参照、または外部

制御システムによ

る。 

任意。静止バイパス

を参照、または外部

制御システムによ

る。 

UPS システムの、空

調負荷および付帯設

備負荷からの分離 

該当せず 任意 推奨 推奨 推奨 

外部保守バイパス  任意 推奨 推奨 推奨 推奨 

9.3.9 UPS の出力配電盤 

設置場所 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 

遮断容量 80 - 100%定格 80 - 100%定格 80 - 100%定格 80 - 100%定格 単独遮断 

形態 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 分電盤 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

ブレーカの種類 
固定型または 

引き出し型 

固定型または 

引き出し型 

固定型または 

引き出し型 
引き出し型のみ 引き出し型のみ 

制御装置 単一/単独 単一/単独 単一または冗長 冗長 冗長 

9.3.10 PDU  

入力数 単一 単一 単一または二重 単一または二重 単一または二重 

変圧器の K レート 
負荷または用途に

応じ K レートを適用 

負荷または用途に

応じ K レートを適用 

負荷または用途に

応じ K レートを適用 

負荷または用途に

応じ K レートを適用 

負荷または用途に

応じ K レートを適用 

設置場所 

コンピュータ室、サー

ビスギャラリー（AHJ

の許可が必要）、

または電気室 

コンピュータ室、サー

ビスギャラリー（AHJ

の許可が必要）、

または電気室 

コンピュータ室または

サービスギャラリー

（AHJ の許可が必

要） 

コンピュータ室または

サービスギャラリー

（AHJ の許可が必

要） 

コンピュータ室または

サービスギャラリー

（AHJ の許可が必

要） 

遮断容量 連続容量 連続容量 連続容量 連続容量 連続容量 

ブレーカの種類 固定型 固定型 固定型 固定型 固定型 

制御装置 単独制御 単独制御 単独制御 単独制御 単独制御 

9.3.11 自動静止型切替器 

STS の使用 

代替電源が存在す

る場合、重要負荷

の切替に使用 

代替電源が存在す

る場合、重要負荷

の切替に使用 

代替電源が存在す

る場合、重要負荷

の切替に使用 

重要負荷の切替に

使用 

重要負荷の切替に

使用 

STS 切替の発生箇

所 

PDU の一次側また

は二次側 

PDU の一次側また

は二次側 

PDU の一次側また

は二次側 

PDU の一次側また

は二次側 

PDU の一次側また

は二次側 

入力数 2 2 2 2 または 3 2 または 3 

設置場所 

コンピュータ室、サー

ビスギャラリー、また

は電気室 

コンピュータ室または

サービスギャラリー 

コンピュータ室または

サービスギャラリー 

コンピュータ室または

サービスギャラリー 

コンピュータ室または

サービスギャラリー 

遮断容量 連続容量 連続容量 連続容量 連続容量 連続容量 

短絡保護 

内部のブレーカにヒュ

ーズまたはその他の

短絡保護を組み込

む 

内部のブレーカにヒュ

ーズまたはその他の

短絡保護を組み込

む 

ブレーカによる短絡

保護 

ブレーカによる短絡

保護、または短絡し

た母線からの受電

切替が可能 

手動復帰式のブレ

ーカによる短絡保

護、または短絡した

母線からの受電切

替が可能 

ブレーカの種類 固定型 固定型 固定型 固定型 固定型 

制御装置 単独制御 単独制御 単独制御 単独制御 単独制御 

9.3.14 配電用バスウェイ設備 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

キャビネット列当たりの

バスウェイの本数 

使用する場合は 1

本以上 

使用する場合は 1

本以上 

使用する場合は 1

本以上 

使用する場合は 2

本以上 

使用する場合は 2

本以上 

9.3.15 コンピュータ室内での機器への配電 

各回路を個別の管路

またはケーブルとする 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

コンセントに回路名の

ラベルを貼付 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

供給元の UPS による

管路とケーブル、また

はジャンクションボックス

の色分け 

任意 任意 推奨 推奨 推奨 

機器またはコンセント

バー用に、抜け止めコ

ンセントを使用 

任意 任意 推奨 推奨 推奨 

UPS 構成/冗長の回

路構成への反映 

UPS システムがある

場合は推奨 
推奨 推奨 推奨 推奨 

9.3.16 電源非常停止（EPO）システム 

コンピュータ室の EPO システム 

ワンステップ停止 任意 任意 非推奨 非推奨 非推奨 

3 状態システム－オフ/

試験/使用 
任意 任意 

規定及び基準で必

須とされない限り非

推奨  

規定及び基準で必

須とされない限り非

推奨  

規定及び基準で必

須とされない限り非

推奨  

EPO ステーションのビ

デオ監視 
任意 任意 任意 任意 推奨 

コンピュータ室内の

UPS 電源コンセントの

停止 

現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 

コンピュータ室内の空

調用交流電源の停止 
現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 

現地規則への準拠

（例：UPS および

HVAC 用の EPO の

分離） 

現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

火災警報接続の保守

時に、火災警報接続

を安全に停止する能

力 

推奨 推奨 推奨 推奨 推奨 

EPO を設置する場

合、消火剤が放出さ

れた際に自動的に

EPO を起動  

現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 

電源非常停止

（EPO）後に、当該

ゾーンへの消火剤放

出 

現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 

2 ゾーン目の火災警

報起動 1 ゾーン目で

放出前警報を発し、2

ゾーン目で消火剤放

出と EPO を実施 

任意 任意 任意 推奨 推奨 

ボタン押下後から

EPO 起動までの遅延

の設定 

任意 任意 任意 任意 任意 

EPO オーバーライドス

イッチ（鍵付きまたは

鍵なし） 

任意 任意 任意 任意 任意 

EPO 起動カウントダウ

ンタイマ 
任意 任意 任意 任意 任意 

全建物 EPO 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 現地の AHJ に従う 

9.4 空調・熱源設備への電源供給 

9.4.3.2 冷凍機を含む中央熱源設備 

給電 単一 単一 単一 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

電源の切替 不要 不要 不要 手動または自動 手動または自動 

電源のマッピング N - 単一経路 N - 単一経路 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

9.4.3.2 冷却塔 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

給電 単一 単一 単一 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

電源の切替 なし なし なし 手動または自動 手動または自動 

電源のマッピング N - 単一経路 N - 単一経路 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

9.4.3.3 ポンプ 

給電 単一 単一 単一 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

電源の切替 なし なし なし 手動または自動 手動または自動 

電源のマッピング N - 単一経路 N - 単一経路 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

9.4.3.4 空調機 

給電 単一 単一 単一 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

電源の切替 なし なし なし 手動または自動 手動または自動 

電源のマッピング N - 単一経路 N - 単一経路 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

9.4.3.5 加湿 

給電 単一 単一 単一 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

空調設備の冗長に

応じて、単一または

二重 

電源の切替 なし なし なし 手動または自動 手動または自動 

電源のマッピング N - 単一経路 N - 単一経路 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

空調の冗長と同様

二重電源には、内

蔵または外部の切

替器が必要 

9.5 UPS システム  
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

UPS の使用 任意 必須 必須 必須 必須 

9.5.3.3.2 静止型 UPS システム  

容量の設定 

存在しないか、接続

される重要負荷に

対して、容量が＜N 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

9.5.3.3.3 および 9.5.3.3.4 ロータリおよびハイブリッド UPS システム  

容量の設定 

存在しないか、接続

される重要負荷に

対して、容量が＜N 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

負荷の kW 容量

に、設計者の安全

係数を掛けたもの 

9.5.4 並列化および制御装置 

静止型切替器の容量

設定 

ある場合は、短時

間容量 
短時間容量 

短時間容量または

連続容量 
連続容量 連続容量 

外部との同期 該当せず 該当せず 固定された参照先 

固定された参照先

または外部制御シ

ステムによる 

固定された参照先

または外部制御シス

テムによる 

9.5.5 蓄電池等のエネルギー貯蔵システム 

フライホイールまたは蓄

電池 
いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか 

容量の設定 kW kW kW kW kW 

液体の流出防止 
規定及び基準によ

る 

規定及び基準によ

る 

規定及び基準によ

る 

規定及び基準によ

る 

規定及び基準によ

る 

BMS との監視の接続 任意 任意 任意 推奨 推奨 

1 つ以上の蓄電池列

をモジュール毎に設置 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

全負荷給電可能時

間 

発電機との安全な

電源切替に必要と

する最低の切替時

間。上記より長い時

間は任意。 

発電機との安全な

電源切替に必要と

する最低の切替時

間。上記より長い時

間は任意。 

発電機との安全な

電源切替に必要と

する最低の切替時

間。上記より長い時

間は任意。 

発電機との安全な

電源切替に必要と

する最低の切替時

間。上記より長い時

間は任意。 

発電機との安全な

電源切替に必要と

する最低の切替時

間。上記より長い時

間は任意。 

電池の全負荷試験と

点検の周期 

2 年毎または製造

者の推奨に従う 

2 年毎または製造

者の推奨に従う 

2 年毎または製造

者の推奨に従う 

2 年毎または製造

者の推奨に従う 

2 年毎または製造

者の推奨に従う 

蓄電池は UPS や分

電盤の機器室とは別

室に配置 

蓄電池の種類およ

びシステム容量に応

じて任意 

蓄電池の種類およ

びシステム容量に応

じて任意 

蓄電池の種類およ

びシステム容量に応

じて任意 

推奨 推奨 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

蓄電池の監視システ

ム 

UPS システムが存

在する場合、UPS

自己監視 

UPS 自己監視 UPS 自己監視 

推奨（大型の開放

型鉛蓄電池では、

内部抵抗値の信頼

性が低い） 

推奨（大型の開放

型鉛蓄電池では、

内部抵抗値の信頼

性が低い） 

9.6 非常用および防災用電源システム 

発電機または保証さ

れた予備電源の確保 
任意 必須 必須 必須 必須 

稼働時間 要件なし 
災害計画に基づ

き、8 時間推奨  

災害計画に基づ

き、24 時間推奨  

災害計画に基づ

き、72 時間推奨  

災害計画に基づ

き、96 時間推奨  

遮断容量 要件なし kW 負荷 kW 負荷 kW 負荷 kW 負荷 

供給対象の負荷 要件なし 全負荷 全負荷 全負荷 全負荷 

設置 要件なし 屋外または屋内 屋外または屋内 屋内を推奨 屋内を推奨 

冗長性 要件なし N 

N 

N+1 または仮設発

電機接続用の端子

箱を推奨 

N+1 N+1 を超える 

ベアリングのセンサ 要件なし 否 否 任意 推奨 

9.6.2 始動用システム 

始動時間（最初の発

電機が起動し、負荷

が切り替えられるまで

の最大時間） 

AHJ 要件を超える

推奨時間なし 

10 秒または AHJ

要件に基づく 

10 秒または AHJ

要件に基づく 

10 秒または AHJ

要件に基づく 

10 秒または AHJ

要件に基づく 

最大負荷（全負

荷）切替時間 

AHJ 要件を超える

推奨時間なし 
3 分 

2 分または AHJ 要

件に基づく 

1 分または AHJ 要

件に基づく 

1 分または AHJ 要

件に基づく 

始動用蓄電池の容量 N N N 2N/独立 2N/独立 

始動機の数 N N N 2N 2N 

電池セレクター 任意 任意 任意 推奨 推奨 

9.6.3 燃料系統 

燃
料

フ
ィ
ル

タ
 

規格 標準品 標準品 標準品 継続稼働 
継続稼働で燃料浄

化設備付き 

100 ミクロン 推奨 推奨 推奨 推奨 推奨 

30 ミクロン 任意 任意 任意 推奨 推奨 

10 ミクロン 任意 任意 任意 任意 推奨 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

動作中の脱着 任意 任意 任意 推奨 推奨 

燃料の浄化 任意 任意 任意 推奨 推奨 

燃料添加剤/処理 任意 任意 任意 推奨 推奨 

燃料配管の種類 標準品 標準品 標準品 
船舶用/ブレード

（編組）鋼 

船舶用/ブレード

（編組）鋼 

9.6.5 排気システム 

騒音規格 
現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求に

従う 

現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求に

従う 

大気汚染基準  
現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求に

従う 

現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求に

従う 

汚染対策 
現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求に

従う 

現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求

に従う 

現地 AHJ の要求に

従う 

排気管 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 

エンジンとの接続 フレキシブルな鋼製 フレキシブルな鋼製 フレキシブルな鋼製 フレキシブルな鋼製 フレキシブルな鋼製 

9.6.6 冷却システム 

遮断容量 

エンジン本体の連

続、非常用、常用

の設定に合わせる 

エンジン本体の連

続、非常用、常用

の設定に合わせる 

エンジン本体の連

続、非常用、常用

の設定に合わせる 

エンジン本体の設定

および、ASHRAE

（または同等の現

地指針）における

用地での極端な気

温に対応する 

エンジン本体の設定

および、ASHRAE

（または同等の現

地指針）における

用地での極端な気

温に対応する 

9.6.2 – 9.6.6 監視および制御装置 

制御装置 発電機に搭載 発電機に搭載 

発電機に搭載、ま

たは並列する場合

は集中型 

発電機に搭載、ま

たは並列する場合

は集中型 

発電機に搭載、また

は並列する場合は

集中型 

プレアラーム状態の報

告 
否 否 あり、一括のみ あり、ポイント別に あり、ポイント別に 

警報状態の報告 あり、一括のみ あり、一括のみ あり、一括のみ ポイント別を推奨 ポイント別を推奨 

トラブル状態の報告 あり、一括のみ あり、一括のみ あり、一括のみ あり、ポイント別に あり、ポイント別に 

9.6.7 発電機の据付 

発電機の据付 AHJ 要件に従う AHJ 要件に従う AHJ 要件に従う AHJ 要件に従う AHJ 要件に従う 

9.7 自動化および制御 

9.7.2 監視 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

一括警報および、トラ

ブルの警告 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

動的/リアルタイムな単

線図の表示 
任意 任意 任意 任意 推奨 

運転シミュレータ機能 任意 任意 任意 推奨 推奨 

商用受電母線の監視 任意 任意 任意 推奨 推奨 

発電機母線の監視 推奨 推奨 推奨 推奨 推奨 

発電機 推奨 推奨 推奨 推奨 推奨 

非重要負荷および空

調用の電力系統の監

視 

任意 任意 任意 推奨 推奨 

UPS 出力母線の監

視 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

UPS モジュールの監

視 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

蓄電池/貯蔵エネルギ

ーシステムの監視 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

PDU 任意 任意 推奨 推奨 推奨 

出力母線または静止

型バイパス盤の監視 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

分岐回路の監視 任意 任意 任意  推奨 推奨 

EPO システム（存在

する場合）の監視 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

火災警報システムの

監視 
推奨 推奨 推奨 推奨 推奨 

電力品質の監視 任意 任意 

UPS 出力側にて推

奨、その他の電気

設備では任意 

商用電源、発電

機、および UPS 出

力側のみで推奨、そ

の他の電気設備で

は任意 

全体に推奨 

警報およびトラブル信

号用のデータベース 
任意 任意 任意 推奨 推奨 

電力品質監視システ

ムの統合化 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

商用系統 任意 任意 任意 推奨 推奨 

発電機の電力品質監

視システムの統合化 
任意 任意 任意 任意 推奨 

UPS 出力母線の監

視 
任意 任意 推奨 推奨 推奨 

PDU 任意 任意 任意 任意 推奨 

ホットアイルとコールドア

イルに各 1 個のセンサ

を設置 

推奨 推奨 必須 必須 必須 

ホットアイルとコールドア

イルに各 2 個のセンサ

を異なる高さに設置  

任意（アイルコンテ

インメントが無い場

合は推奨） 

任意（アイルコンテ

インメントが無い場

合は推奨） 

任意（アイルコンテ

インメントが無い場

合は推奨） 

任意（アイルコンテ

インメントが無い場

合は必須） 

任意（アイルコンテ

インメントが無い場

合は必須） 

9.7.3 電力の制御 

明確に操作対象と方

法が掲示された制御

装置 

存在する場合は、

推奨 

存在する場合は、

推奨 
推奨 推奨 推奨 

9.7.4 システム統合 

電気系統の統合監視 任意 任意 任意 推奨 推奨 

電気設備の監視を全

体の監視システムに統

合 

任意 任意 任意 推奨 推奨 

電気監視を IT の管

理システムに統合 
任意 任意 任意 推奨 推奨 

9.8 照明 

9.8.3 コンピュータ室 

照度 500lx 500lx 500lx 500lx 500lx 

均一性 90%超 90%超 90%超 90%超 90%超 

制御 
現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

非常灯  

部屋の最低 50%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の最低 50%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の最低 50%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の 100%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の 100%を 5fc

でカバーする、瞬時

に点灯可能な電池

式非常灯 

9.8.4 付帯施設 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

照度 

IES 

（Illuminating 

Engineering 

Society）の要求に

従う 

IES 

（Illuminating 

Engineering 

Society）の要求に

従う 

IES 

（Illuminating 

Engineering 

Society）の要求に

従う 

IES 

（Illuminating 

Engineering 

Society）の要求に

従う 

IES 

（Illuminating 

Engineering 

Society）の要求に

従う 

均一性 90%超 90%超 90%超 90%超 90%超 

制御 
現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

現地、手動、または

人感センサ 

屋外エリア 

夜間作業、荒天時

および防犯に十分

な照明 

夜間作業、荒天時

および防犯に十分

な照明 

夜間作業、荒天時

および防犯に十分

な照明 

夜間作業、荒天時

および防犯に十分

な照明 

夜間作業、荒天時

および防犯に十分

な照明 

非常灯  

部屋の最低 50%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の最低 50%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の最低 50%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の 100%を

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

部屋の 100%を 

5fc でカバーする、

瞬時に点灯可能な

電池式非常灯 

9.9 ボンディングおよび接地  

接地抵抗値 

5Ω 以上の場合、

IEEE にも BICSI に

も適合しない可能

性がある 

5Ω 以下の場合、

IEEE と BICSI に適

合 

5Ω 以下の場合、

IEEE と BICSI に

適合。3Ω を推奨 

5Ω 以下の場合、

IEEE と BICSI に

適合。1Ω を推奨 

5Ω 以下の場合、

IEEE と BICSI に適

合。1Ω を推奨 

配電設備の接地 

照明器具用（米国で

は 277V）の中性線

は、地絡隔離のため

に、電灯用の変圧器

から引き込んだ商用

電源引込口の中性点

と絶縁する。 

任意 任意 任意 推奨 推奨 

建物用電気主接地

バスバー 
任意 推奨 必須 必須 必須 

全てのフィーダー回路

および分岐回路に接

地線を敷設（接地線

は全ての電力用レース

ウェイに敷設しなけれ

ばならない）。 

推奨 推奨 必須 必須 必須 

接地方式 
直接接地またはイン

ピーダンス接地 

直接接地またはイン

ピーダンス接地 

直接接地またはイン

ピーダンス接地 

直接接地またはイン

ピーダンス接地 

直接接地またはイン

ピーダンス接地 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

重要電力設備の接地 

CPU 室内メッシュ

BN、メッシュ IBN また

はこれらの組み合わせ 

推奨 推奨 必須 必須 必須 

避雷システム 

『NFPA 780』に則

ったリスク分析に基

づく 

『NFPA 780』に則

ったリスク分析に基

づく 

『NFPA 780』に則

ったリスク分析に基

づく 

『NFPA 780』に則

ったリスク分析に基

づく 

『NFPA 780』に則

ったリスク分析に基

づく 

雷検知システム 任意 任意 任意 雷発生地域に推奨 雷発生地域に推奨 

オンライン気象情報シ

ステム 
任意 任意 任意 雷発生地域に推奨 推奨 

サージ防護装置（SPD）  

設置 推奨 必須 必須 必須 必須 

商用電源引込口に設

置 
推奨 必須 必須 必須 必須 

配電盤、または受電

切替か ATS の下位

に設置 

任意 推奨 推奨 推奨 推奨 

UPS 入力側に設置 任意 推奨 

整流器の入力側に

は必須、その他全て

の入力側には推奨 

全ての入力側に 

必須 

全ての入力側に 

必須 

UPS 出力側に設置 任意 任意 任意 推奨 推奨 

PDU/分電盤に設置 任意 任意 任意 任意 任意 

ラベリングおよび表示 

危険表示の設置 必須 必須 必須 必須 必須 

指示事項の掲示 必須 必須 必須 必須 必須 

安全データシートを掲

示またはライブラリに保

存 

必須 必須 必須 必須 必須 

全機器へのラベル貼

付 
必須 必須 必須 必須 必須 

機器の色識別 任意 任意 推奨 推奨 推奨 

単線図の掲示 任意 任意 任意 推奨 推奨 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

運用開始前の全ての

電気設備の試験 
任意 必須 必須 必須 必須 

全ての電気設備機器

への（利用可能な場

合は第三者試験機

関による）認証ラベル

の貼付 

任意 必須 必須 必須 必須 

9.11 システムの始動およびコミッショニング 

機器の出荷前におけ

る工場試験 - レベル

1 コミッショニング 

任意 任意 推奨 必須 必須 

製造者による始動前

試験 – レベル 2 コミッ

ショニング 

推奨 推奨 推奨 必須 必須 

機器の機能試験 – レ

ベル 3 コミッショニング 
任意 任意 推奨 必須 必須 

機器のシステム試験 – 

レベル 4 コミッショニン

グ 

任意 任意 推奨 必須 必須 

電気設備のシステム

試験 – レベル 4 コミッ

ショニング 

任意 任意 推奨 必須 必須 

全建物の試験 – レベ

ル 5 コミッショニング 
任意 任意 推奨 必須 必須 

9.12 重要設備の運用および保守 

設備の変更管理およ

び変更履歴の管理 

任意/ない可能性が

ある 

任意/ない可能性が

ある 
あり/IT との統合なし あり/IT と調整 あり/IT と統合 

作業規則 文書化されず 文書化されず 文書化 文書化 
文書化とそれに基づ

く確認 

保守要員 

日中のみ現地に駐

在。その他の時間

帯はオンコール 

日中のみ現地に駐

在。その他の時間

帯はオンコール 

日中のみ現地に駐

在。その他の時間

帯はオンコール 

月-金は 24 時間現

地常駐、週末はオ

ンコール 

24 時間 365 日現

地常駐 

予防保守 任意 推奨 推奨 
限定的な予防保守

プログラム 

包括的な予防保守

プログラム 
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設備/クラス クラス F0 クラス F1 クラス F2 クラス F3 クラス F4 

設備の訓練プログラム 任意 推奨 推奨 
包括的な訓練プロ

グラム 

包括的な訓練プロ

グラムには、制御シ

ステムをバイパスする

ための必要な手動

操作手順を含む 

 

 

  



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

257 

 

10 空調・冷却システム 

10.1 法令、参考文書、用語 

10.1.1 関係法規の遵守と適合 

国際的に広く施行されている規制には以下を含む。 

 International Building Code (IBC) 

 International Mechanical Code (IMC) 

 International Plumbing Code (IPC) 

 International Fuel Gas Code (IFGC) 

IMC は『ASHRAE 62.1』と協調して換気率の要件を特定し、蓄電池室の排気要件を定めている。 

州および現地の法令規則には、国の法令規則や国際規格の特定の条項の改正により、追加の要件や制約が設けら

れている場合がある。規格の改正は広範囲に及ぶため、法令要件に基づき意思決定を下す前に、現地での改正点を

確認しなければならない。更に、建物およびその機械空調、電気系統、人命安全および防災システムへの変更を計画、

導入する際は、現地の建築基準法規を参照しなければならない。 

10.1.2 参考文書 

第 10 章では、 Table 10-1 に示すように以下の文書を参考としている。規格（『NFPA 70』等）で使用される記号は

そのまま変わらない。 

 

Table 10-1 第 10 章の参考文書 

参考文書 文書の正式名称 

ASHRAE Air Contamination 
ASHRAE: Particulate and Gaseous Contamination in Datacom Environments, 
Second Edition 

ASHRAE Design Considerations 
ASHRAE: Design Considerations for Datacom Equipment Centers, Second 
Edition 

ASHRAE IT Power Trends ASHRAE: IT Equipment Power Trends, Third Edition 

ASHRAE Liquid Cooling 
Guidelines 

ASHRAE: Liquid Cooling Guidelines for Datacom Equipment Centers, Second 
Edition 

ASHRAE Thermal Guidelines ASHRAE: Thermal Guidelines for Data Processing Environments, Fourth Edition 

NEBS Telcordia NEBS GR-3028-CORE 

注：ASHRAE や NEBS の指針や規格は常に改定が行われているため、最新版を確認すること。   

 
10.1.3 法令用語と通信規格の間での用語の相違 

建築関連法規で使用される用語と建築関連法規上の当局が使用する用語は、コンピュータ・電気通信業界で一般

的に使用される用語と異なる場合がある。例えば、建築関連法規では「機器室」という用語で、空調機、ポンプ、冷凍

機、変圧器、および配電盤等の空調設備または電気設備が設置される部屋を指す。一方、『ASHRAE Thermal 

Guidelines』では、「機器」とはサーバ、ストレージ製品、PC 等の IT 機器のことを指している。 

10.2 放熱システムの選定 

放熱システムの選定にあたっては、必要な可用性クラスを満たしつつ最大限の効率を達成するために、以下のことを踏

まえることが望ましい。必要な検討事項は次の通り。 
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 ITE 機器が空冷か水冷か、または両方が混在するか 

 現地の環境条件温湿度の最大値・最小値・および平均値。粉じんやガスによる外気の汚染状況 

 ITE 吸気口で測定される室内環境を『ASHRAE Thermal Guidelines』で言うところの推奨範囲と許容範

囲のどちらの範囲まで許容するか 

 データセンター建物の設計、具体的には熱源設備を設置できる空間の規模とその位置 

 採用する消火方式との組み合わせ、例えばガス消火と外気直接空調は併用できない 

10.2.1 温湿度要件 

10.2.1.1 必須事項 

『ASHRAE Thermal Guidelines』では、4 クラスの環境について、許容範囲と推奨範囲を定めており、NEBS では

“product operation” と “power off”の 2 モードについて、同様の範囲を定めている。一般的なコンピュータ室では、

ASHRAE のクラス A1 推奨範囲が適用されるが、他の範囲については『ASHRAE Thermal Guidelines』の Table 

2.1 を参照。また、TIA のガイドラインは、ASHRAE のクラス A1 推奨範囲に相当する。 

『ASHRAE Environmental Guidelines』は、1,800m を超える高度では 1°C/300m（6,000ft を超える高度では

1.8°F/100ft）の割合で、推奨される乾球温度の上限値を下げることが望ましいと定めている。 

『ASHRAE Thermal Guidelines』では、テープ製品のための環境は、ITE のための環境よりも厳格であると定めてい

る。上記は ASHRAE 環境クラス A1 を基準に設定し、湿度変化率の制限も定めている。 

10.2.1.2 推奨事項 

放熱設計においては、以下について対応することが望ましい。 

 ITE の吸気口における温湿度の制御 

 充分な空気浄化と換気 

 直接冷却方式の機器特有の要求事項 

 気流パターンと室内における熱の分散 

 熱気の再循環と、ITE 向けの冷気のバイパスの防止 

 施設のクラスに相応しい冗長性を備えた冷却設備 

 気密や防湿材等の建築上の仕様 

ITE の吸気口における条件を、『ASHRAE Environmental Guidelines』または『GR-3028-CORE』の定める制限値

内に維持することで、温湿度制御は実現する。制限値には、温湿度と温度変化率の、上限と下限の値を含む。相対

湿度は、加湿や除湿をしなくても、温度に応じて変化する動的な指標のため、環境条件の安定的な管理指標として

は適していない。一方、露点温度はより有効な管理指標となる。可能であれば、室内環境制御においては適切な温

度範囲と安定した露点温度の維持を目指すことが望ましい。これにより、コンピュータ室内の温度と湿度の両方の安定

性が高まる。 

10.2.2 IT および通信機器の発熱と気流に関する仕様 

10.2.2.1 推奨事項 

あらゆる電子機器の消費電力および冷却に関する要件は、可能な限り検討対象の設備構成について、公表された実

績データに基づいて決定することが望ましい。『GR-3028-CORE』および『ASHRAE Thermal Guidelines』では、製

造者が、電力および冷却インフラのエンドユーザおよび設計者の双方に、製造された機器の電力および冷却の要件を

報告するための標準書式を提供している。 

上記のデータがない場合、『Datacom Equipment Power Trends and Cooling Applications』を参照して、電力お

よび冷却要件を計算する。この文書には、機器、用途、および空間要件に基づいてデータセンターを計画する方法、一
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般的なデータセンタープラットフォームの空間と電力消費と冷却の要件についての過去の実績と将来の予測データ、それ

ら両方を提示している。 

10.2.2.2 銘板上の定格の代わりの実運用負荷の利用 

ITE の製造者は、冷却システムの能力をより効果的に計画できるように、実際の発熱に関するデータを提供し始めてい

る。このデータを用いることで、銘板上の定格電力消費にディレーティング係数を掛けるよりも、格段に正確な発熱の予

測が可能となる。『ASHRAE Thermal Guidelines』は、ITE 製造者が発熱および気流（流量および構成）を開示

する際に使用するための書式を提供している。最小構成、最大構成、および通常構成に関してのデータが提供され、

一部の製造者はさらに特定のハードウェア構成のより正確な予測を行うために利用可能なツールも所有している。 

10.2.2.3 現行の IT 機器の発熱およびその傾向 

『Datacom Equipment Power Trends and Cooling Applications』では、各種ハードウェアプラットフォームについて

の、2020 年までの消費電力および冷却についてのトレンドを予想している。すべての場合で、予想される密度は、現存

するほとんどのデータセンター向け HVAC システムの冷却能力を大きく超えている。これらのトレンドチャートの価値は、予

想される数値そのものより、その傾向線上の任意の時点を出発点として、データセンターの想定寿命を通じた容量計画

を想定できることである。データセンターの寿命を通じて行われる IT 機器と付帯するアプリケーションの更新回数を想定

すると、傾向線の傾きから設備計画上の重要なしきい値が見えてくる。 

10.2.2.4 追記情報 

『ASHRAE Thermal Guidelines』には、温度についての報告書の例が記載されている。その例において、通常条件

下の風量(Nominal airflow)の欄には、サーバ内蔵のファンによって機器の電子回路部を通過する風量を、製造者が

記入する。全てのラック列において、その列内の全サーバの風量の合計は、コールドアイルからラックを通過してホットアイ

ルに流れる総風量を表している。この風量と、HVAC システムがコールドアイルに供給しなければいけない風量とは異な

る。冷気の回り込みや還気と給気の混合による損失が存在するため、HVAC システムからは、上記より多くの冷気をコ

ールドアイルに供給しなければならない。 

10.2.3 気中浮遊汚染物質の抑制（ガスおよび粉じん） 

10.2.3.1 必須事項 

ITE を設置した空間における汚染を『ASHRAE Gaseous and Particulate Contamination Guidelines for Data 

Centers』または適用される現地の法令規則の範囲に抑えるため、外気および循環内気へのフィルタを設置しなければ

ならない。 

空気中の汚染物質を『ASHRAE Gaseous and Particulate Contamination Guidelines for Data Centers』また

は適用される現地の法令規則の範囲に抑えるために、ITE を設置した空間に与圧し、外部からの汚損物質の侵入を

防がなければならない。 

10.2.3.2 推奨事項 

空気中の粉じんはコンピュータの動作を劣化させる。コンピュータ室の適切な運用の一環として、粉じんの最大の発生

源（ダンボールおよび紙の在庫）を制限または排除すること。コンピュータ室内の気圧を、隣接空間よりも高めに維持

管理することで、粉じんや不適切な湿度の空気の流入を抑制しやすくなる。しかし、室内の気圧が高すぎると逆効果と

なることがある。 

導入外気の空気清浄度を確保するため、外気導入 AHU には最低でも MERV 13（ASHRAE 80%～90%）のフ

ィルタを取り付けることが望ましい。上記が不可能な場合は、コンピュータ室の与圧のための給気は、コンピュータ室に入

る前に上記の水準まで浄化することが望ましい。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

260 

外気導入用の AHU のフィルタ枠には、回り込みを抑えるため、差圧 0.7kPa（3in WC）で、その割合が 1%未満の

低漏出型のものを採用することが望ましい。 

10.2.3.3 追記情報 

外気を用いたコンピューター室の与圧は、周囲の空間からの粉じんの侵入を抑制する最も効果的な手段である。 

建物の施工時に発生した粉じん汚染については、可能であれば入居前の清掃の徹底で対処することが望ましい。

CRAC のフィルタ性能を上げることは、ファン動力に消費されるエネルギーの増加と比較すると、わずかな効用しかもたら

さない点を認識することが重要である。 

大気汚染の激しい地域でデータセンターを運用する場合は、銅や銀の腐食がそれぞれ 1 ヶ月あたり 30nm と 20nm 未

満となるように監視する。 

10.3 コンピュータ室の放熱および冷却技術 

10.3.1 序文 

本項以下において、一般的な放熱システムおよび空調設備について、各々の特徴、必須事項、推奨事項とともに解

説する。 

10.3.2 全ての放熱システムおよび空調設備についての必須事項 

必須事項には以下を含む。 

 放熱システムおよび空調設備は、選定したクラス要件に対応し、24 時間 365 日の稼働を前提とした設計で

なければならない。 

 放熱システムについては、現地の気象条件が過去最高および最低の場合でも故障せずに、ITE 吸気口にお

ける温湿度条件が『ASHRAE Thermal Guidelines』の当該 ITE 種別に対する許容範囲内に納まる設計

でなければならない。 

 空調設備は、温湿度の変化率を『ASHRAE Thermal Guidelines』に定めた範囲内としなければならない。

空調設備の設計に当たっては電源設備と併せて検討し、必要に応じて蓄熱装置の追加や、ポンプ・ファンに

UPS 電源を適用する等の対策を施すことで、停電から予備電源の供給開始までの間の熱暴走を防止しな

ければならない。 

 高度 1,800m (6,000ft) を超える場合、 ITE 吸気口の乾球温度の上限値は、『ASHRAE Thermal 

Guidelines』に従って、下げなければならない。 

 高度 1,800m (6,000ft)より高い高度において、全ての機器設備の定格は、『 ASHRAE Design 

Considerations』に従って、下げなければならない。 

 空調設備はその耐用年数を通じて、現地の環境下で想定される自然の汚損物質（例：花粉等の植物性

物質、砂塵、沿岸ならば潮風）や、地元の公害に対応する設計としなければならない。 

 重要なデータセンター設備の一部として、屋外の熱源設備には相応のセキュリティと防護を施さなければならな

い。 

 熱源設備の屋外にある吸気口と排気口は、再循環を防止する設計とし、吸気口は他の熱気源（例：発

電機の排気口と換気口、放射熱を発する暗色の屋上塗装面、近隣建物の空調機排気口等）からも離さ

なければならない。 

 全ての空調・熱源設備は、ITE の熱負荷が設計値の 10%～100%の間の時に、効果的かつ効率的に冷却

できる設計でなければならない。 
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10.3.3 全ての放熱システムおよび空調設備についての推奨事項 

推奨事項には以下が含まれる。 

 空調設備とその要素の選定にあたっては、エネルギー効率とライフサイクルコストを考慮することが望ましい。水

資源が乏しい地域では、冷却水の蒸発は最小限にすることが望ましい。 

 冷却効率と効果が下がるため、過大な熱負荷を想定することは避けることが望ましい。可能であれば、空調

能力を後から追加できるモジュラー方式の採用を考慮することが望ましい。 

 ファン（屋外機を含む）・ポンプ・コンプレッサを駆動する全ての電動機は、可変速駆動(VFD)の交流(AC)ま

たは電子整流(EC)の電動機とすることが望ましい。可能であれば、電動機の速度制御は熱負荷および気候

条件の変化に連動することが望ましい。 

 加湿及び除湿は、ITE 吸気口における湿度条件を『ASHRAE Thermal Guidelines』に定める範囲内に収

めるための、必要最低限のものにとどめることが望ましい。比較的短時間であれば推奨範囲から許容範囲に

逸脱することは許容される。 

 全ての空調・熱源設備の状態およびエネルギー消費量の監視、遠方での警報発報、トレンド記録、設定値

変更に対応できることが望ましい。 これらは Web 形式のインターフェースまたは、BMS や DCIM システムとの

統合により実現される。 

 Figure 10-1 から 10-3 までに示したような省エネルギーオプションの採用を検討する。 

10.3.4 液体を使用する放熱および冷却システム  

10.3.4.1 序文 

液体を使用する、以下の放熱システムおよびコンピュータ室の冷却システムの全ての組み合わせは、コンピュータ室の冷

却設計において採用することができる。 

注：本項において、顕熱冷却は当該空間の乾球温度に、潜熱冷却は当該空間の湿球温度に、それぞれ対応する。   

10.3.4.2 放熱システム 

10.3.4.2.1 開放式冷却塔による放熱と冷凍機による冷却（Figure 10-1） 

放熱方式： 蒸発冷却（冷却塔） 

屋外側冷却系： 水またはブライン 

熱交換器： 屋内冷凍機 

屋内側冷却系： 水 

制約となる外部条件 高温高湿の（湿球温度が高い）地域には不適。 

豊富かつ信頼性の高い水源が必要。 

必須事項： 凍結の発生する環境下では、屋外側冷却系および給水系統に凍結対策が必須。 

冷凍機とコンデンサは、コンピュータ室の負荷率が 10％～100%の範囲に対応する。 

10.8.5 項に示す冷却塔の要件を参照。 

 

 

＜次頁に続く＞ 
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推奨事項： 屋外側冷却系は定流量、屋内側冷水系は可変流量とする。 

蒸発式冷却塔および屋外側冷水系統のポンプ速度は、放熱設備の負荷に応じて

制御する。 

屋内側冷却系のポンプ速度は、ITE 負荷の変化に対応する水量を循環させるため

に、水圧センサによる制御とすることが望ましい。 

冷水温度の設定は、顕熱冷却を最大化しつつ潜熱冷却が最小限となるようにする。 

凍結防止が必要となる場合は、グリコール以外の手段を検討する。 

 

 

  

Figure 10-1 開放式冷却塔による放熱と冷凍機による冷却 

  

屋外 

コンピュータ室 

空調機械室 

屋内側冷却系（水冷） 

 

冷水ループ 

冷凍機 

 

ループに組み込むことができる、コンピュータ

室内の冷却技術については Figure  

10-6、10-7、10-8、10-9 を参照。 
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（冷却塔） 
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フリークーリング用
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排熱の再利用（任意） 
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10.3.4.2.2 密閉式冷却塔による放熱と冷凍機による冷却（Figure 10-2） 

放熱方式： 密閉式（空冷）冷却塔 

屋外側冷却系： 水またはブライン 

熱交換器： 屋内冷凍機 

屋内側冷却系： ブライン 

制約となる外部条件 高温な（乾球温度が高い）地域には不適 

必須事項： 凍結の発生する環境下では、屋外側冷却系に凍結対策が必須。 

冷凍機と冷却塔は、コンピュータ室の負荷率が 10％～100%の範囲に対応する。 

推奨事項： 屋外側冷却系は定流量、屋内側冷水系は可変流量とする。 

冷却塔および屋外側冷水系統のポンプ速度は、放熱設備の負荷に応じて制御する。 

屋内側冷却系のポンプ速度は、ITE 負荷に対応する水量を循環させるために、水圧セ

ンサによる制御とすることが望ましい。 

冷水温度の設定は、顕熱冷却を最大化しつつ潜熱冷却が最小限となるようにする。 

凍結防止が必要となる場合は、グリコール以外の手段を検討する。 

 
 

 

  

Figure 10-2 密閉式冷却塔による放熱と冷凍機による冷却 

屋外 

コンピュータ室 

空調機械室 

屋内側冷却系  

（水） 

ループ 

（水またはブライン） 

冷凍機 

ループに組み込むことができる、コンピュータ

室内の冷却技術については Figure  

10-6、10-7、10-8、10-9 を参照。 

 

ポンプ 

 

屋外側冷却系（水またはブライン） 

密閉式（空冷）冷却塔  
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放熱 
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熱交換器（任意） 
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10.3.4.2.3 空冷チラーによる冷却・放熱（Figure 10-3） 

放熱方式： 空冷 

屋外側冷却系： パッケージ型屋外チラーに組込み 

熱交換器： パッケージ型屋外空冷チラー 

屋内側冷却系： 水またはブライン 

制約となる外部条件 他の選択肢に比べて、屋外に必要となる空間が大きくなるが、高温（乾球温度が高

い）地域では、冷凍機に「熱地仕様」の改造が必要となる。 

他の方式より騒音が大きい。 

必須事項： 凍結の発生する環境下では、冷却系の凍結対策が必須。 

冷凍機は、コンピュータ室の負荷率が 10％～100%の範囲に対応する。 

現地の規制によっては、冷凍機のコンプレッサに防音対策を施す必要がある。 

推奨事項： 屋内側冷水系は可変流量とする。 

屋内側冷却系のポンプ速度は、ITE 負荷に対応する水量を循環させるために、水圧セ

ンサによる制御とすることが望ましい。 

冷水温度の設定は、顕熱冷却を最大化しつつ潜熱冷却が最小限となるようにする。 

凍結防止が必要となる場合は、グリコール以外の手段を検討する。 

 

 

  

Figure 10-3 空冷チラーによる冷却・放熱 

屋外 

コンピュータ室 

空冷チラー 

屋内側冷却系 

（水またはブライン） 

 

ブラインループ 

ループに組み込むことができる、コンピュータ

室内の冷却技術については Figure  

10-6、10-7、10-8、10-9 を参照。 
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10.3.4.2.4 開放式冷却塔を用いた冷却・放熱（Figure 10-4） 

放熱方式： 蒸発冷却（冷却塔） 

屋外側冷却系： 水またはブライン 

熱交換器： プレート式熱交換器 

屋内側冷却系： 水 

制約となる外部条件 中程度の温湿度（湿球温度）の地域に限り有効 

豊富かつ信頼性の高い水源が必要 

必須事項： コンピュータ室内の空調方式は高めの冷水温度に対応した設計でなければならない。 

凍結の発生する環境下では、屋外側冷却系および給水系統に凍結対策が必須。 

冷却塔は、コンピュータ室の負荷率が 10％～100%の範囲に対応する。 

10.8.5 項に示す冷却塔の要件を参照。 

屋内側冷却系のポンプ速度は、ITE 負荷の変化に対応する水量を循環させるために、

水圧センサによる制御とすることが望ましい。 

推奨事項： 凍結防止が必要となる場合は、グリコール以外の方策を検討する。  

 

 

 Figure 10-4 開放式冷却塔を用いた冷却・放熱 

 

屋外 

コンピュータ室 

空調機械室 
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冷却水ループ 

 

ループに組み込むことができる、コンピュータ

室内の冷却技術については Figure  

10-6、10-7、10-8、10-9 を参照。 
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10.3.4.2.5 外部用水を用いた冷却・放熱 (Figure 10-5) 

放熱方式： 外部の水源（例：河川・湖沼・海・地下水）  

屋外側冷却系： 外部用水 

熱交換器： プレート式熱交換器 

屋内側冷却系： 水 

制約となる外部条件 大規模な外部の水源が必須 

必須事項： 自然水の利用、または温水の放出については、AHJ の許可が必要である。 

水源の利用と温水の放出に関する環境アセスメントを実施する。 

温水の再循環を防ぐため、取水口と放水口の十分な離隔を確保する。 

自然水源系の熱交換器、ポンプ、配管等は塩分、藻類等、水中に含まれる成分・物

体に耐えられる仕様としなければならない。 

取水口は、漂着物および水生生物（例：藻類、貝類、クラゲ等）による目詰まりや付

着に対する対策を施さなければならない。 

推奨事項： 外部の水源への依存を下げるため、外気への放熱と併用することを検討することが望ま

しい。 

ポンプの流速は、ITE の負荷と外部水源の水温に応じて制御する。  

 

 

  

Figure 10-5 外部用水への放熱システム 

屋外 

コンピュータ室 

空調機械室 

屋内側冷却系（水冷） 

 

冷却水ループ 

ループに組み込むことができる、コンピュータ

室内の冷却技術については Figure  

10-6、10-7、10-8、10-9 を参照。 
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大規模な外部水源 
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10.3.4.3 コンピュータ室内の冷却システム 

10.3.4.3.1 電算用エアハンドリングユニット（CRAH）システム （Figure 10-6） 

空調ユニット CRAH 

ITE の冷却回路： 床下またはダクトによる冷気の供給と、室内開放、ダクト、またはキャビネット上方のチ

ムニー等を介した天井からの、いずれかによる還気を伴う気流の分配 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

必須事項 給気温度センサを用いて CRAH の給気温度を制御し、ITE 吸気口において

『ASHRAE Thermal Guidelines』 に定める範囲内に収める。 

CRAH の制御弁は、ポンプの圧力制御と整合させるために、二方弁としなければなら

ない。 

推奨事項： コンテインメント、プレナム、ダクト等を用いてコンピュータ室における給気と還気の経路

を分離し、冷気のバイパスや熱気の再循環を防ぐ。 

CRAH のファン速度を、ITE の風量や温度差に応じて制御する。止むを得ない場合

は、冷気のバイパスよりも熱気の再循環を優先して防ぐことが望ましい。 

漏水のリスクを低減し、空調保守の技術者のコンピュータ室への入室を不要とするた

め、CRAH ユニットをコンピュータ室に隣接した保守通路内に設置することが望ましい。 

 
 

 

  

Figure 10-6 電算用エアハンドリングユニット（CRAH）システム 

 

 

 

 

 

コンピュータ室 

屋内側冷却系 

（水） 

ループ 

（水またはブライン） 

空冷式 ITE 

放熱系へ 

コンピュータ室内の冷却ユニットの接続先における放熱技術に

ついては、 Figure10-1 から Figure 10-5 までを参照。 

 

CRAH 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

268 

10.3.4.3.2 コンピュータ室内近接冷却システム（Figure 10-7） 

空調ユニット 列内、キャビネット内、リアドア、頭上 

ITE の冷却回路： 気流の経路が単一のラック列またはラックの中に短縮される。 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

必須事項： 給気温度センサを用いて給気温度を制御し、 ITE 吸気口において『ASHRAE 

Thermal Guidelines』 に定める範囲内に収める。 

制御弁は、ポンプの圧力制御と整合させるために、二方弁としなければならない。 

推奨事項： 列内空調の場合は、コンテインメントにより、吸気と還気を分離する。 

液体漏洩対策として、継ぎ目の無いセミリジッド配管やドレンパン、漏液検知や仕切

弁等を用いる。 

冷却ユニットのファン速度を、ITE の風量や温度差に応じて制御する。 

 
 

 

  

Figure 10-7 近接冷却システム 

コンピュータ室 

屋内側冷却系 

（水） 

ループ 

（水またはブライン） 

空冷式 ITE 

放熱系へ 

コンピュータ室内の冷却ユニットの接続先における放熱技術に

ついては、 Figure10-1 から Figure 10-5 までを参照。 
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列内空調ユニット 
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10.3.4.3.3 液冷式 ITE の冷却システム（Figure 10-8） 

冷却回路： ITE に組込み 

ITE の冷却回路： 液冷式のチップ用ヒートシンクまたは絶縁性液体を用いた液浸式  

ITE の放熱： 液冷式（熱交換は空気または他の液体と実施） 

必須事項： 『ASHRAE Liquid Cooling Guidelines』 に基づき、適用するクラス（W1～W4）に

応じた水温を設定する。 

クラス W3 または W4 の場合は、冷却水の温度が 55°C（130°F）以上となる場合

もある。配管および要素の熱膨張に対応した設計とする。 

推奨事項： 『ASHRAE Liquid Cooling Guidelines』で推奨されている通り、熱交換器を用いて

液冷系統を一次系・二次系・三次系に分割し、漏水リスクを低減することが望まし

い。 

液体漏洩対策として、継ぎ目の無いセミリジッド配管やドレンパン、漏液検知や仕切

弁等を用いる。 

空冷式と液冷式の ITE が混在する場合、同一の放熱システムを採用し、ライフサイク

ル費用の最適化を検討することが望ましい。 

 
 

 

  

Figure 10-8 液冷式 ITE の冷却システム 

 

  

放熱系へ 

コンピュータ室内の冷却ユニットの接続先における放熱技術に

ついては、 Figure10-1 から Figure 10-5 までを参照。 
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10.3.4.3.4 ラック列と一体の空調システム（Figure 10-9） 

冷却回路： 頭上または列内の冷媒サブシステム 

ITE の冷却回路： 気流の分配 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

必須事項： 給気温度センサを用いて給気温度を制御し、 ITE 吸気口において『ASHRAE 

Thermal Guidelines』に定める範囲内に収める。 

コンピュータ室等の人の立ち入りが可能な密閉空間内に冷媒ガスが漏出しても、健康

に危険なガス濃度に達しないことを確認する。 

推奨事項： 列内空調の場合は、コンテインメントにより、吸気と還気を分離する。 

液漏れのリスクを低減するために、ポンプユニットをコンピュータ室に隣接した保守通路

内に配置することが望ましい。コンピュータ室内への配置が避けられない場合は、液体

漏洩対策として、継ぎ目の無いセミリジッド配管やドレンパン、漏液検知や仕切弁等

を用いる。 

冷却ユニットのファン速度を、ITE の風量や温度差に応じて制御する。 

 
 

 

  

Figure 10-9 ラック列と一体の空調システム 

 

  

屋内側冷却系 

（水またはブライン） 

コンピュータ室 

ループ 

（水またはブライン） 

空冷式 ITE 
冷媒ポンプユニット 

列内空調ユニット 

架上 

空調ユニット 

冷媒配管 

放熱系へ 

コンピュータ室内の冷却ユニットの接続先における放熱技術に

ついては、 Figure10-1 から Figure 10-5 までを参照。 
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10.3.5 直接膨張式冷却システム 

10.3.5.1 序文 

直接膨張式の空調システムは、冷凍機を使用せずに済む。一般的な直接膨張式の空調システムに関する情報および

図は以下に示す。 

10.3.5.2 電算用エアハンドリングユニット（CRAH）システム （Figure 10-10） 

放熱方式： 空冷コンデンサ（CRAC1 台に対してコンデンサ 1 台） 

屋外側冷却系： 冷媒 

熱交換器： コンピュータ室空調機（CRAC）の内部に組み込み 

屋内側冷却系： CRAC に内蔵 

冷却システム： コンプレッサ付 CRAC 

ITE の冷却回路： 床下またはダクトによる冷気の供給と、室内開放、ダクト、またはキャビネット上方のチム

ニー等を介した天井からの、いずれかによる還気を伴う気流の分配 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

制約となる外部条件： 高温地域では、「熱地仕様」への改造が必要となる。 

必須事項： CRAC は可変速コンプレッサおよび電子膨張弁を備え、給気温度センサを用いて給気

温度を制御し、ITE 吸気口において『ASHRAE Thermal Guidelines』 に定める範囲

内に収める。 

コンピュータ室等の人の立ち入りが可能な密閉空間内に冷媒ガスが漏出しても、健康に

危険なガス濃度に達しないことを確認する。 

推奨事項： コンテインメント、プレナム、ダクト等を用いてコンピュータ室における給気と還気の経路を

分離し、冷気のバイパスや熱気の再循環を防ぐ。CRAC のファン速度を、ITE の風量や

温度差に応じて制御する。止むを得ない場合は、冷気のバイパスよりも熱気の再循環を

優先して防ぐことが望ましい。 

CRAC より低い位置にコンデンサユニットを配置することは、効率の低下を伴う特殊な対

策が必要となるため、避けることが望ましい。 
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Figure 10-10 直接膨張式の電算用エアハンドリングユニット冷却システム 

 
10.3.5.3 統合型の冷却システム（Figure 10-11） 

放熱方式： 空冷式コンデンサ（各 DX モジュールに対し 1 台のコンデンサ） 

屋外側冷却系： 冷媒 

熱交換器： 直接膨張モジュール 

屋内側冷却系： 冷媒 

冷却システム： 頭上または列内空調ユニット 

ITE の冷却回路： 気流の分配 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

制約となる外部条件： 高温地域では、「熱地仕様」への改造が必要となる。 

必須事項： DXモジュールは可変速コンプレッサおよび電子膨張弁を備え、給気温度センサを用い

て給気温度を制御し、ITE 吸気口において『ASHRAE Thermal Guidelines』 に定

める範囲内に収める。 

コンピュータ室等の人の立ち入りが可能な密閉空間内に冷媒ガスが漏出しても、健康

に危険なガス濃度に達しないことを確認する。 

＜次頁に続く＞ 

屋外 

コンピュータ室 

空冷式 ITE 

CRAC 

（コンプレッサ付） 

屋外側冷却系（冷媒）  

 注：1 台のコンデンサは 1 台

の CRAC のみに対応する 

コンデンサ 
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推奨事項 コンテインメント、プレナム、ダクト等を用いてコンピュータ室における給気と還気の経路

を分離し、冷気のバイパスや熱気の再循環を防ぐ。 

列内空調の場合は、ホットアイルまたはコールドアイルにコンテインメントを設置する。 

列内または頭上ユニットのファン速度を、ITE の風量や温度差に応じて制御する。止

むを得ない場合は、冷気のバイパスよりも熱気の再循環を優先して防ぐことが望まし

い。 

空調保守の技術者のコンピュータ室への入室を不要とするため、DX ユニットをコンピュ

ータ室に隣接した保守通路内に設置することが望ましい。 

DX ユニットより低い位置にコンデンサユニットを配置することは、効率の低下を伴う特

殊な対策が必要となるため、避けることが望ましい。 

 
 

 

  

Figure 10-11 直接膨張式の一体型冷却システム 

 

  

屋外 

屋外側冷却系（冷媒）  

 

列内空調ユニット 

架上 

空調ユニット 

コンピュータ室 

屋内側冷却系（冷媒）  

 

空調機械室またはコンピュータ室 

空冷式 

ITE 

DX モジュール 

コンデンサ 
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10.3.5.4 密閉式キャビネットを用いる冷却システム（Figure 10-12） 

放熱方式： 空冷式コンデンサ（各キャビネットに対してコンデンサ 1 台） 

屋外側冷却系： 冷媒 

熱交換器： 直接膨張式ユニットを密閉キャビネット内に組込み 

屋内側冷却系： キャビネット内で完結 

冷却システム： コンプレッサは密閉キャビネットに組込み 

ITE の冷却回路： 気流の分配 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

制約となる外部条件： 高温地域では、「熱地仕様」への改造が必要となる。 

必須事項： 密閉式キャビネットを用いる冷却システムは可変速コンプレッサおよび電子膨張弁を備

え、給気温度センサを用いて給気温度を制御し、ITE 吸気口において『ASHRAE 

Thermal Guidelines』 に定める範囲内に収める。 

コンピュータ室等の人の立ち入りが可能な密閉空間内に冷媒ガスが漏出しても、健康に

危険なガス濃度に達しないことを確認する。 

推奨事項： CRAC より低い位置にコンデンサユニットを配置することは、効率の低下を伴う特殊な対

策が必要となるため、避けることが望ましい。 

 

  

Figure 10-12 直接膨張式の密閉キャビネット冷却システム 

屋外 

コンピュータ室 

注：1 台のコンデンサが対象とするの

は 1 つのキャビネットのみ 

コンデンサ 

 

屋外側冷却系（冷媒）  

 

空冷式 ITE 

 

密閉式 

キャビネット 

システム 
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10.3.6 直接外気冷房システム 

直接外気冷房システムは、冷却に必要なエネルギーを大幅に節約できる余地があるため、データセンターの冷却ソリュ

ーションのひとつとして受け入れられつつある。 

必要な場合は、外気に対して蒸発冷却や DX 冷却コイルによる追加の冷却を施してから給気することも可能である。 

以下に直接式と間接式の二方式について述べる。 

10.3.6.1 直接外気冷房システム（Figure 10-13） 

放熱方式： 外気へ直接放熱 

屋外側冷却系： 給気の冷媒による冷却や蒸発式冷却 

熱交換器： AHU と一体化 

屋内側冷却系： AHU に内蔵 

冷却システム： 蒸発式冷却／加湿に、DX 冷却を付加するオプションあり 

ITE の冷却回路： 床下またはダクトによる冷気の供給と、室内開放、ダクト、またはキャビネット上方のチム

ニー等を介した天井からの、いずれかによる還気を伴う気流の分配 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

制約となる外部条件： 高湿度な環境下では不適であり、高温の環境下では高コストとなる恐れがある。 

豊富かつ信頼性の高い水源が必要。 

必須事項： AHU は給気温度センサを用いて給気温度を制御し、ITE 吸気口において『ASHRAE 

Thermal Guidelines』に定める範囲内に収める。 

給気ファンの速度を、ITE の風量や温度差に応じて制御する。止むを得ない場合は、冷

気のバイパスよりも熱気の再循環を優先して防ぐことが望ましい。 

排気ファンの排気量を制御し、外気に対して約 20Pa の正圧を維持する。 

熱気の再循環を防ぐため、AHU の吸気口をコンデンサおよび排気ファンから遠ざける。 

ASHRAE の気中汚染物質への制限に対応するため、冷却用吸気には多段階のフィル

タを設置する。 

ガス消火方式とは組み合わせられないため、消火方針には配慮が必要。 

推奨事項： コンテインメント、プレナム、ダクト等を用いてコンピュータ室における給気と還気の経路を

分離し、冷気のバイパスや熱気の再循環を防ぐ。 

AHU の DX 冷却コイルより低い位置にコンデンサユニットを配置することは、効率の低下

を伴う特殊な対策が必要となるため、避けることが望ましい。 

DX 冷却コイルには、DX 空調を利用しない時期の圧力損失を抑えるために、バイパスを

設置することを検討する。 
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Figure 10-13 直接外気冷房システム 

 

10.3.6.2 間接外気冷却システム（Figure 10-14） 

放熱方式： 間接的に外気へ放熱 

屋外側冷却系： 給気の水による冷却 

熱交換器： AHU と一体化 

屋内側冷却系： 高温環境においては任意で DX 冷却コイルを設置 

冷却システム： 空冷熱交換器と蒸発式冷却器に加え、任意で DX 冷却を追加 

ITE の冷却回路： 床下またはダクトによる冷気の供給と、室内開放、ダクト、またはキャビネット上方のチム

ニー等を介した天井からの、いずれかによる還気を伴う気流の分配 

ITE の放熱： 空冷式ヒートシンク 

制約となる外部条件： 高湿度な環境には不適 

豊富かつ信頼性の高い水源が必要 

必須事項：（次頁に続く） 外気と室内空気は混合してはならない。 

AHUは給気温度センサを用いて給気温度を制御し、ITE吸気口において『ASHRAE 

Thermal Guidelines』 に定める範囲内に収める。 

屋外 

コンピュータ室 

空冷式 ITE 

コンデンサ 

（任意） 

 

排気ファン 

 

直接外気冷房 AHU 

給気ファン DX 冷却コイル

（任意） 

蒸発式冷却器

／加湿器 
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 屋内側のファンの速度を、ITE の風量や温度差に応じて制御する。止むを得ない場合

は、冷気のバイパスよりも熱気の再循環を優先して防ぐことが望ましい。 

屋外側のファンの速度を、ITE 負荷と現地の屋外温湿度に応じて制御する。 

熱気の再循環を防ぐため、AHU の吸気口をコンデンサおよび排気口から遠ざける。 

外気吸気の経路上の要素を保護するため、吸気口にはフィルタを設置する。 

推奨事項： コンテインメント、プレナム、ダクト等を用いてコンピュータ室における給気と還気の経路を

分離し、冷気のバイパスや熱気の再循環を防ぐ。 

AHU の DX 冷却コイルより低い位置にコンデンサユニットを配置することは、効率の低

下を伴う特殊な対策が必要となるため、避けることが望ましい。 

熱交換器の DX 冷却コイルには、DX 空調を利用しない時期の圧力損失を抑えるた

めに、バイパスを設置することを検討する。 

 

 

  

Figure 10-14 間接外気冷却システム 

屋外 

コンピュータ室 

空冷式 ITE 

コンデンサ 

（任意） 

 

間接外気冷却用 AHU 

室内側ファン 

 

DX冷却コイル（任意） 

 

蒸発式冷却器 外気側ファン 空気熱交換器 
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10.3.7 二重コイル冷却方式 

一方のコイルが水冷式の排熱システムを、もう一方が直接膨張式の排熱システムを使用している、二重コイルの空調

方式の場合、常時は水冷式のコイルを使用することで省エネ（コンプレッサレス）運転を実現できる。各空調機は、専

用のコンデンサユニットを別途備えるため、水冷式のシステムは N 構成が求められる。データセンターのクラス要件を満た

すためには、空調機とその専用コンデンサユニットの冗長が、クラス要件で求められる冗長レベルを満たす必要がある。 

二重コイルを異なる冷水系統に接続し、二重ファンと併用することで、2N 冗長を確保する CRAH も存在する。 

10.4 空調のクラス等級 

10.4.1 序文 

本項は、Appendix B で説明するデータセンター設備可用性クラスについて詳述し、各クラスの要件を満たすための、空

調システムに関する設計情報を提供する。本規格には、データセンター設備インフラの多様な信頼性レベルに対応する、

5 つのクラスが含まれる。クラスは性能にのみ関連している。 

以下がその 5 つのクラスである。 

 クラス F0 およびクラス F1――単一経路データセンター 

 クラス F2――冗長要素を含む単一経路データセンター 

 クラス F3――無停止保守／故障対応データセンター 

 クラス F4――フォールトトレラントなデータセンター 

10.4.2 クラス F0 およびクラス F1 の詳細 

空調システムは稼働中に、機器停止を伴う保守が不可能である。空調システムのいずれの要素が故障しても、負荷に

対する冷却能力が喪失する恐れがある。単一障害点はシステム全体に通常見られる。計画的か否かに関わらず、設

備の停止は冷却中断の原因になる。 

 
Table 10-2 クラス F0 およびクラス F1 の空調システムの概要 

名称 単一経路 

要素冗長 なし 

システム冗長 なし 

システムの制御 単一のシステム 

電源供給 全ての電源は共通の電源系から供給 

設備稼働中の保守 不可 

故障時における回復の可能性 不可 

 
クラス F0 およびクラス F1 構成のイメージは Figure 10-15 および Figure 10-16 を参照。 

Figure 10-15 に示した構成は、必要な冗長レベルを確保する手段の 1 つに過ぎない。10.4.2 項に定める性能要件を

満たすソリューションは、すべて信頼性要件を満たす。  

冷水配管およびバルブの冗長は、クラス F0 およびクラス F1 には必要ない。 
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 Figure 10-15 クラス F0 およびクラス F1 の冷凍機システムの例 

 

 

 Figure 10-16 クラス F0 およびクラス F1 の直接膨張式システムの例 

 

「N」冷凍機、ポンプ、冷却塔 

「N」CRAH モジュール 

 

冷凍機 

ポンプ 

 

屋内冷水還水 

 

屋内冷水 

 

屋外冷却還水 

 

屋外冷却水 

 

 

密閉式（空冷）冷却塔  

 

本図では密閉式冷却塔を示してい

るが、開放式冷却塔や空冷チラー

等の他の冷却方式の採用も可能。

ポンプの厳密な位置とフローの方向

は、機器配置および使用される冷却

技術によって異なる場合がある。 

「N」CRAC モジュール 

  

コンデンサ コンデンサ 

CRAC CRAC 
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10.4.3 クラス F2 の詳細 

空調設備は要素冗長を持つが、システム冗長ではない。冗長のある空調要素については、稼働中の保守が可能であ

る。要素冗長のない空調システムは、いかなる要素が故障しても、負荷に対する冷却能力を喪失する恐れがある。単

一障害点は冷却システム全体に存在することが多い。高故障率の要素には、最低でも N+1 要素を設けなければなら

ず、「N」に必要なモジュールの数が多くなる場合は、N+1 よりも多くの冗長が推奨される。 

 
Table 10-3 クラス F2 の空調システムの概要 

名称 冗長要素付きの単一経路 

要素冗長 故障率の高い要素についてはあり 

システム冗長 なし 

システムの制御 単一のシステム 

電源供給 全ての電源は共通の電源系から供給 

設備稼働中の保守 冗長のある要素のみ可 

故障時における回復の可能性 不可 

 
クラス F2 構成のイメージは Figure 10-17 および Figure 10-18 を参照。 

Figure 10-17 に示した構成は、必要な冗長レベルを確保する手段の 1 つに過ぎない。10.4.3 項に定める性能要件を

満たすソリューションは、すべてクラス F2 用の信頼性要件を満たす。 
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Figure 10-17 クラス F2 の冷凍機システムの例 

  

「N」CRAH  

モジュール 

「+1」CRAH 

モジュール 

注：「N」に必要なモジュールの数が

多くなる場合は、N+1 よりも多くの

冗長が推奨される。 

コンピュータ室における管および 

弁の推奨事項については 

10.4.6 項を参照。 

 

 

冷凍機 冷凍機 

 

 

 

本図では密閉式冷却塔を示して

いるが、開放式冷却塔や空冷チ

ラー等の他の冷却方式の採用も

可能。ポンプの厳密な位置とフロ

ーの方向は、機器配置および使

用される冷却技術によって異なる

場合がある。 

ポンプ 

屋内冷水還水 屋外冷却還水 

 

屋内冷水 屋外冷却水 

 

密閉式（空冷）冷却塔 

 

「N+1」冷凍機、ポンプ、冷却塔 

 

注：配管、バルブ、膨張タンクの冗長

が推奨されるが、コンピュータ室外では

必須ではない。 

 

注：現地の条件によっては、ループ上

の異なる位置にポンプを移設する必要

がある。 
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Figure 10-18 クラス F2 の直接膨張式システムの例 

 

10.4.4 クラス F3 の詳細 

空調システムは、求められる「N」冷却能力を満たすシステム能力を損なわずに、いずれのシステムまたは要素を停止可

能とする冗長を持つ。必要とされる冗長レベルは、システム単位または要素単位で、IT 運用を損なわずにすべての空調

要素の保守を可能にする。空調システムのどの要素が故障しても、負荷に対する冷却能力を喪失してはならない。冷

却設備のいずれの箇所にも、単一障害点は存在してはならない。高故障率の要素には、最低でも N+1 要素を設けな

ければならず、「N」に必要なモジュールの数が多くなる場合は、N+1 よりも多くの冗長が推奨される。 

クラス F3 構成のイメージは Figure 10-19 および Figure 10-20 を参照。 

 

Table 10-4 クラス F3 の空調システムの概要 

名称 無停止保守／運用に対応 

要素冗長 システム冗長で無い場合、全ての要素は要素冗長としなければならない 

システム冗長 要素冗長だけでは無停止保守を実現できない場合、対象のシステムはシステム冗長としなけ

ればならない 

システムの制御 冷却システムの無停止保守を実現するための、要素冗長またはシステム冗長 

電源供給 空調機器および空調制御装置がシステム冗長の場合、電源供給については、A 系統を電

気設備の A 系から、B 系統を電気設備の B 系から、それぞれ供給しなければならない。 

空調機器および空調制御装置が要素冗長だけの場合については、いずれの空調要素、また

はその電源設備のいずれの部分を保守停止しても、冷却能力が「N」以下とならないように、

空調機器の受電部を二重化するか、受電部の上流に ATS を設置する等の手段で、電源

の冗長性を確保しなければならない。 

設備稼働中の保守 冷却能力を「N」未満に低下させずに可能 

故障時における回復の可能性 システムまたは要素レベルにおいて、冷却能力を「N」未満に低下させずに可能 

「N」CRAC モジュール 

  

コンデンサ コンデンサ 

CRAC CRAC 

 

    「+1」CRAC モジュール 

「N」に必要なモジュールの数が多くなる場合は、

N+1 よりも多くの冗長が推奨される。 

コンデンサ 

CRAC 
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Figure 10-19 に示した構成は、必要な冗長レベルを確保する手段の 1 つに過ぎない。10.4.4 項に定める性能要件を

満たすソリューションは、全てクラス F3 用の信頼性要件を満たす。 

 

  

Figure 10-19 クラス F3 の冷凍機システムの例 

「N+1」冷凍機、ポンプ、冷却塔 

 

注：配管、バルブ、膨張タンクの冗長

が推奨されるが、コンピュータ室外では

必須ではない。 

 

注：現地の条件によっては、ループ上

の異なる位置にポンプを移設する必

要がある。 

「N」CRAH モジュール 

「+1」CRAH モジュール 

注：「N」に必要なモジュールの数が

多くなる場合は、N+1 よりも多くの

冗長が推奨される。 

コンピュータ室における 

管および弁の推奨事項に 

ついては 10.4.6 項を参照。 

 

 

冷凍機 

 

 

 

本図では密閉式冷却塔を示して

いるが、開放式冷却塔や空冷チ

ラー等の他の冷却方式の採用も

可能。ポンプの厳密な位置とフロ

ーの方向は、機器配置および使

用される冷却技術によって異なる

場合がある。 

ポンプ 

屋内冷水還水 屋外冷却還水 

 

屋内冷水 屋外冷却水 

 

密閉式（空冷）冷却塔 

 

冷凍機 
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Figure 10-20 クラス F3 の直接膨張式システムの例 

 

10.4.5 クラス F4 の詳細 

空調システムは、求められる「N+1」冷却能力を満たすシステム能力を損なわずに、いずれのシステムまたは要素を停止

可能とする冗長を持つ。必要とされる冗長レベルは、システム単位または要素単位で、いずれかの空調要素を保守停

止中に故障が発生した場合でも、IT 運用に支障を与えない。空調システムのどの要素が故障しても、負荷に対する冷

却能力を喪失してはならない。冷却設備のいずれの箇所にも、単一障害点は存在してはならない。高故障率の要素

には、最低でも N+2 要素を設けなければならず、「N」に必要なモジュールの数が多くなる場合は、N+2 よりも多くの冗

長が推奨される。 

クラス F4 構成のイメージは Figure 10-21 および Figure 10-22 参照。 

 

Table 10-5 クラス F4 の空調システムの概要 

名称 フォールトトレラント 

要素冗長 システム冗長を持つ全ての要素は「N+1」要素冗長を、システム冗長を持たない要素は

「N+2」要素冗長を持つ。 

システム冗長 要素冗長を「N+2」とするだけではフォールトトレラントを実現できない場合、対象のシステムは

システム冗長としなければならない。 

システムの制御 冷却システムの耐障害性を実現するための冗長システム 

電源供給 空調機器および空調制御装置がシステム冗長の場合、電源供給については、A 系統を電

気設備の A 系から、B 系統を電気設備の B 系から、それぞれ供給しなければならない。 

空調機器および空調制御装置が要素冗長だけの場合については、いずれの空調要素、また

はその電源設備のいずれの部分を保守停止しても、冷却能力が「N+1」以下とならないよう

に、空調機器の受電部を二重化するか、受電部の上流に ATS を設置する等の手段で、電

源の冗長性を確保しなければならない。 

設備稼働中の保守 冷却能力を「N+1」未満に低下させずに可能 

故障時における回復の可能性 システムまたは要素レベルにおいて、冷却能力を「N」未満に低下させずに可能 

  

コンデンサ コンデンサ 

CRAC CRAC 

 

「+1」CRAC モジュール 

「N」に必要なモジュールの数が多くなる場合は、N+1

よりも多くの冗長が推奨される。 

コンデンサ 

「N」CRAC モジュール 

CRAC 
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Figure 10-21 クラス F4 の冷凍機システムの例 

「N+2」冷凍機、

ポンプ、冷却塔 

注：コンピュータ室の外で、管、弁、

膨張タンクの冗長が必須である。 

「N」CRAH  

モジュール 

「+2」CRAH モジュール 

注：「N」に必要なモジュールの数が

多くなる場合は、N+2 よりも多くの

冗長が推奨される。 

 

本図では密閉式冷却塔を示して

いるが、開放式冷却塔や空冷チ

ラー等の他の冷却方式の採用も

可能。ポンプの厳密な位置とフロ

ーの方向は、機器配置および使

用される冷却技術によって異なる

場合がある。 

ポンプ 

 

屋内冷水還水 屋外冷却還水 屋内冷水 屋外冷却水 

密閉式（空冷）冷却塔 

 

 

 

冷凍機 

コンピュータ室における管お

よび弁の推奨事項について

は 10.4.6 項を参照。  

 

 

冷凍機 

弁の構成例については

Figure 10-23 を参照。 

冷凍機 
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Figure 10-22 クラス F4 の直接膨張式システムの例 

 
Figure 10-21 に示した構成は、必要な冗長レベルを確保する手段の 1 つに過ぎない。10.4.5 項に定める性能要件を

満たすソリューションは全て、クラス F4 用の信頼性要件を満たす。 

また Figure 10-21 では、ループ間の混合を防止するインターロックを備えた、二重ループ構成の冷水配管（往・還）

の例を示す。二重コイルの CRAH や 2N 構成の CRAH など、配管ループが完全に分離される方式も選択肢である。 

Figure 10-23 に、N+1 ポンプ冗長構成において、ポンプおよび配管の無停止保守を容易とする弁配置の例を示す。 

 

 

  

Figure 10-23 クラス F4 システム（Figure 10-21）のポンプ用の弁の構成例 

 

 

コンデンサ 

CRAC 

「+2」CRAC モジュール 

「N」に必要なモジュールの数が多くなる場合は、N+2 よ

りも多くの冗長が推奨される。 

「N」CRAC モジュール 

 

コンデンサ 

CRAC 

 

コンデンサ 

CRAC 

 

コンデンサ 

CRAC 
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10.4.6 冷水配管および弁の冗長 

上位クラスのデータセンターにおける、冷水配管や弁の冗長設計では、耐障害性や無停電保守と、システム構成の単

純化の間に、微妙なバランスが存在する。本規格では、配管および弁についてその冗長、保守性、運用に関しての検

討や意思決定に役立つ、概念的な事例と性能要件を示す。 

10.4.6.1 クラス F0 およびクラス F1 の要件 

クラス F0 およびクラス F1 のデータセンターにおいては、配管および弁の冗長は不要である。 

10.4.6.2 クラス F2 の要件 

クラス F2 のデータセンターでは、コンピュータ室内において配管の冗長性を備えなければならず、通常は配管をループ構

成にすることで実現する。コンピュータ室外の配管についての冗長は不要である。弁の冗長は不要である。 

10.4.6.3 クラス F3 の要件 

10.4.6.3.1 序文 

クラス F3 の配管および弁の冗長の例は Figure 10-24 を参照。 

 

 

  

Figure 10-24 クラス F3 の配管および弁の冗長の例 

 

 

 

CRAH 

本図中の CRAH ユニットは、それぞれがコン

ピュータ室内の配管ループの、仕切弁の間に

接続する、単一または複数の CRAH ユニッ

トを示している。 

 

仕切弁 

仕切弁の間に接続する CRAH の台数は、

弁または配管の保守の影響で CRAH が停

止することによって、冷却システムがコンピュー

タ室の規定の条件下での「N」容量を下回ら

ないようにしなければならない。 

保 守 モ ー ド に お い て 許 容 さ れ る 、

『 ASHRAE 』 の 環 境 条 件 の 範 囲

（Environmental condition ranges

は）A1、A2 またはそれ以上となる。 

 

弁の直列配置 

弁および配管の保守のために、代替の閉止

方法が存在する場合は、仕切弁を直列二

重化する必要は無い。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

288 

10.4.6.3.2 必須事項 

クラス F3 のデータセンターでは、コンピュータ室内に配管の冗長性を備えなければならず、通常はループ構成の配管構

成で実現する。 

クラス F3 においては、仕切弁の間に接続する CRAH 等のユニットの台数は、弁または配管の保守の影響でユニットが

停止することによって、冷却システムが「N」容量を下回らないようにしなければならない。保守モード下において許容され

る、『ASHRAE』の環境条件の範囲（Environmental condition ranges）は、コンピュータ室の設計条件に応じて

A1、A2 またはそれ以上となる。 

弁および配管の保守のために、代替の閉止方法が存在する場合は、仕切弁を直列二重化しなくても良い。 

10.4.6.3.3 推奨事項 

コンピュータ室内の弁については、冗長は必須ではないが推奨される。コンピュータ室外の配管および弁については、冗

長は必須ではないが推奨される。弁の冗長化をせずに、保守対象区間の両端で配管を凍結する等の手作業による手

段により、弁の保守停止を確保することは可能である。 

10.4.6.4 クラス F4 の要件 

10.4.6.4.1 序文 

クラス F4 の配管および弁の冗長構成の例についは Figure 10-25 を参照。 

10.4.6.4.2 必須事項 

クラス F4 のデータセンターにおいては、コンピュータ室内にフォールトトレラントな配管の冗長構成が要求され、通常は二

重ループ式で実現される。コンピュータ室内の弁の冗長構成は必須である。 

クラス F4 においては、仕切弁の間に接続する CRAH 等のユニットの台数は、弁または配管の保守の影響でユニットが

停止することによって、冷却システムが「N+1」容量を下回らないようにしなければならない。保守モード下において許容

される、『ASHRAE』の環境条件の範囲（Environmental condition ranges は）は、コンピュータ室の設計条件に

応じて A1、A2 またはそれ以上となる。 

弁および配管の保守のために、代替の閉止方法が存在する場合は、仕切弁を直列二重化しなくても良い。 

10.4.6.4.3 推奨事項 

コンピュータ室外の配管および弁については、冗長は必須ではないが推奨される。弁の冗長化せずに、保守対象区間

の両端で配管を凍結する等の手作業による手段により、弁の保守停止を確保することは可能である。 
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Figure 10-25 クラス F4 の配管および弁の冗長の例 

  

10.5 気流の管理 

10.5.1 一般的な検討事項 

気流管理は、空調機器から ITEの吸気口まで冷気を届け、ITEの排気を空調機器まで還流させることが原則である。

バイパス気流（空調機器から ITE を経由せずに空調機器に還流する冷気の流れ）は最小限とすることが望ましい。

気流の再循環（ITE 排気口から空調機器を経由せずに ITE 吸気口に還流する熱気）は可能であれば排除すること

が望ましい。 

冷却システムおよび冷却機器は、必ず全体を見据えた観点から選定しなければならない。給気方法の選択は、フリー

アクセスフロアの使用の有無、還気経路、サーバーラックと CRAC/CRAH ユニット等のエアハンドリング機器との位置関

係、ホット/コールドアイルの向き、天井の高さ、湿度管理の方法、将来の拡張への対応等の、その他重要要素を評価

して考慮することが望ましい。それぞれの要素が、他の要素に影響するため、データセンター冷却システムの全体性能は、

全ての要素により決定される。『Datacom Equipment Power Trends and Cooling Applications』および

 

 

 

CRAH 

本図中の CRAH ユニットは、それぞれが

コンピュータ室内の配管ループの、仕切

弁の間に接続する、単一または複数の

CRAH ユニットを示している。 

 

 

仕切弁 

仕切弁の間に接続する CRAH の台数

は、弁または配管の保守の影響で

CRAH が停止することにより、冷却シス

テムがコンピュータ室の規定の条件下で

の「N+1」容量を下回らないようにしなけ

ればならない。 

保 守 モ ー ド に お い て 許 容 さ れ る 、

『 ASHRAE 』 の 環 境 条 件 の 範 囲

（ Environmental condition 

ranges は）A1、A2 またはそれ以上と

なる。 

 

 

弁の直列配置 

弁および配管の保守のために、代替の

閉止方法が存在する場合は、仕切弁を

直列二重化する必要は無い。 
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『ASHRAE Design Considerations』では、さまざまな給気と、一部の利用可能な冷却システム技術を概説している

が、上述のように、要素の組み合わせがあまりに多いため、厳格な選定基準を定めていない。知識と経験が豊富なデー

タセンター空調技術者/コンサルタントが、プロジェクトの成功には不可欠である。 

10.5.2 気流管理の基本的事項 

気流の管理を適切に設計することにより、冷却の性能と効率が大幅に向上する。新設データセンターの主冷却システム

を設計する際には、空気の循環の改善や熱気と冷気の分離を考慮し、それらの機会を逃さないことが望ましい。またこ

れらの手段は、主冷却システムの拡張が割高か、あるいは IT 機器に重大な支障をもたらす場合に、ホットスポットの解

消手段としても有効である。 

ITE の効果的な冷却のためには、気流の方向に注意することが必須である。空冷式の IT 機器の温度管理では、気流

等の管理が重要となる。適切な冷却システムおよび冷却機器の選定には、多くの要因が影響する。全てのデータセンタ

ーに適切と言える、単一の冷却ソリューションは存在せず、特定の要因の組み合わせに対しては不適切となるシステム

もある。適切な冷却システムおよび機器の選定に当たっては、以下の要素が単独または組み合わさることにより、多大

な影響を及ぼす可能性がある。 

 コンピュータ室の大きさ 

 全体的な冷却密度（W/㎡または W/ft2）、これは電気設備の設計に当たり使用した、ITE 向けの最大電

力負荷を使用し、冷却負荷は銘板上の定格値ではなく実際の運用時の値を使うことが望ましい 

 キャビネットまたはモジュール当たりの kW 

 負荷および冗長の要件を満たすために必要な冷却ユニット数と容量と、ITE のレイアウトに応じた冷却ユニット

の配置 

 コンピュータ室と空調機器室との位置関係 

 建物におけるコンピュータ室と屋外空間との位置関係 

 天井の高さ 

 フリーアクセスフロアの有無 

 フリーアクセスフロアの床面高さ 

 今後の拡張ニーズ 

 信頼性要件 

 対応可能な保守要員数 

 現地の気候 

10.5.2.1 推奨事項 

『ANSI/TIA-942-B』にも記載のあるように、ホットアイルおよびコールドアイルの機能を損なわないため、『ANSI/TIA-

942-B』および『ASHRAE Thermal Guideline』に準拠して、ITE を前面給気・背面排気となるように配置することが

望ましい。 

加えて『NEBS GR-3028-CORE：Airflow Protocol Syntax（EC-Class）』を参照。 

ITE キャビネット吸気口の温度計測点は、『ASHRAE Thermal Guidelines』に従い選定することが望ましい。 

10.5.2.2 追記情報 

従来、中規模から大規模のコンピュータ室において電力・空調密度が高い場合は、フリーアクセスフロアが第一の選択

肢であった。フリーアクセスフロア仕様のデータセンター専用の空調機器が広く市販されていたことも、その一因であった。 

現在では局所的な頭上または水平給気を用い、超高密度冷却に対応した空調機器を、いくつかの HVAC 機器製造

者が販売している。これらの機器は、限られた種類の熱源に適しており、全ての建物に適しているとは言えない。 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

291 

小規模データセンターでは、フリーアクセスフロアによる給気の利点が少ない。ITE が空調ユニットに近接する小空間では、

より小型の空調機器がその効果を発揮する。 

10.5.3 ホットアイルとコールドアイルの概念 

10.5.3.1 必須事項 

区分されたホットアイルとコールドアイル、およびプレナム内における風速は 3m/s 以下に抑えなければならない。 

ホットアイルとコールドアイルを区分する場合は、以下を含む全ての境界部分を密封しなければならない。 

 キャビネットまたはラックの下部（脚部は撤去する） 

 ホット／コールドアイルの境界に位置するキャビネットおよびラックの開口部 

 キャビネットおよびラックの内部の水平および垂直ブランクパネル 

 ケーブルの通線口 

コンピュータ室に ITE と CRAC/CRAH の両方を設置している場合、ITE ラックおよびキャビネット、並びに自立型 IT 機

器は、前面同士または背面同士を向かい合わせにして、全長 8m（27ft）以下の列に配置しなければならない。

CRAC/CRAH はホットアイルの位置に合わせなければならない。 

注：ラック列内空調方式の場合、配置の条件は適用対象外となる場合がある。   

10.5.3.2 推奨事項 

注：  ホットアイルとコールドアイルの詳細については『ASHRAE Thermal Guidelines』を参照。 

頭上給気または床下給気を問わず、コンピュータ室内の ITE は、ホットアイルとコールドアイルの概念に基づいて配置す

ることが望ましい。 

区画されたホットアイルとコールドアイルの間の圧力差は 5Pa 以下、可能であれば極力小さい圧力差とすることが望まし

い。 

10.5.3.3 追記情報 

還気がホットアイルからコールドアイルに回り込むことは回避すべきということが、データセンターにおける給気に関しての定

説とされている。以下の例はこの理由を説明し、同時に相対湿度に基づいた環境条件の管理が困難な理由を示して

いる。 

ASHRAE クラス A1 で図示推奨される IT 機器の吸気口における条件は、18～27°C（64.4～

80.6°F）（乾球温度）で露点温度が-9°C～15°C、そして相対湿度 60%の範囲内であり、この

条件の時の ITE 排気口の条件は 38°C（100°F）および 20% RH に近い。一般的な CRAC ユ

ニットは 13～16°C（55～60°F）で約 90% RH の空気を供給するが、これは一般的な ITE 製造

者が求める範囲から、明らかに逸脱した条件である。給気と還気を完全分離し、吸気の条件を満た

した給気を供給できる場合を除き、サーバ吸気口の温度を18.3～26.7°C（64.4～80.6°F）に維

持するためには、還気と給気を適切に混合した後で、ITE キャビネットの上から下まで均一に給気さ

せなければならない。ITE が内蔵するファンは、電力消費と温度のバランスを維持するように風量を変

動させるため、ITE キャビネットを通過する風量は一定ではない。 

CRAC ユニットに内蔵の制御装置に表示されている温度と相対湿度は、そのユニットの還気温度を

測定したものである。この温度は CRAC ユニットに戻った、混合された全ての空気の状態を表してい

る。多くのデータセンターにおいて、CRAC ユニットの温度設定は 20～25°C（68～77°F）であり、

CRAC ユニットはこの温度を維持するように動作する。上記の条件下では、（ITE キャビネットと

CRAC ユニットの間でホットアイルとコールドアイルの空気が充分に混合し、）CRAC ユニットの吸気

口における条件が適正になっていることが判るが、最も重要な条件－すなわち ITE の吸気口におけ
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る実際の温度－はデータセンターの管理者と運用者には全く判らない。上記の給気温度条件が成

立するには、ITE 吸気口における気温は ASHRAE が推奨する温度範囲を大きく下回り、対応して

相対湿度は上回る。 

一般的なデータセンターにおける気流には、2 つのループが存在する。 

 CRAC ユニット（少数の大型ファン）がコンピュータ室全体の空気を循環させる 

 ITE（多数の小型ファン）はコールドアイルからホットアイルに空気を循環させる 

これらのループは連動しない。つまりお互いに依存せず、一方が停止または風量不足となっても、他方は動作を続ける。

熱気は浮力を持ち上昇しやすく、全ての空気は気圧勾配に対して最も抵抗の少ない経路を取る。空気は CRAC ユニ

ットの吸気口へ戻る傾向を持つが、CRAC ユニットから遠くなるほど、空気には乱流を乗り越えて進むだけの運動量がな

くなる。 

CRAC ユニットへの吸気と CRAC ユニットからの給気の間の温度差を、一般的に ΔT と表記する。上記の CRAC 側と

ITE 側の循環ループでは、それぞれの入側と出側の間の ΔT が異なる。しかし、両者のエネルギーは均衡しなければなら

ない。つまり、ITE から放出された熱は、今度は CRAC ユニットから室外に放熱しなければならない。従って、二つのルー

プの風量の比率は、それぞれのループの温度差に比例する。ITE の多くが可変速ファンを用いて CPU 温度、電力消費、

そして騒音をバランスしているため、ITE 全体としての ΔTは一定でなく、一般的には 11～17°C（20～30°F）である。

CRAC ユニットは、一般的に風量を一定とし、採用した冷却技術と負荷量によって、ΔT を変化させる。一般的な

CRAC ユニットの ΔT は、（CRAC が水冷とブライン/空冷のいずれであるかに応じて）8～11°C（15～20°F）であ

る。一般的に、CRAC ユニットのループは、全ての ITE ファンの合計よりも 50%多い空気を循環させることができる。 

理想的なデータセンターの HVAC は、各 ITE に、それぞれの理想の吸気温度および風量で給気する。ホットアイルへ排

出された熱気は、ホットアイル外の空気と一切の混合やバイパスを生じさせずに、全量が AHU に還気する。 こうした分

離が実現不可能な場合は、給気と還気の適切な混合を維持するために、ITE の吸気を監視することが重要となる。 

10.5.4 フリーアクセスフロアを用いた給気 

10.5.4.1 フリーアクセスフロアの有無 

データセンターにおけるフリーアクセスフロアの必要性やその用途は、多数の要因よって決定される。HVAC システムの選

定と同様、フリーアクセスフロアに関する意思決定は、空調システムとは無関係な、より広範なニーズおよび要件の考慮

事項の一部として扱うことが望ましい。 

床下給気の場合のフリーアクセスフロアの長所を以下に挙げる。 

 CRAC ユニットに対して、負荷の配置を柔軟にできる 

 CRAC ユニットのコンピュータ室空間における配置上の制約が少なくなる 

 配管類をフリーアクセスフロアの床下に隠ぺいすることができる 

 冷却コイルや加湿器からの結露水を、自然排水しやすくなる 

 照明、スプリンクラヘッド、頭上の電源や通信の配線と干渉する、天井給気ダクトを使用せずに済む 

 給気や還気の構成を問わず、ほぼすべての冷却技術を使用できる 

HVAC 用フリーアクセスフロアの短所 

 床下空間が給気プレナムとなるため、全てのケーブルはデータ処理用の規格認定品か、発煙・延焼の防止に

関するプレナム規格品とするか、管路内に敷設しなければならない（ケーブルの頭上配線と床下配線の比較

については 14.7 項を参照） 

 床下での設備の計画が不適切だと、気流が阻害され、冷却性能が低下する 

＜次頁に続く＞ 
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 ケーブル通線口を適切に管理しないと、穴あき床タイル、フロアグリル等の給気用の開口部における風量を低

下させる 

10.5.4.2 推奨事項 

フリーアクセスフロアを用いて給気する方法は統一することが望ましい。冷却性能に不整合や予想できない変化が生じ

るため、フロアグリルと穴あき床タイルのように、異なる方式の給気口を混在させないこと。同じ理由により、フリーアクセス

フロアに、障害物の無い大きな開口部を設けることは、開口部が大きいほど床下の気圧を下げて、床下からの風量を減

少させるため、回避することが望ましい。空気は最も抵抗の少ない経路を取るため、大きい開口部の存在は、穴あき床

タイル等から気流を奪ってしまう。この場合の「大きい」とは、フロアグリルや穴あき床タイルの 1 つの穴と比較した場合の

「大きい」を意味する。また、比較的小さな開口部も、その数が多ければ、HVAC システムからは少数の大きな開口部

と同等に見えるようになる。 

キャビネットの下から直接冷気が流入することを防ぐために、キャビネット底部のケーブル貫通部は密封することが望まし

い。ケーブル開口部のうち、塞がってない部分は、HVAC システムからは大きな開口部のように見える。密封されていな

いケーブル貫通部からの漏気により、CRAC ユニットの風量の半分が穴あき床タイル等をバイパスしてしまうことも珍しく

ない。 

フリーアクセス床システムは、熱負荷の高い区域に穴あき床タイルを容易に追加または移動できるため、柔軟性に富ん

だ冷却をデータセンターに届ける手段と言える。フロアの高さは、気流、電気および通信の配線、そして該当する場合は

冷水配管などすべての要件を組み合わせて決定することが望ましい。フリーアクセスフロアの高さが 900mm（36in）を

超えると、要員に対する安全および作業上の配慮事項が発生する場合があり、床システムのコストも増え、しかも気流

の均一性に改善が見られない場合もある。 

冷風は必ずキャビネット前面のコールドアイルに送り、キャビネットの底へ直接供給しないことが望ましい。これには 3 つの

大きな理由がある。 

1) 冷却目的でキャビネットまたはラックの底面に開けられる開口部の大きさは、穴あき床タイル等の穴よりも大きく

なる。 

2) 冷気の一部がキャビネットまたはラックの背面を抜け、直接ホットアイル内に回り込む。 

3) キャビネット下部へ直接供給される冷気は、『ASHRAE Thermal Guidelines』または『GR-3028-CORE』

において定められている最低温度を大幅に下回る可能性がある。CRAC ユニットの給気温度は、通常 13～

16°C（55～60°F） で、その温度における RH は 80～90%である。床下給気の場合、穴あき床タイル等か

ら放出される冷気は通常 20°C（68°F）を下回る。室内温度の計測点は、『ASHRAE Thermal 

Guidelines』に従い選定することが望ましい。 

温度計測センサは定期的に校正することが望ましい。 

温度と湿度の計測地点について問題となる点は、物理的にセンサを配置できる場所が、意味を持つデータを測定でき

る場所とは限らないことである。センサは通常、常設されている構造物に固定しなければならないため、通路中央の床

上 1,500mm (60in) 点といった場所に設置することが現実的に困難である。CRAC ユニットに内蔵される温湿度セン

サは、ユニットの吸気口に組み込まれ、ITE の吸気口における温湿度状態の値ではない。ITE の吸気状態を監視する

ために、ワイヤレスセンサーが有効である。 

温湿度の計測点は、機器の吸気口での状態と同じ場所が理想である。 

床下プレナムは、コンピュータ室の隣接空間に対して可能な限り気密状態とし、使用開始前に清掃することが望ましい。 
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10.5.5 天井給気 

天井給気を効果的に使用することは可能であるが、一般的には将来の機器配置の柔軟性に関して床下給気ほど柔

軟には対応できない。給気口の位置が固定され、構成変更が制限される。 

天井給気ダクトと、照明、スプリンクラ、および電力やネットワークのケーブリングのうち、頭上に配置するものは、配置を

入念に調整しなければならない。天井給気ダクトの幅が 1,200mm（48in）を超える場合は、スプリンクラヘッドの取付

位置を、ダクトより低い高さとする必要がある。 

給気口はコールドアイルにのみ配置することが望ましい。 

10.5.6 ラック列一体型空調 

前面から冷気を取り込み、背面から熱気を排出する ITE では、冷却ユニットを IT 機器ラック列内に設置可能である。

冷却ユニットは、列内への設置に対応した、前面給気、背面還気の設計とすることが望ましい。この種のユニットは、冷

水または冷媒での冷却に対応しており、ホットアイルの熱気を機器背面から取り込み、冷却した上で冷気を前面からコ

ールドアイルに排出するように設計されている。冷却ユニットを発熱源(ITE)の近傍に配置することで、空調機器への熱

気の還気経路長を大幅に短縮でき、熱気と冷気の混合（バイパス、再循環等）の可能性も最小限とすることができ

る。冷却ユニットへの還気温度が上昇するため、ファンの消費電力は減少し、冷却ユニットの冷却能力と効率は向上す

る。 

また、高い還気温度は、顕熱比が高いことを意味し、不要な除湿（および調整するための加湿）を最小限に抑制す

る。 

このような構成は、低密度から中密度の負荷に対して機能する。負荷密度が高い場合は、コンテインメント障壁を設

置し、熱い排気を冷たい給気から隔離することが望ましい。 

10.5.7 機器の配置 

プリンタ等の潜在的な汚染物発生源は、コンピュータ室内に設置しないことが望ましい。 

ラックとキャビネットは列状に配置し、ラックやキャビネットの前面同士を向い合せに配置することで、ホットアイルとコールド

アイルを構成しなければならない。IT 機器はラックまたはキャビネット内に設置し、前面から冷気を取り込み、背面、上

部、またはその両方から熱気を排出するようにすることが望ましい。しかし、ラック内の機器を逆向きに設置してしまうと、

ホットアイルとコールドアイルの機能を損なうことになる。ラックおよびキャビネット内の未使用および不使用空間については、

その前面をブランクパネルで密封し、ホットアイルとコールドアイルの機能を強化することが望ましい。 

フリーアクセスフロア上に設置する場合、ラックおよびキャビネットは、前面および背面のフロアタイルを持ち上げられるよう

に配置することが望ましい。『ANSI/TIA-942-B』に従い、ラックまたはキャビネットの前面または背面のいずれかを、フロア

タイルの縁に合わせることが望ましい。 

キャビネットの寸法、吸気やケーブル引込のための開口部、並びに前面と背面へのアクセスについては、『ETSI EN 300-

019』に基づき、一貫性をもたせることが望ましい。 

還気の経路が制約されていない空間の場合（例：CRAC ユニットの吸気口までダクト等で直結していない場合）、

CRAC ユニットはホットアイルの延長に配置することが望ましい。 

10.5.8 給気システムの配置 

床下冷却を使用する場合、穴あきフロアタイルは、ホットアイルとコールドアイルの機能を維持するために、コールドアイル

のみに設置することが望ましい。頭上給気システムの場合は、給気口をコールドアイルの上方にのみ設置することが望ま

しい。 
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10.5.9 還気システムの配置 

還気装置は、ホットアイルまたは発熱量がもっとも高い機器の直上に配置し、最も高い密度の熱気を取り込むように配

置することが望ましい。還気口を通じて還気を取り込み、給気と混合させないことを、還気装置と給気装置の配置の目

標とすることが望ましい。熱気の回り込みを抑えるための還気装置を使用する場合、給気温度は IT 機器の吸気温度

の最高許容値に近くなるよう調節することが望ましい。 

アイル間が区画されていないコンピュータ室の場合、フリーアクセスフロア面より最低 3m（10ft）の天井高を確保すれ

ば、熱気の還気経路を最適化するための空間をキャビネットやラックの上に確保することができる。高密度の冷却負荷

を設置するコンピュータ室等については、3m（10ft）を超える天井高を考慮することが望ましい。 

10.5.10 ケーブルマネジメント 

コールドアイル下の床下プレナム空間は、『ANSI/TIA-942-B』に従い、ケーブルトレイ類が障害とならないようにすること

が望ましい。 

キャビネットに配線するためのフロアタイルの切欠き部、およびケーブル周囲の漏気防止については、『ANSI/TIA-942-B』

に準拠することが望ましい。 

床下の配線に加えて、または代替として、頭上配線を使用する場合、ケーブルの配置とグルーピングは、還気への影響

を最小限とするよう配慮することが望ましい。ラックおよびキャビネットと、頭上の配線の相対的な配置により、還気経路

上の障害物は、コールドアイルへの熱気の回り込みを増加させる要因となる（頭上配線と床下配線の選択に関する詳

細な考慮事項については、14.7 項を参照）。 

フリーアクセスフロア床下の電気通信配線の経路は、該当する基準（『BSRIA BG 5/2003』等）に従い、CRAC の

給気経路と並列とすることが望ましい。ケーブルの配線経路が給気システムの前面と交差する場合は、気流への影響

を抑えるように配慮することが望ましい。 

フリーアクセス床下、頭上レースウェイ内、および吊天井の内側に、ケーブルを放棄し、残置してはならない。不使用状

態のケーブルは、撤去するか、または少なくとも片端を成端して「将来用」と表示しなければならない。 

10.6 換気（外気導入） 

CRAC に付属する標準フィルタは、ASHRAE フィルタ性能指標で 20%か 30%のいずれかである。CRAC 装置への高

性能フィルタの設置は、エネルギー費用を増加させる一方で、空気品質の大きな向上はもたらさない。フィルタの MERV

レーティングについては『ASHRAE Handbook』または『ASHRAE 52.2』を参照。 

CRAC の製造者は通常、ASHRAE 性能指標で 85%までの高性能フィルタをオプションとして販売（欧州の一部の機

器では HEPA フィルタに準ずる性能のフィルタが付いている）している。高性能フィルタの採用は、大風量のファンと、そ

れに対応する高出力モータを必要とする。 

10.6.1 コンピュータ室 

10.6.1.1 序文 

データセンター内の人員の在室率は通常低い。しかし、換気率を決定する際は、コンピュータ室の正圧の維持や、内部

で発生する汚染物質の除去などを考慮することが望ましい。コンピュータ室や引込室の気圧を、隣接空間より正圧に維

持することは、汚染物質や塵がデータセンター内に入り込まないようにするために重要である。隣接空間が屋外の場合、

風の影響により正圧を超える風圧が発生し、外気の侵入が増えるため、これは特に重要となる。 

10.6.1.2 推奨事項 

『ANSI/TIA-942-B』では、コンピュータ室とその周囲との気圧差を定めている。コンピュータ室と、隣接する各部屋との気

圧差は、一般的に 3～12Pa（in WC 0.012～0.05）の範囲である。 
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建物の自動制御装置により、ファンやダンパを用いて気圧差を制御することは困難であり、特に扉の開閉が頻繁な場

合は効果が薄い。一般的には、求められる気圧差を手動で調整するだけで十分である。室内と室外の気圧差は、監

視することが望ましい。 

古い建物で見られる、気密性の低い施工（劣悪な施工、配管・管路・配線等のための密閉されていない過大な開口

部、不要な開口部）の場合、気圧差の維持に必要な外気導入量が大幅に増加する。施工段階でひび割れや開口

部を密封し、与圧の阻害要因への対策を怠らないことが望ましい。許容可能な室内環境と、カビの発生防止を両立さ

せるために、防湿材の是非を検討しなければならない。 

10.6.1.3 追記情報 

ASHRAE では、換気を「温湿度または汚染物質を制御する目的での、室内の空気の供給または排出」と定めている。

これは、同一室内の再循環や別室から流入した空気でない、純粋な外気のみが換気として認められるとして、通常は

解釈されている。 

規格（International Mechanical Code または、AHJ が採用したその他の空調規格）および、『ASHRAE 62.1』に

定められている換気回数は、在室するための要求事項を満たすことを目的としている。『ASHRAE 62.1』の要件を満た

すだけでは、室内を正圧に保つために必要な換気量は確保できない可能性があるが、上記の規格への適合は全ての

設計について、必ず設計段階において文書化されなければならない。 

換気量が増えると、コンピュータ室内へ汚染物質が流入する可能性も増加する。この理由は、AHU の製造者が提供

する一般的なフィルタ枠では、一定の回り込みが許容されているからである。このため、コンピュータ室に供給する外気量

の増加に伴い、浄化されていない気流の回り込みも増加する。フィルタ枠の気密性能については 10.2.3 項で述べる。 

10.6.2 蓄電池室 

注：  より詳細な情報は IMC および『NFPA 70E』にて参照可能。 

10.6.2.1 必須事項 

機械的な換気を設ける場合、最低限必須とされる排気量は床面積 1m2 当たり 0.3m3/分（床面積 1ft2 当たり 1ft³/

分）、水素の濃度は部屋の総容積の 1%に制限される。HVAC 技術者は、蓄電池室の排気システムを、室面積

1m2 当たり 0.6m3/分（室面積 1ft2 当たり 2ft³/分）とするよう、慎重な設計をすることが多い。 

換気は VRLA と開放式鉛蓄電池の両方に必要である。リチウムイオン電池の場合、換気は必須ではない場合もある

ので、ベンダ並びに現地の法令規則を確認すること。 

10.6.2.2 推奨事項 

蓄電池室（または筐体）内では、水素ガス濃度を 1%未満に抑えることが望ましい。 

多くの場合、蓄積した水素ガスを除去するために、専用排気システムが設置される。 

蓄電池の換気はクラスとは無関係に、法令で求められる安全システムである。排気ファンの冗長化は義務化されていな

いが、クラス F3 および F4 のデータセンターでは、施設の信頼性目標に合わせた排気設備の冗長化を、外気導入源の

冗長化に併せて設けることが望ましい。排気ファンの操作/状態は監視することが望ましい。 

水素検知システムを設ける場合は、中央セキュリティ監視システムまたは BAS/BMS によって検知システムを監視するこ

とが望ましい。 
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10.7 その他の設計上の考慮事項 

10.7.1 湿度管理 

10.7.1.1 運用中における推奨相対湿度 

『ASHRAE Thermal Guidelines』及び NEBS の仕様を参照。これらの数値は ITE 吸気口における値であることに注

意すること。 

10.7.1.2 その他の推奨事項 

コンピュータ室内の露点温度範囲に関する、実務的な考慮事項として、コンピュータ室内のあらゆる表面を低温にしな

いことが挙げられる。コンピュータ室に搬入された機器の表面温度が、部屋の露点温度を下回ると、その表面に結露が

発生する。同様のことは建物の要素に対しても当てはまり、外壁や屋根の断熱が不十分な場合、壁面や天井面の温

度が露点温度を下回ることで、結露を発生させる。 

10.7.1.3 加湿と除湿を行う場所 

加湿および除湿機能は CRAC/CRAH ユニットまたは中央式空調のいずれかに設けられる可能性がある。与圧用の外

気導入経路が存在する場合は、そこに設置しても良いが、その場合は加湿・除湿の前に予熱しなければならない。 

直接外気冷房方式の場合は、加湿器を再循環（暖気）側に設置しなければならない。 

10.7.1.4 追記情報 

建物の施工と並行して、現地の環境条件の調査を行うことにより、加湿/除湿の要件を定める。超音波式加湿装置を

使用する場合、水中の溶解物質が気中に飛散しないように、純水を利用することが望ましい。データセンターの寿命を

通じて、純水の供給が維持できるか不明な場合は、超音波式加湿装置は使用しないことが望ましい。 

湿度管理方式の選定の際には、建築物外面の一体性および施工、防湿材の有無、隣接空間とコンピュータ室との気

圧差、およびコンピュータ室に導入する外気の調整などについて、現地の環境条件を踏まえて考慮する必要がある。加

湿に、建物の暖房用蒸気ボイラの蒸気を直接利用する場合は、ボイラ水に添加する薬剤の種類についても考慮する

ことが望ましい。一般的に、蒸気式加湿装置（熱源として電気、天然ガス、または蒸気を使用）は、純水を必要とす

る加湿装置（超音波式、スプレー式、遠心式）よりも、ライフサイクルコストが低い。気化式の加湿装置は、気化のた

めにホットアイルの熱気を使用する場合、非常に効果的であり、省エネ効果も高い。『 ASHRAE Design 

Considerations』を参照。 

各 CRAC ユニットに加湿装置と再熱コイルを組み込むことも可能である。しかし、同じ部屋に 2 台以上の CRAC ユニ

ットがある場合、装置間でハンチング（一部が加湿をし、その他が除湿をする等）を起こさないように、センサと制御の

校正が望ましい。集中加湿システムを採用することで、この問題を回避し、保守を容易に行うことができる。さまざまな

種類の加湿システムに関する情報については、『ASHRAE Design Considerations』を参照。 

10.7.2 標高の上限 

NEBS:  4,000m（13,000ft） 

ASHRAE:  3,050m（10,000ft） 

標高の上限は、HVAC 機器の制約により決定されている。 

10.7.3 騒音レベル 

室内空調機の騒音レベルは、ASHRAE にて定めたガイドラインに従い、最大でも Beranek による騒音尺度（NC 値）

方式における NC-45 レベル以下であることが望ましい。 
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10.7.4 補助冷却 

追加冷却は通常、従来の冷却システムの設計では効果的に解決できない温湿度上の問題を緩和するために使用さ

れる。この補助的な手段には以下が含まれる。 

 スポット冷却 

 冷却内蔵キャビネット 

 背面扉に取り付ける熱交換器（リアドア） 

 列内空調 

 液浸冷却 

追加冷却システムには、電源の冗長に加えて、以下のような冗長構成が求められる場合がある。 

 追加システムの予備 

 追加冷却システム用の、発電機からの予備電源 

 追加冷却システムの電源二重化 

追加冷却システムとは、データセンターの主要または既存の冷却システムを補助し、ホットスポットの緩和または冷却能

力の増強を行うために追加される、あらゆる形の熱管理手段である。『ASHRAE Design Considerations』は 5 つの

一般的な補助冷却方法を挙げている。これは、以下の手段のいずれかを利用することで、局所的な冷却効果を得るこ

とを目的としている。 

 ITE キャビネットまたはラックにおける給気または排気を、改善・調節する 

 ITE と冷却機器の距離を近づける 

 冷気と熱気を分離し、ショートサーキットや混合を抑制する 

 冷却機器の給気口からの冷気を、ITE の吸気口へ誘導する 

 ITE の排気口からの熱気を、冷却機器までの還気経路へ誘導する 

補助冷却システムの選定に当たり、問題の所在が冷却能力の不足にあるのか、冷却効果の低さにあるのかは重要な

要因である。冷却能力の不足は、屋外または冷水系等の既設の熱源を使い、冷却能力を増強するシステムでしか対

処できない。冷却効果の問題は、気流の問題である場合が多く、気流のソリューションによる改善が可能である。 

10.7.4.1 室内での補助冷却 

『GR-3028-CORE』のシステム記述に従って部屋空間および冷水が利用可能な場合は、室内ホットスポットを冷却す

るために、冷水式の室内補助冷却ユニットが利用可能である。 

10.7.4.2 架内での補助冷却 

コンピュータ室内への水の導入が許容され、かつ水冷ソリューションが対象のコンピュータ室の密度等の仕様の範囲内で、

『GR-3028-CORE』に定めた冷却の利点を確保できる場合は、架内での冷水式の補助冷却が利用可能である。 

10.7.4.3 直接還気 

IT 機器が『GR-3028-CORE』に従って配置され、かつ機器の排気口とダクトの間を接続可能なインタフェースを有する

場合、直接還気システムにより、給気システムの冷却能力を増加させることができる。 

直接還気の第 1 の方法は、ラック取付型のファン式吸気ユニットを設置することで、各ラックからの排気を 100%取り込

み、熱気を頭上還気プレナムへ誘導する方法である。このソリューションは、孤立したホットスポット向けや、新設の施設

用のソリューションとして機能する。各ラックへ個別のダクトが必要となるため、コストの上昇および柔軟性の低下により、

利点の一部が相殺される可能性がある。 

直接還気の第 2 の方法は、ラックからの熱気を全て、隣の列の列内ユニットへと誘導するための障壁を設置することであ

る。このソリューションは、超高密度な構成に対して非常に有効である。 
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直接還気の第 3 の方法は、列内空調ユニットと、完全密閉型のホットアイルを使用することである。ホットアイルは、その

両側に設置された全ての冷却ユニットまでの還気ダクトの役割を果たす。この方法は、高密度キャビネットまたはラックが

多数近接して配置され、それによりコンピュータ室内に高密度の区域が生まれる場合に有効である。密閉されたアイル

内の煙感知および消火に関する、現地の法令規則に準拠した対策を取る必要がある。 

直接還気の短所は、温度差（ΔT）が通常 DX 冷却ユニットの範囲を超えてしまい、結果的に給気温度の上昇等に

つながる可能性があることである。これには、より大きな温度差でも効率的に動作する標準的な水冷ユニット、または特

殊な DX 冷却ユニットを指定することで対処可能である。 

天井プレナム空間における直接接続の部分開放により、天井グリルを通じて還気とバイパス空気を混合し、還気の温

度を調整する機会が生じる。さらに、ダクト還気式のキャビネットと標準のキャビネットが混在する環境では、標準キャビ

ネットから室内に放出された還気をプレナムに取り込むために天井グリルが必要となる。これは、室内で高密度と低・中

密度のキャビネットが混在する場合に発生する。 

ダクト付き排気システムを全面採用した場合、部屋全体の温度を設定し、部屋の吸気量を IT 機器風量の合計より

少し多く設定することで、全機器への気流管理の負担が大幅に減少する。これにより、保守停止の際に CRAC ユニッ

トのローテーション運転に伴い床下に形成される低圧の渦の負の影響が排除される。 

10.8 空調機器（設計および運用）の推奨事項 

10.8.1 一般的な推奨事項 

以下の項目および推奨事項の多くは、『ASHRAE Design Considerations for Data and Communications 

Equipment Centers』においてより詳細に取り上げられている。 

HVAC の可用性および冗長電源の確保については、事業の信頼性目標を満たすために、最も適切なクラス要件に準

拠することが望ましい。HVAC システムの構成および HVAC 機器の選定は、上記のクラスの要件に基づいて実施する。

例えば、CRAC ユニットや、その他の空調冷却機器における、電源喪失時に運転を継続するための電源の二重化は、

クラス F3 およびクラス F4 において検討事項となっているが、本規格では必須要件ではなく、クラス F2 以下の施設では

検討不要である。空調機器については、CRAC 等のミッションクリティカル機器も含め、製造者は電源二重化を「標準

装備」としては提供していない。 電源二重化を空調システムに適用する場合は、その前に同等の効果を得られる代替

手段と、費用や複雑性を慎重に比較検討することが望ましい。 

空調機器は、ミッションクリティカル施設用に設計されたものを使用すること。 

データセンター機器に関係しない空調ダクト、水配管、排水管は、データセンター空間内部を通してはならない。 

空調システムの電源については、発電機電源を予備として備えることが望ましい。 

HVAC システム用の水源として、独立した 2 つの水源か、1 つの水源と現地の貯水槽とすることが望ましい。 

空調機器のエアフィルタは『ASHRAE Test Standard 52』のクラス F1 定格を有することが望ましい。クラス F1 のフィル

タは、クラス F2 フィルタに比べて難燃性が高い。 

ダクトの被覆および断熱材は、『ASTM Test Method E84』における延焼に関する格付けが 25 未満、および発煙に

関する格付けが 50 未満とすることが望ましい。 

冷却を必要とする機器が存在しない区域では、穴あきタイルを床タイルと交換し、空気ダクトを閉鎖する。 

空調機器は、それを支持する構造部に固定することが望ましい。振動を伴う機器は、防振機構の上に取り付けること

が望ましい。床の振動特性は慎重に検討することが望ましい。 
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10.8.2 コンピュータ室空調機（CRAC）及びコンピュータ室エアハンドリング（CRAH）ユニット 

クラス 2 以上のデータセンター内のコンピュータ室には、冗長を備えた 1 台以上の CRAC/CRAH を備えることが望まし

い。CFD モデリング等の解析ツールによる解析の結果により、2 台以上の冗長 CRAC/CRAH を必要とする可能性も

ある。 

CRAC/CRAH および空気ダクトの配置を調整し、ホットアイルとコールドアイルの機能を強化する。CRAC/CRAH の給

気および還気の両方を完全にダクト式にしない限り、CRAC/CRAH は IT 機器の列に対して垂直に配置することが望

ましい。 

部屋の外周に設置された CRAC/CRAH に向けた還気ダクトは、可能な限り天井内の高い位置に設置し、ホットアイ

ルと配置を合わせることが望ましい。 

フリーアクセスフロアのあるコンピュータ室では、室内設置の CRAC または CRAH 装置は、フリーアクセスフロアシステムへ

振動を伝えないように、独立して支持することが望ましい。 

10.8.3 冷水系統 

冷凍機を一次熱源として使用するシステム（水冷式 CRAH ユニット、または組み立て式 AHU）は、空冷式パッケー

ジ型 CRAC よりもエネルギー効率を高めることができる。空冷式パッケージ型 CRAC は室外機一体型 CRAC よりも

効率が低くなるが、効率以外の利点が得られる可能性がある。冷水式のシステムには、空冷式 CRAC において発生

する、冷媒配管の総延長に関する制約が存在せず、多くの気候においてフリークーリングに対応し、蓄熱システムにも対

応している。小規模なシステムでは、冷凍機はコスト対効果が低くなる。ここで言う「小規模」には厳格な定義は存在し

ないが、一般的に重要負荷が 300kW～400kW を下回ると、想定される設備寿命の間に大幅な需要の成長が見込

まれない限り、冷水系を構築する経済的な根拠が失われる。他の冷却ソリューションと比較して、冷水系統の採用が

相応しいかどうかは、個々のプロジェクト毎に評価しなければならない。 

冷水系統は、冷凍機、ポンプ、冷却塔、制御システム、水処理、冷水配管によって構成されている。データセンターが

目標とする信頼性水準を達成するために、多くの構成が選択可能である。 

冷水系統の各要素の電源を二重化する場合は、手動または自動のいずれかの切替器を冷水系統の各要素に設置

しなければならない。 

10.8.4 冷凍機 

採用する冷凍機技術の選択は、供給する負荷の大きさと、使用可能な冷却機器室の屋内空間に依存する場合があ

る。冷凍機を屋外設置式する場合、一体型の空冷チラーで、容量は 1 台当たり約 1,760kW（500RT）に制限され

る。より大型の冷凍機を望む場合は、屋内設置型のものを使用しなければならない。屋内設置型の冷凍機およびその

付帯設備は、物理的および環境的な危険から保護され、保守要員から、より優れた整備・保守を受けることができる。 

10.8.5 冷却塔 

乾式冷却塔は、チューブ式の気中熱交換器等の対流によって作動流体を移動させて、表面で熱交換を行う蒸発作

用は利用しない。 

開放式冷却塔または湿式冷却塔は、蒸発冷却の原理で動作する。作動流体および蒸発する液体（通常は水）は、

完全に同一である。 

閉鎖式冷却塔はハイブリッド型で、上水が噴霧され、誘引ファンを使用する際に作動流体をチューブ管束に通す。これ

による熱交換性能は、湿式冷却塔の性能に極めて近く、さらに乾式冷却塔同様に環境的曝露および汚染から作動

流体を保護することが可能であるという利点がある。 

クラス F3 およびクラス F4 設備では、信頼できる予備の水源または貯水槽を備えること。 
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蒸発式冷却塔は、冷却水系統の中で通常もっとも多くの保守を必要とする部分である。蒸発式冷却塔を使用する場

合は、冷却水の処理システムの設置および保守が必須となる。蒸発式冷却塔は、建物の熱負荷の放熱を実施するた

めに、安定した補給水源（通常は生活用飲用水）を必要とする。この水供給が遮断されると、冷却システムが完全

に停止する。 

冷却塔については、開放型および密閉型の両方とも、非常に高いレジオネラ菌の繁殖および飛沫による拡散のリスクを

抱えている。その飛沫を人間が吸入した場合は、死に至る場合もある。一部の地域では冷却設備の設計者または運

用者が刑事責任を問われることもある。冷却塔の設計と運用は、レジオネラ菌に伴うリスクの低減を目的とした現地の

法令規則に従うか、現地の法令規則が存在しない場合は水処理と水質監視に関するベストプラクティスに則って行わ

れなければならない。 

水源が硬水の地域では、冷却塔は急速に腐食しやすい。冷却水の軟水化処理と共に、高品質ステンレス鋼の使用

等の腐食対策を施すことが望ましい。 

10.8.6 蒸発式の冷却および加湿 

冷却水を再循環させる、再循環方式の蒸発式冷却器および加湿器については、冷却塔と同様のレジオネラ菌に関す

るリスクが存在する。このため、再循環方式の蒸発式冷却器並びに加湿器の設計と運用は、レジオネラ菌に伴うリスク

の低減を目的とした現地の法令規則に従って行われなければならない。現地の法令規則が存在しない場合は、水処

理および水質監視についてのベストプラクティスに則ること。 

スプレー式または遠心式の加湿器については通常、給水の処理または消毒が必要とされる。 

10.8.7 蓄熱 

蓄熱システムの設計にあたっては、運用が最も単純で、運用および始動に必要な要素を最小限とすることが望ましい。 

蓄熱の目的に関する概念を明確に定義した上で、全当事者が共有し、電気設備の設計と整合させなければならない。

蓄熱システムの対象範囲と設計は、その目的と機能により決定される。用地によっては、蓄熱システムのための十分な

空間が確保できない場合もあるため、立地条件は重要である。 

データセンター用の蓄熱システムは、冷却負荷の平準化と、冷凍機の再起動サイクルの間の短期間冷却などに用いら

れる。この場合、蓄熱槽に貯蔵されたエネルギーを、2 分未満で必要とする箇所で利用可能としなければならない場合

もある。 

10.8.8 配管およびポンプ 

冷水系統における「2ルート化」を実現するための最も効果的（例：コストパフォーマンスが良い、現実的）な手段は、

ループの両端が冷凍機に接続されている、ループ配管系統である。配管系統の完全な二重化は、多大な費用を要し、

複雑性をもたらすため、多くのデータセンターでは実用的ではない。 

配管ループはフリーアクセスフロアの外周部の床下か、できればコンピュータ室外に設置することが望ましい。ループ上に

一定間隔で仕切弁を設置することにより、1 台以上の CRAC ユニットまたはエアハンドラを切り離したり、ユニット入口の

仕切弁が漏水した場合に切り離すことを可能とする。各 CRAC ユニットの分岐配管に仕切弁を設置する場合は、1 基

の仕切弁の漏水修理のために、隣接する 2 台の CRAC ユニットを停止する必要がある。弁の修理のために、配管を凍

結させる手段もある。 

循環ポンプ、乾式冷却塔、および閉鎖式冷却塔（該当する場合）は、電源二重化に関しては冷凍機と同等の制約

を受ける。つまり、自動または手動の切替器を電気設備の一部として設置しなければならない。 

設計時の配慮が適切で、水質が維持される限り、配管そのものの信頼性は非常に高い。配管の破断する確率は、ね

じ継手、弁の軸、および終端部からの漏水と比較するとはるかに低い。高信頼性を実現するための設計を評価する際

には、これらの考え方を尊重することが望ましい。 
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データセンターの信頼性目標に合わせた綿密な設計と配置が欠かせない。例えば、仕切のための弁の追加自体は故

障の確率を増やすだけで、ソリューションとならないこともある。むしろ、弁の品質自体を高いもの（業務用でなく工業用

など）とすることが高信頼度を確保するために費用対効果の高い方法となる場合がある。 

露点以下まで冷却されることがある、配管等の要素の露出面については、すべて断熱および防湿処置を施さなければ

ならない。 

10.8.9 漏水検知 

水が存在可能な全ての場所に、または最低でも水が存在する可能性が高い全ての場所に、漏水検知を備えることが

望ましい。もっとも一般的な水の発生源は、管や弁からの漏水、および HVAC 機器内冷却コイルの結露である。漏水

の可能性が高い場所については、直下に設置されているドレンパン内に、可能な限り漏水検知を設置する。ドレンパン

は、必要となる漏水検知部の量を最小限に抑え、一定の漏水対策ともなる。 

配管系統では、ねじまたはフランジ留めされた接続部、弁の軸、またはユニオン部での漏水がもっとも発生しやすい。配

管において、溶接またははんだ付けで、接続された部分から漏水する可能性は非常に低い。しかし、特に断熱された配

管系統においては、水が傾斜のついた配管をつたい、漏水箇所から何メートルも離れた地点に落下する可能性がある。

配管の下には、連続したドレンパンを設置し、漏水を点または連続して検知できるようにすることが望ましい。 

ドレンパンの設置が現実的でない場合、配管の断熱材の中に漏水検知ケーブルを設置して、早期の漏水検知を可能

とすることが望ましい。ねじ止めまたはフランジ止めされた接続部や弁の直下の床面には、漏水検知ケーブルを追加して

設置することが望ましい。 

AHU の直下にはドレンパンを設け、ドレンパン内に漏水検知点を設置することが望ましい。ドレンパンの設置が現実的

でない場合、AHU の周囲に漏水検知ケーブルをループ状に設置すれば、漏水を封じ込められないが検知は可能とな

る。AHU の故障モードのうち、最も一般的に漏水の原因となるものを以下に挙げる。 

 結露水のドレンアップポンプの故障結露のドレンは、ポンプより自然排水が望ましい 

 結露ドレンパンのオーバーフローこの原因はドレンパン内に有機物の堆積による目詰まりか、排水トラップの不

適切な調整のいずれかである 

 空調コイルの接続部からの漏水 

10.8.10 給水及び排水 

データセンターの配管工事を計画する際には、以下の追加項目を考慮することが望ましい。 

 生活用水 

 ぬるま湯—安全シャワー/洗眼器 

 下水道 

 雨水排水システム 

10.8.10.1 必須事項 

給水系統および排水系統の設計に当たっては、ITE を設置した空間への漏水のリスクを最小限にしなければならない。 

10.8.10.2 推奨事項 

ITE を設置する空間に、給水管および排水管を通過させてはならない。通過が避けられない場合は、ドレンパンや二

重管、並びに漏水検知等のリスク低減対策を施すことが望ましい。 

ITE が設置されている空間内もしくは近接する排水溝の地下部分については、下水への接続部に逆流防止弁を設置

し、水の侵入を防ぐ。 

排水のマンホールを ITE の設置された空間内もしくは近接する空間に設置しないことが望ましい。 
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10.8.11 空気プレナム内の材料  

使用する材料の寸法、強度、配置間隔が不適切な場合、問題が発生する恐れがある。仕上げを適切に行い、人や

機器を危険にさらさないようにしなければならない。 

10.8.11.1 必須事項 

ワイヤおよびケーブルの外装材、プラスチック配管、断熱材等の材料は、AHJ が求めるすべての規制および認証登録要

件（例：延焼防止や発煙防止性能に関するものなど）を満たさなければならない。更に、空気プレナム内に設置する

すべての材料は、AHJ の設置要件を満たさなければならない。 

PVC 配管を空気プレナム内で使用してはならない。 

10.8.11.2 追記情報 

多くの AHJ がフリーアクセスフロア内に設置される電気通信、BAS、その他の電力以外の配線に追加要件を定めてい

る。例えば、延焼防止および発煙防止性能については、最低でもプレナム仕様または LSZH ケーブル以上のものを使

用しなければならない。 

AHJ が許容すれば、適切な定格を持つ CPVC 配管をプレナム内で使用することは可能である。 
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11 火災予防 

11.1 序文 

火災予防の規制は、国や管轄地域ごとに異なるため、設計者は適切な現地の法令規則および基準を利用する必要

がある。以下の項では、米国におけるベストプラクティスを説明しており、規則や基準が異なる可能性はあるが、採用さ

れる安全方針およびベストプラクティスは同様であるから、他地域でも指針として利用可能である。 

11.2 基本設計要素 

火災予防の基本設計要素は以下の通りである。 

 火災検知 -火災受信機に接続された、煙感知器、熱感知器、および火災予兆検知器 

 消火 - ITE を保護するための消火システム 

 火災報知設備 - 警報、状態監視および故障信号を、中央管理室、防災センター、消防署、またはその他

認可された、人が常駐する場所へ自動的に送り、在館者に煙、熱、または火災の存在を聴覚的または視覚

的な警報によって警告するための手段を備えた、火災検知システムを含むシステム 

11.3 一般的な必須事項および推奨事項 

11.3.1 必須事項 

コンピュータ室は、耐火等級を持つ構造材によって、同一建物内の他の領域または占有部分から区画しなければなら

ない。空間の最低耐火等級については 7.5.7 項を参照。 

コンピュータ室は、火災予防システムを備えなければならない。スプリンクラに対応した建物内にコンピュータ室が位置す

る場合は、スプリンクラ設備で防護しなければならない。データセンターが独立した設備である（より大きな建物の一部

ではない）場合、またはスプリンクラに対応していない建物内に位置する場合は、コンピュータ室はスプリンクラ設備また

はガス系消火設備、あるいはその両方によって防護しなければならない。 

コンピュータ室の基本的な消火システムは、予作動式スプリンクラ設備でなければならない。コンピュータ室のスプリンクラ

設備は、その他の区画とは弁で分けられていなければならない。コンピュータ室のスプリンクラ設備への水を制御する弁に

は表示を行い、同一建物内のその他の区画への給水を制御する弁と、容易に区別できるようにしなければならない。 

吊天井がある場合、スプリンクラヘッドは埋め込み式のペンダント型にしなければならない。スプリンクラは、適用すべき現

地の法令規則、基準、および規制に従い設置しなければならない。吊天井がない場合、スプリンクラヘッドはワイヤケー

ジで覆い、偶然の接触や放水が起こらないようにしなければならない。 

ハロン 1301 を含む、ハロゲン化物消火設備を用いてフリーアクセスフロアの床下を防護する場合は、フリーアクセスフロア

の床上空間も、同一のハロゲン化物消火設備によって防護しなければならない。 

コンピュータ室内のあらゆる什器の素材は、金属または不燃性材料でなければならない。ただし、椅子には難燃性材料

で作られたシートクッションを使用してもよい。 

テープおよび記録媒体の保管は、データセンターから区画された耐火構造と消火システムを備える、別室内にしなけれ

ばならない。耐火構造に関するさらなる情報については、7.5.7 項の Table 7-1 を参照。 

自動テープライブラリ、または別種の自動情報ストレージシステム（AISS）ユニットは、0.76m3（27ft3）超のテープま

たはその他の可燃性メディアが存在する場合、ユニット毎にガス消火システムを設置しなければならない。 

可燃性材料はコンピュータ室内に保管してはならない。 

防火（例：検知・消火）に関連するシステムの設計・施工は、AHJ が指定した有資格者が行わなければならない。 
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注：  防火に関しては、データセンターの建設中または運用開始後に火災保険を提供する会社も AHJ と見なして良い。 

11.3.2 推奨事項 

火災検知システムには、火災予兆検知システムおよび漏水保護システムを含めることが望ましい。  

現実的であれば、スプリンクラ設備は代替の水源を備えて、単一障害点を回避し、保守を行えるようにすることが望まし

い。 

現地の法令規則によっては、フリーアクセスフロアの床下に使用される消火剤が、その他の空間または建物用に床上で

使用される方法と同一でなければならないと定めている可能性がある。 

コンピュータ室内の電子機器の保護が極めて重要な場合は、コンピュータ室専用の非汚損型ガス系消火設備を、スプ

リンクラ消火設備に加えて検討することが望ましく、使用する場合は最初に起動するシステムとして構成することが望まし

い。頭上からの散水は、建物構造にとっては優れた保護システムとなるが、スプリンクラから放出される水は ITE キャビネ

ット内部の発火箇所までは届かない。ガス系消火設備は、機器筐体内の空間を「三次元」で消火するものであり、回

路基板および内部構成部品の消火が可能である。 

設備全体を非汚損型ガス系消火設備で保護しておらず、フリーアクセスフロアの床下空間に可燃性材料（非プレナム

ケーブル等）を敷設している場合、床下空間を専用の希ガスや二酸化炭素等の非汚損型不活性ガス消火設備で

保護することがベストプラクティスである。コンピュータ室内のフリーアクセスフロア床上では、二酸化炭素は基本的に使用

しないことが望ましい。 

コンピュータ室にはごみ箱を一切置かないことが望ましい。すべての開梱作業はコンピュータ室外で行い、コンピュータ室

内のごみは即時撤去することが望ましい。 

データセンター要員は、コンピュータ室の火災検知システムと、消火システムの機能および使用方法について訓練を受け

ることが望ましい。 

紙類は、コンピュータ室で使用する消火システムとは分離した消火システムを備えたコンピュータ室外に保管することが望

ましい。  

AHJが特に指定していない場合でも、防火（例：検知・消火）に関連するシステムの設計・施工は、当該分野の経

験が豊富な専門の技術者、設計者、施工業者に行わせることが望ましい。 

リチウムイオン（Li-ion）電池は、UPS システム用ならびにキャビネットおよびラック内の負荷側バックアップ用としての利

用が増加傾向にある（9.5.5.4.3 項を参照）。一部のリチウムイオン電池は化学反応を起こし易く、内部短絡や熱暴

走の際には水で消火しようとすると危険なガスを発生させるため、電池で発生した火災の消火は困難である。使用する

リチウムイオン電池が NCA 式、NMC 式、LMO/NMC 複合式等の化学反応が激しい方式の場合、スプリンクラ以外の

消火設備を使用または併用し、火災リスクを低減する必要がある。集中型 UPS システムに使用するリチウムイオン電

池は、ITE とは別室に設置することが望ましい。 

11.4 壁、床、および天井 

11.4.1 必須事項 

『NFPA 75』は、コンピュータ室の壁、床、および天井の施工に関する最低要件を定めている。  

部屋の壁および床の貫通部は、壁および床の耐火等級と最低でも同等の耐火等級を有する材料で密封しなければ

ならない。エアダクトが耐火性の構造物を貫通する箇所には、自動式の防煙防火ダンパを備えなければならない。コン

ピュータ室の耐火壁内に貫通部または窓が設置される場合、こうした開口部は壁と同等の等級の防火シャッタまたは防

火窓を備えなければならない。  
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不活性ガス等の非汚損型消火剤の種類によっては、室内へのガス放出による過度の圧力上昇を防ぐために、消火剤

放出中に開口する通気口を当該室内に設けることが必要となる。指針については、『NFPA 2001』『ISO 14520』を参

照し、システムの製造者に相談すること。 

11.5 アイルコンテインメント 

11.5.1 序文 

アイルコンテインメントは、ホットアイルとコールドアイルの空気の混合を最小限に抑え、かつ冷却を高効率化するために、

急速にデータセンターの標準になりつつある（6.6.4.6 項を参照）。アイル上の天井、アイル両端の扉と扉開閉部、およ

び気流を管理するために計画的に設置された遮蔽材や、ホットあるいはコールドアイルコンテインメントの構成材によって、

さらに空間が細分化される可能性がある。アイルコンテインメントによって、特に既設建物内の防火、検知、消火に関す

る課題が発生する。 

11.5.2 アイルコンテインメントの施工および材料 

11.5.2.1 必須事項 

データセンター内の火災予防の最終目標は、可燃性材料の使用を最小限に抑えるか、一切使用しないことである。密

閉されたアイルまたは「ホットカラー」（機器キャビネットに付加した垂直排気ダクト等）はプレナムと見なさない。コンテイ

ンメントまたは遮蔽材の施工に使用する材料は、AHJ の要件を満たさなければならない。AHJ が要件を定めていない

場所では、使用材料は『ANSI/UL 723』で定められる通り、最大火災伝播指数が 50、最大発煙指数が 450 でなけ

ればならない。（6.6.4.6 項を参照） 

注：  可燃性に関する基準には、『ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of 

Building Materials』および『UL 723, Standard for Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials』

が含まれる。 

ホットアイルで使用される開き戸は、避難方向に開かなければならない。引き戸および開き戸は、AHJ の要件に適合し、

且つ AHJ が許容する限りにおいて、手を使わずに内側から開放可能（パニックオープン等）でなければならない。 

扉は次のいずれかの基準を満たさなければならない。 

 外側からの施錠は不可能である 

 空間内に作業員が閉じ込められないように、ロックアウト/タグアウト（LOTO）に対応して設計されている 

 外側から施錠できるが、内側からは鍵無しで開けられるような設計されている 

消火ガス放出の障害となる天井パネル等を開放する機構は、規格認定品を使用している 

11.5.3 コンテインメント内部の火災検知システム 

コンテインメントシステムはその性質上、データセンター内の本来の気流を変更・阻害するため、火災検知に課題が生じ

る。データセンターの火災検知システムの目的は、火災の初期段階（すなわち、煙および温度上昇）で、正確な火元

を、その状態が本格的な火災になる前に特定することである。コンテインメントは、気温上昇、速い風速、強い乱流、煙

感知器から遠ざかる気流の発生といった要因をもたらし、出火点の迅速な特定を困難とする。例えば、ホットアイルやホ

ットカラー内の温度は 60°C（140°F）もの高温になる場合がある。建物内の通常の空気循環量は、1 時間当たり最

大 60 回の換気回数（ACH）であるが、データセンター内、特にアイルコンテインメント内部では、空気循環量は 500

～1,000ACH にもなり、気流速度は 15m/min（50ft/min）から 1,500m/min（5,000ft/min）になる可能性がある。 

11.5.3.1 必須事項 

感知器類はアイルコンテインメント内部に不可欠であり、現地の規制を満たさなければならない。 

感知器類は、大風量環境下に対応していると規格認定されていなければならない。 
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ホットアイルコンテインメントまたはホットカラー内に設置する際には、温度感知器類は、上記空間内の一般的な高温を

異常として検知しないよう補正が可能でなければならない。ホットアイルコンテインメント内の通常の温度は、38°C

（100°F）から 60°C（140°F）もの高温になることが多い。 

11.5.3.2 推奨事項 

ホットアイルコンテインメントまたはホットカラー内の感知器類の間隔は、固有の条件を満たすために技術的判断に基づく

ことが望ましい。センサの間隔は、使用している煙感知器の種類および使用条件に関する製造者の推奨事項に基づく。 

煙感知器の作動が、ダンパの閉鎖や電力遮断の起動等の自動動作につながる場合は、複数のセンサを用いて誤動

作を排除することが望ましい。超早期警報火災検知（VEWFD）システムは、コンテインメント内の乱気流下では誤

報につながる誤検知を起こしやすい。重複する警戒区域で感知する際には、2 種類の感知方法が求められる場合があ

る。 

11.5.4 コンテインメント内部の消火システム 

11.5.4.1 必須事項 

アイルコンテインメント内で使用される消火システムは、その周辺で使用される消火システムの最低要件を満たすもしく

は上回らなければならず、加えて現地規制を満たさなければならない。 

既設のデータセンター内にコンテインメントシステムを導入する場合、現行の規制および基準を満たすために必要があれ

ば、消火システムを改修しなければならない。例えば、スプリンクラヘッドの配置は、壁からの離隔距離やその他散水への

障害物に関する現地の法令規則要件を満たさなければならない。このシステムは、上記の規制・基準への適合を確認

するために再試験が必要になる可能性がある。 

スプリンクラまたは非汚損型ガス系消火設備の放出装置の改修要件は、以下に当てはまる場合、適用を免除される

可能性がある。 

1) 放出動作の起動前に、障害物を排除可能である  

2) 避難経路を遮らずに障害物を排除可能である  

3) 障害物の排除は、自動煙感知の動作により開始される 

ヒュージブルリンク、熱収縮するパネル、またはその他の熱反応を起こす部材を、規則が定める消火システムの離隔距離

に対する障害物排除の開始手段として使用してはならない。  

障害物の自動排除機能を使用する場合は、消火区画内全域のすべての障害物を排除しなければならない。 

ガス系消火システムに関する事項は以下の通り。 

 密閉ループ還気用に構築される追加空間の容積はすべて、ガス系消火剤の総容積要件に算入しなければ

ならない 

 コンテインメント内の放出時のガス系消火剤の濃度は、コンテインメント外の濃度より低くなってはならない。 

11.5.4.2 推奨事項 

スプリンクラ配管は、アイルコンテインメント内部の中心線上で、天板直下に配置することが望ましい。スプリンクラヘッドの

設置高さは、アイルを構成するキャビネット上面に散水が届く程度の高さであることが望ましい。 

非汚損型ガス系消火設備のノズルが壁またはその他の障害物に近すぎると、「霜着き」を引き起こし、消火剤が霧状に

なる前に消火剤の効果が低下する可能性がある。直近の障害物からの離隔距離は 1.2～1.8m（4～6ft）が推奨さ

れる。 

11.5.5 追記情報 

Figure 11-1 に、コンテインメント内の気流の変化を示す。ただし、Figure 11-1 はコールドアイルコンテインメントを示し

ており、多様なアイルコンテインメントのすべてを示しているわけではない。  
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（図提供 Tiesche Engineered systems） 

  

Figure 11-1 アイルコンテインメントを備えたデータセンター内の気流の種類 

 
Figure 11-1 内のアルファベットは、火災検知器を設置する必要が発生する可能性のある場所を示している。 

A. コンテインメント内のエリア監視  

B. プレナムへの空気排出グリルにおける監視 

C. 還気口および HVAC 吸入前のプレナム内監視  

D. HVAC 給気側における監視  

E. 給気プレナムのコンテインメントに通じる出口における監視  

F. 天井におけるエリア監視  

G. キャビネット内監視 

新設の際は、2.4m（8ft）間隔のグリッド上に消火スプリンクラ配管を設置することで、ホットアイルコンテインメントおよ

びキャビネットホットカラーコンテインメントに関する、ほとんどの地域での現地の法令規則に定める離間距離要件を満た

す事が可能である。列は、コールドアイルの中心から隣接するコールドアイルの中心まで、8 タイル分の間隔幅に位置す

る。 （Figure 6-5 を参照） 

データセンター内のほとんどの火災は、本質的に電気的なものと考えられる。損傷や傷害の主な原因となるのは、火災

による熱ではなく煙である。そのため、反応に熱が必要な装置（スプリンクラヘッド内または吊りカーテンのヒュージブルリン

ク、熱収縮する天井パネル等）は機能を果たさない。自動脱落する吊り天井および仕切りを使用する場合は、煙感

知器その他の手段で機械的に起動することが望ましい。 

コンテインメントシステムはコンピュータ室内の煙濃度を高める可能性があるが、同時にアイルコンテインメント内の煙の濃

度を下げる可能性もあるため、煙の発生源を特定することが困難になる。コンテインメント内の換気量に基づいて、感知

器の間隔を詰めることが一般的に必要となる。 

A A 

B B B 
C 

D 

E 

E 

F 

G 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

310 

11.6 可搬式消火器 

11.6.1 必須事項 

可搬式消火器は容易に視認できなければならない。各消火器には、適応する火災の種類をラベルに記載して、明確

に表示しなければならない。 

11.6.2 推奨事項 

可搬式の非汚損型消火器が推奨され、AHJ により求められる可能性がある。 

粉末消火剤を使用する消火器は、電気機器が損傷する可能性があるため推奨されない。 

配電盤室には、コンピュータ室内で使用するものと同様の可搬式の非汚損型消火器を設置することが望ましい。 

一部の AHJ においては、可搬式消火器はスプリンクラの代替として許容されない場合もある。 

11.7 火災検知 

11.7.1 空間に関する必須事項 

Table 11-1 に、データセンター内の様々な空間ごとに推奨される検知システムを挙げる。 

 
Table 11-1 データセンター空間用に推奨される検知システム 

領域 検知システム 

コンピュータ室  火災予兆検知または高機能早期警報  

NOC  火災予兆検知または高機能早期警報  

引込室 火災予兆検知または高機能早期警報  

事務室 イオン化式/光電式 

フリーアクセスフロア 光電式（規則で許容されている場合）  

配電盤室 イオン化式/光電式 

バッテリおよび UPS 室 イオン化式/光電式 

発電機室  熱または火炎感知器 

熱源装置室 イオン化式/光電式 

上記に当てはまらないその他の空間 イオン化式/光電式 

注：  AHJ 要件が上記要件に優先する場合もある   

 
11.7.2 検知技術 

11.7.2.1 位置特定可能システム 

11.7.2.1.1 推奨事項 

位置特定可能で、多重化かつ電子化、された火災警報システムを施設に備えることが望ましい。システムの設計は、

規制および規則を満たすように行うことが望ましい。 
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11.7.2.2 設計に関して考慮すべき事項 

11.7.2.2.1 必須事項 

煙感知システムは、自動的に給排気システムを制御するように設計し、BAS と整合を取らなければならない。必要な

場合、ダクト用煙感知器をすべての換気システム内に設置しなければならない。  

煙感知器の設置間隔は、規制または規則の要件に加え、『NFPA 72』または『ISO 7420』のいずれかを満たさなけれ

ばならない。 

11.7.2.2.2 追記情報 

煙感知器の設置間隔を決める際は、HVAC システムの気流速度を考慮し、高速気流または乱気流の影響により、煙

感知器の設置間隔を狭めることが求められる可能性がある。 

イオン化式感知器は、気流速度が遅い空間内に設置するよう設計されており、コンピュータ室には推奨されない。 

光電式感知器は、気流速度が速い空間内に設置するよう設計されている。ダクトおよび空気プレナム内に位置する煙

感知器は、高速気流での使用に耐え、明確にラベルを貼付することが望ましい。 

火災予兆検知用空気サンプリングシステムは、一般的なコンピュータ室内で見られる気流速度では通常影響を受けな

い。CRAC 吸気口に位置する初期段階の火災検知器の検知がもっとも信頼できる。重要な機器の過熱を超早期に

発見するため、機器排気流内にサンプリング点を設定することも可能である。 

多くの場合、CRAC は、内蔵するシステム制御機器専用に、補助的な据付式煙感知器を備えている。これらは火災

警報システムまたは BAS に接続可能である。  

11.7.2.3 位置特定可能システム：コンピュータ室以外の空間での条件 

11.7.2.3.1 必須事項 

このシステムは以下を提供する。 

 すべての未使用空間の煙感知器 

 現地の法令規則要件を満たすための、視聴覚的通報機器 

 すべての出口扉に手動の火災報知器 

 フロー/タンパースイッチから火災警報システムへの接続 

 セキュリティシステムとの必要なインタフェース、起動の際、火災警報システムはすべてのセキュリティ扉を開放し

なければならない  

 設置されている場合は、消火ポンプおよび発電機の監視 

煙感知器は誤報を発報する場合がある。また、HVAC の停止によって、設計により送風の継続よりも危険な事象が発

生する可能性がある。設備の運用継続が事業上重要であり、かつ AHJ が許容する場合、煙感知器動作時に室内ま

たは区画内の空気循環の遮断を制御する手順が認められる。 

定温式熱感知器または火炎検出器を発電機室内に設置しなければならない。熱感知器の設定温度は、スプリンクラ

システムの運用設定値と連携させ、熱感知器が最初に起動するようにしなければならない。 

煙感知器は、電磁ロックがある場所では、それらと併設しなければならない。 

主警備室には、消防用制御盤、グラフィック排煙制御盤（必要な場合）、プリンタ、および放送卓を設置しなければ

ならない。 

UPS 機器およびバッテリ室には、光電式およびイオン化式煙感知器を、設置しなければならない。  
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11.7.2.4 位置特定可能システム：コンピュータ室内空間での条件  

11.7.2.4.1 必須事項 

ダブルノック式煙感知器は、予作動式スプリンクラシステムおよび非汚損型消火システムと、連動して機能しなければな

らない。 

11.7.2.4.2 追記情報 

コンピュータ室にフリーアクセスフロアがある場合、AHJ の許可のもと、光電式感知器を床下に設置することが可能であ

る。 

11.7.3 早期警報検知システム 

11.7.3.1 火災予兆検知（空気サンプリング）システム 

11.7.3.1.1 推奨事項 

最大限の火災予防が求められる場所では、任意のコンピュータ室および引込室に早期警報システムまたは火災予兆

検知システムを設置することが望ましい。 

11.7.3.1.2 追記情報 

早期警報システムまたは火災予兆検知システムは、従来のスポット型検知器の最大 2,000 倍の高感度になる可能

性がある。 

過敏な起動を回避することが望ましいため、これらのシステムと共に使用される火災予兆検知システムの設定を考慮す

べきである。 

火災予兆検知制御盤は、複数箇所に設置されて火災警報制御盤に接続される可能性がある。 

空気サンプリング管ネットワークとは、フリーアクセスフロアの上または下に、効果的に設置された空気サンプリング口を取り

付けた、銅製または PVC 製配管システムである。フリーアクセスフロアの床下に配管する場合、配管は、フリーアクセス

床支柱に、非導電性支持材により取り付けられ、その位置は通信ケーブル用レースウェイと、電力ケーブル用レースウェ

イの中間とする。 

さらに検知を強化する場合は、サンプリング管を追加で天井板の上にも走らせるか、または天井板が一切ない場所では

構造物表面にも設置することが可能である。 

サンプリング管の設置場所としては、室内の気流が集中しやすい空調機器の還気口直近が望ましい。 

11.7.3.2 高機能早期警報検知器（初期火災検知型の代替） 

11.7.3.2.1 追記情報 

複数の製造者から提供される、特定の等級の（スポット型）検知器は、火災の早期段階の状態を検知可能である。

早期警報検知器は、レーザ、赤外線、または熱感知技術を組み合わせて利用している。 

この検知器は位置特定可能で、予作動式のスプリンクラシステムおよびガス系消火システム用におけるダブルノック保護

を可能にする。 

さらに、実際の状態を学習し、かつ自動的に補正も行う処理機能を有する。 

この検知器は、気流速度、その他の条件に関する規則および製造者の推奨事項に従って設置することが望ましい。 
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11.8 消火装置 

11.8.1 スプリンクラシステム 

11.8.1.1 湿式システム 

11.8.1.1.1 序文 

湿式スプリンクラシステムは、信頼できる水源から供給される加圧水で満たされた配管を使用する、固定式の消火設

備である。火災検知には、一般的な設置基準に従って間隔を取り設置された、閉鎖型で熱感知式の自動スプリンクラ

を使用する。動作時には、スプリンクラは火災を抑制または鎮火するために、当該領域全体に散水する。湿式システム

は、データセンターの重要でない空間に適用される（Table 11-2 を参照）。このシステムは通常、人と財産を守るため

に最低限必要とされる。 

現地の公共用水の水圧が十分でない場合、湿式システムにおいても追加の給水または消火ポンプを必要とする可能

性がある。 

 

Table 11-2 データセンターにおいて推奨されるスプリンクラシステム 

領域 スプリンクラシステム 

コンピュータ室  予作動式スプリンクラシステム  

NOC  予作動式スプリンクラシステム  

引込室 予作動式スプリンクラシステム  

事務室 湿式スプリンクラシステム 

配電盤室 予作動式スプリンクラシステム  

バッテリおよび UPS 室 予作動式スプリンクラシステム  

発電機室  予作動式スプリンクラシステム  

熱源装置室 湿式スプリンクラシステム 

暖房されておらず、室温が氷点下に下がることのある上記以外の

空間（例：屋内の搬出入口） 
乾式スプリンクラシステム 

上記に当てはまらないその他の空間 湿式スプリンクラシステム 

注：  AHJ 要件が上記要件に優先する場合もある   

 
11.8.1.2 予作動式スプリンクラシステム 

11.8.1.2.1 推奨事項 

重要な領域にとってのベストプラクティスは、予作動式スプリンクラシステムを設置することである。この種のスプリンクラシス

テムは、誤作動による ITE の水損を防ぐ一定の安全対策となる。 

11.8.1.2.2 追記情報 

予作動式スプリンクラの配管システムは、湿式システムと類似しているが、火災が発生するまで重要な領域内の配管に

は水が満たされない点が異なる。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

314 

一斉開放弁が開き、スプリンクラ配管へ水が流入する前に二重インターロックの動作を必要とする。単一インターロックシ

ステムにより、弁を作動させて重要エリア内外の消火スプリンクラ配管を水で満たすために、検知システムが必要になる。

二重インターロックシステムでは、スプリンクラ配管内の検知および圧力喪失の両方が作動した際に（一斉開放弁の開

放により）スプリンクラ配管へ水が流入する。両システムとも、水が流れるようにするために、温度上昇によって開くスプリ

ンクラヘッドを有する。インターロックシステムの設計は、スプリンクラヘッドの誤作動やスプリンクラ配管内に発生する漏水

等のイベントによる、重要な領域内への誤った水の流入を防ぐことを意図している。いずれのインターロックシステムの場

合でも、利用前には適用可能な規則および基準によるレビューを要する。検知システムの種類には、煙、熱、空気サン

プリング検知器や火炎検出器等のその他の自動火災検知器がある。 

ペンダント型のシステムでは、通常、主配管から分岐したスプリンクラ管内に水が溜まるため、システムトリップ試験後はス

プリンクラヘッドを取り外して、管の排水を行うことが望ましい。 

11.8.1.3 乾式スプリンクラシステム  

11.8.1.3.1 序文 

乾式スプリンクラシステムは、火災が発生するまで配管内を水で満たさない点で、予作動式スプリンクラシステムと類似

しているが、その起動システムはより単純である。主な違いは、給水圧より低い圧力で、配管内に窒素または乾燥空気

が充填される点である。給水圧によって配管に水が強制流入しないようにするため、ドライパイプ弁は設計上、逆止弁

の空気側の力が、水で満たされている側と比べて大きい。1 つ以上のスプリンクラヘッドが開く際、配管内の空気がスプリ

ンクラヘッドから抜け、弁の空気側の力を下げる。 

乾式配管は、湿式配管では配管内の水が凍結する程度まで周囲温度が低くなる空間内に設置される。乾式配管は、

周囲温度が 4°C（40°F）以下にならない限り、通常使用しない。 

11.8.1.3.2 必須事項 

乾式スプリンクラシステムは、データセンターのコンピュータ室または発電機の置かれた領域内では使用してはならない。 

11.8.1.3.3 推奨事項 

乾式スプリンクラシステムは、HVAC のない、外気温にさらされる空間内でのみ使用することが望ましい。乾式スプリンク

ラシステムは、屋外搬入ドック、駐車場、および暖房の無い倉庫等の場所への設置が推奨される。 

11.8.1.4 火災予防インタフェース 

11.8.1.4.1 追記情報 

火災予防システムのインタフェースには以下が含まれる。 

 火災検知/防火/警報（11.8 項） 

 建物オートメーションシステム（BAS）（13.5 項） 

 セキュリティ/警備員詰所（12 章） 

 電力制御および監視システム（9.7 項） 

 電源非常停止（EPO）システム（9.3.16 項） 

11.8.2 ガス系消火 

11.8.2.1 ガス系非汚損型消火剤システム 

11.8.2.1.1 序文 

データセンター機器の交換に伴うコストや、頭上スプリンクラからの放水が ITE 機器内部の火災に到達困難であることか

ら、建物所有者はガス系非汚損型消火剤システムを検討しても良い。火災発生ゾーン内で消火濃度の「非汚損型

消火剤」を放出することで、消火が完了する。非汚損型消火剤は、管長を短くするためにコンピュータ室内または近辺
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にある高圧ボンベ内に貯蔵され、多くのシステムが作動後 10 秒から 60 秒以内に放出を完了するように設計されてい

る。 

ガス消火システムは 4 種類に大別される。 

 CO2 等の、消火と同時に室内の利用者の呼吸困難を引き起こすガス消火システム。但し、これらはデータセ

ンターには推奨されない。 

 消火には十分だが健康被害は発生しない窒素消火等の不活性ガス消火システム。 

 人体には無害なガスで化学的に消火する非汚損型消火システム。これらのガスはオゾン層への影響は大きく

ないものの、一部の地域では禁止されている。 

 化学的に消火する非導電性ミスト消火システム。 

『EN15004』には、使用可能なガス消火システムについての更なる情報が記載されている。 

11.8.2.1.2 必須事項 

ガス系非汚損型消火剤システムを使用する場合は、火炎によって加熱された物質の温度が、発火点以下に冷却され

るまで、消火濃度を長時間持続しなければならない。『NFPA 2001』等の基準では、保護される空間内において、最

高水準の可燃物に対応した設計濃度の 85%を、最低 10 分間、または訓練された消防要員の到着まで持続させる

ことを求めている。 

耐火区画内のコンピュータ室の全領域を保護しなければならない。フリーアクセスフロアの床下空間を保護するために別

のガス系消火剤システムを備える場合、床上を保護するガス系消火剤システムと同時に放出するように調整しなけれ

ばならない。 

AHJ の許可を条件として、ガス系消火剤システムを特定の ITE の筐体内にガスを放出するために備えることが可能で

ある。この種の保護は通常、自動テープライブラリ等の自動化されたデータストレージシステムに利用される。 

 ハロン 1301 システムは新設のデータセンターに導入してはならず、既設のデータセンター内でも、増設および拡張しては

ならない。 

注：  既設のハロン 1301 システムは、現地法令で禁止されている場合を除いて、使用を継続できる。 

空調システムに直接外気導入を使用しているデータセンターにおいて、ガス消火システムを採用してはならない。 

建物構造へのガス圧による損傷を防ぐため、充分な容量の避圧口を設置しなければならない。 

11.8.2.1.3 推奨事項 

ガス放出ノズルにおける放出時の騒音は 120dB を超える場合があり、ディスクドライブの故障につながる。ガス放出ノズ

ルの配置と、消音器付きのノズルの採用を検討することが望ましい。 

ほとんどの消火ガスは空気より重く、天井から離れた位置でも消火できる設計となっているため、消火が完了するまで消

火ガスが部屋から漏出しないよう気密を保つことは非常に重要である。 

他の建物システムとガス消火システムとの統合については、『BSRIA AG 17/2002』等の文書を参照。 

11.8.2.1.4 追記情報 

空気サンプリング配管網とは、フリーアクセスフロアの上または下に設置された配管システムで、空気サンプリング口が効

果的に配置されている。サンプリング配管用部材は、還気のための天井空間内または二重床の下に設置する場合、

AHJ の要件に従って空気プレナム内で使用するための許可を得る必要がある。 
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11.8.2.2 システム制御 

11.8.2.2.1 序文 

ガス系消火設備において、ガスの放出は、自動火災検知システムにより行われる。可能な限り誤放出を防ぐため、2 種

類の検知作動が利用される。 

11.8.2.2.2 必須事項 

ステージ 2 の警報発報の際、消火ガス放出までの調整可能な遅延を設定し、要員が領域から退避するための時間を

確保すること。コンピュータ室内に放出中止パネルを設置し、消火ガスの放出へのカウントダウンを一時停止できるように

しなければならない。システムの放出停止には、継続的な手動動作がなければならない（ボタン/スイッチを押し続ける

等）。最低でも 1 台の手動放出パネルおよび放出中止パネルをコンピュータ室の、出口扉付近に設置しなければなら

ない。 

11.8.2.2.3 推奨事項 

1 つの検知器の作動によって、聴覚的警報および中央制御室または火災/セキュリティ監視システムへの自動通報で構

成される、ステージ 1 の警報が発報されることが望ましい。 

2 つ目の検知器の作動によって、ステージ 1 の警報とは区別された聴覚的警報で構成される、ステージ 2 の警報が発

報されることが望ましい。30 秒以内の時間遅延の後に放出を開始する。但し、AHJ により異なる時間遅延を指示され

た場合はそれに従う。 

放出中止パネルは、放出遅延シーケンスをリセットしないことが望ましい。 

固定電話および消火器を、各出口および火災報知器にも設置することが望ましい。その電話は、サービスプロバイダが

直接提供するアナログ回線であり、所有者の PBX、音声ゲートウェイ、またはその他の音声システムを迂回する。 

11.8.3 酸素濃度低下システム 

11.8.3.1 序文 

室内空気の酸素濃度を常時監視し、発火を防止しつつも人間が一日 6 時間活動するには十分な酸素濃度にまで

低下させ、それを維持するシステムが存在する。このシステムを使用した状態における空気中の酸素量は、標高

2,000m（6,500ft）における酸素量に相当する。 

このシステムの運用には、低酸素濃度の環境を常時維持するために、気密を維持することが望ましい。従って、空調シ

ステムに外気直接導入を使用しているデータセンターでは運用不可能である。 

このシステムのエネルギー使用量は多くはないが、PUE をわずかに悪化させることもある。 

このシステムは、発火後の火災を消火できるほど速く動作しないが、データセンターが無人の時のみ酸素濃度を低下さ

せるように制御することは可能である。 

11.9 火災警報システム 

11.9.1 序文 

火災警報システムには以下の要素を含む。 

 常用電源 

 予備電源 

 操作盤 

 検知および発信装置  

 警報装置  

Figure 11-2 に基本的な火災警報システムを示す。火災警報システムは、盤や装置を追加することで拡張できる。 
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火災警報システムは、有線・無線・IP ベースを問わず、以下の 3 種類に分類できる。 

 施設防護――このシステムは、システムのすべてが建物内またはキャンパス内で完結している。建物または敷

地全体が単一の火災検知警報システムで保護され、所有並びに運用が一元化されている。 

 監視――このシステムは施設防護に付加され、単一の組織が異常の発生を常時集中監視している。集中

監視を行う組織は、警報に対する初期応動、報告、その他の一次対応について責任を負う。 

 家庭用警報装置――本システムは利用者が内部に居住する住宅で使われる。 

 

 

  

Figure 11-2 基本的な火災警報システム 

11.9.2 必須事項 

法令規則または AHJ から個別の要求がない場合、火災警報システムとそれに関連する要素については、国家認定さ

れた検査機関（NRTL）にて試験および認証しなければならない。 

火災警報システムが使用する配線および関連する ICT インフラについては、『ANSI/BICSI 005』の該当する要件を満

たさなければならない。 

11.9.3 追記情報 

一部の火災警報システムは、AHJ の要件を満たすことを前提に、火災警報装置や一斉通知装置をネットワークケーブ

ルで接続する場合がある。火災警報システムにおけるネットワークケーブルによる配線は、配線総量の低減や、障害の

特定と是正にかかる時間の削減、そして必要とする機器設備の総量の削減などの効果が期待できる。 

警報装置－スピーカー、ストロボ、ベル等 

常用電源  

 

予備電源  

 

検知および発信装置－熱感知器、煙感知器、非常ボタン等 

FIRE 

操作盤 
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11.10 ラベル貼付および標識掲示 

11.10.1 必須事項 

すべての装置には、火災警報回線、防火区画、または位置情報のラベルを貼付しなければならない。 

接続箱は、赤色に塗装するか、AHJ の要件に従わなければならない。 

11.10.2 推奨事項 

火災予防システム用のラベル貼付および標識掲示作業には以下を含めることが望ましい。 

 緊急用手順をすべての火災警報制御盤および放送卓に掲示することが望ましい。  

 手動火災報知器は、誤認を避けるため、ラベル貼付して明示することが望ましい。許容される場合、これらの

手動火災報知器にはカバーをして、誤発報を防止する。 

11.11 試験および品質保証 

11.11.1 必須事項 

火災予防システムのインストールおよびコミッショニングは、適用可能な基準、規制、および AHJ が求める事項に従わな

ければならない。  

11.11.2 推奨事項 

予作動式のスプリンクラシステムは、最低でも 3 年に 1 回のトリップ試験を行うことが望ましい。 

11.12 継続的な運用 

11.12.1 必須事項 

火災予防システムの現地運用手順および保守手順は最低限、適用可能な基準、規制、および AHJ が求める事項

に従わなければならない。 

11.12.2 推奨事項 

非汚損型ガス消火システムは、製造者の指示書に加え、『NFPA 2001』または『ISO 14520』のいずれかに従って保

守することが望ましい。 
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12 セキュリティ 

12.1 序文 

本章では、構想、構築、運用、改修、拡張のあらゆる段階にあるデータセンターの全体または一部分について、データ

センターの機密性、完全性、可用性を保護するために必要な物理セキュリティの施策や防護策についての必須事項、

推奨事項、追記情報を示す。データセンターの設計に影響を及ぼす、運用上のセキュリティ要件や推奨事項について

も記載している。 

注：  データセンター運用上の追加の情報については、『BICSI 009』を参照。 

本項内で挙げた必須事項を順守することによって、万全のセキュリティを保証するものでは無いが、受容可能な水準の

セキュリティを備えることが期待できる。 

有効なセキュリティを達成できる単一の対応策は存在しない。すべての建築面、運用面、およびシステム面でのセキュリ

ティ対策（Figure 12-1 を参照）は、次に挙げる事項を 1 つ以上、部分的あるいは全体的に実現することを意図して

いる。 

 脅威の遅滞 

 脅威の抑止 

 脅威の検知 

 対策の決定 

 対策の実行 

 

 

  

Figure 12-1 セキュリティ手法 

電子的な事項 

 

アクセス制御 

侵入検知 

動画撮影およびバッジ運用 

拘束 

監視カメラ 

デジタル動画記録 

デジタル動画分析 

専用音声システム 

建築的な事項 

 

景観 

照明 

扉、錠、ガラス 

外気導入 

インフラ 

環境設計を通じた防犯 

セキュリティ空間および環境 

運用的な事項 

 

セキュリティ要員 

警備員の配備 

指針および手順 

要員のセキュリティ意識 

緊急態勢 

緊急時対応計画 

基準およびベストプラクティス 

企業秘密の保護 
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最新のデータセンターは、規模の異なる演算およびストレージ能力を備えた複数のコンピュータ室を持つ、エンドユーザ空

間および技術・管理支援空間の、多層のレイヤから構成されている。潜在的な脅威の数および種類に応じて、データセ

ンターへの物理セキュリティは、敷地、区画、建物、部屋、および領域の、以下を含むセキュリティへの要求事項の全範

囲に及ぶ可能性がある。 

 アクセス制御装置 

 建築設計 

 障壁 

 検知および警報 

 警備員 

 監視 

12.2 定義 

本規格書のセキュリティの項目に限り適用される用語を以下に定義する。 

 資産：従業員、請負業者、またはあらゆる物理的、技術的、もしくは知的所有物。 

 障壁類：ある対象へのアクセス、または人、動物、車両、あらゆる動く物体の移動を制限するために使用され

る人造または自然の障害物。 

 クリアゾーン：屋外の障壁と、建物またはあらゆる形の人造または自然の遮蔽物との間の空地。 

 区画化：物理的な障壁類等を用いた建築設計、または対応策による脅威からの資産の隔離・分離。 

 対応策：脅威からの損害を検知、阻止、または遅滞させるための手順、技術、装置、または生命体（犬、

人）。 

 階層化：最高水準の抑止および侵入の遅延を目的とした、多層の障壁、その他の対応策、あるいはその両

方の組み合わせの利用（Figure12-2 を参照）。 

 自然の障壁：山岳、水域、砂漠、沼地等の、アクセスを妨げるまたは阻止するあらゆる自然物。 

 心理的抑止手段：存在するだけで無断立入または侵入の意思をくじく装置、障害、または意図的な障害の

未設置。 

 リスク：脅威因子が脆弱性を利用し、物理的または技術的損害を発生させる確率。 

 安全な環境：対象範囲内のシステムへの物理的アクセスを管理するためのセキュリティ対策を有する、データ

センターまたは施設内の定められた領域。 

 物理的な障壁：データセンター資産への無断立入、その移動、破壊、または持ち去りを物理的に妨げるまた

は阻止する物体。 

 脅威：損害、損失、傷害または死亡を引き起こす可能性がある要因。脅威は通常、極端な温度、液体、

気体、飛来物、生命体、または挙動やエネルギーの異常から発生するものとして分類される。 

 脆弱性：資産の傷害、損失、または死亡が起こる機会を生み出す物理的、手順的、または技術的な弱点。 
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Figure 12-2 セキュリティの階層 

 

12.3 データセンターのセキュリティ計画 

12.3.1 序文 

データセンターのセキュリティ計画は、データセンター要員、請負業者、および来訪者等の人員と、ITE、ネットワーク技術、

通信設備や、それらを収める建物とその敷地のセキュリティを確立するためのフレームワーク、指針、および手順を示した

文書である。データセンターのセキュリティ計画には、以下の要素を含む。 

 物理セキュリティ計画 

 IT/サイバーセキュリティ計画 

 災害復旧計画 

 各サイト固有の非常時運用計画およびその他（例：規制条件、保険条件）の必要とされる行動計画 

12.3.2 推奨事項 

データセンターのセキュリティ計画は包括的でありながらも、読みやすく、理解しやすいものであることが望ましい。 

データセンターのセキュリティ計画の策定に先立ち、データセンター事業者、セキュリティの企画または設計に携わる者は、

既存または将来の用地、建物、およびデータセンター利用者構成の徹底的なリスク評価を実施することが望ましい。建

設時の事前計画段階および計画段階において、データセンターのセキュリティ評価を行い、そこで確認された潜在的なリ

スク全てを網羅したデータセンターセキュリティ計画を策定する。セキュリティ評価はセキュリティコンサルタント、設計者、

技術者を含むチームで行い、以下の事項を網羅することが望ましい。 

  脅威の評価（例：特定、頻度、影響）の実施 

– 施設への環境面からの潜在的な脅威の評価  

– データセンターへの交通アクセスに対する潜在的脅威の特定 

– データの完全性と情報セキュリティの確保に対する脅威の評価 

– 人命および人身の安全に対する潜在的脅威の特定 

– 潜在的脅威の頻度の算出 

＜次頁に続く＞ 

 

個別の 

資産 

敷地境界 

建物内部空間 

セキュリティプログラムにより

セキュリティ区画を定義 

建物外周 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

322 

– セキュリティ事故が発生した際の影響の定量化 

 セキュリティ監査の調整（例：建物検査、セキュリティ調査、セキュリティ分析） 

– 現状の環境条件とセキュリティ管理を評価するため、施設の現地調査の実施 

– 立入禁止区域へのアクセス制限について、施設の現地調査の実施 

– 現状の監視手段を確認するための調査の実施 

– 現在のネットワークセキュリティの監査の実施 

– データセンターのネットワークへの侵入を試みる検査の実施 

– データセンターの運用に関する法令規則の通解と分析 

 目的（治安情勢、現在の状態、防護レベルを特定）に対する検証 

– 脅威の履歴を調査 

– 資産の重要度を確認するために、データセンター職員と面談 

– 脅威の履歴と現状のセキュリティ措置を分析 

– セキュリティ計画の枠組みを策定 

 セキュリティ対策（例：物理的、電子的、組織的）の特定 

– レイヤごとのセキュリティ計画の策定 

– 環境的なセキュリティ対策の策定 

– 有人セキュリティ対策の策定 

– 個人認証要件の特定 

– 入館時のセキュリティレベルの特定 

– アクセスセキュリティの特定 

– 監視手段の特定 

– ネットワークセキュリティの手段およびハードウェアの特定 

– 物理セキュリティの手段およびハードウェアの特定  

– セキュリティ警報手段の特定 

 費用対効果、実現性、現在価値の分析に基づいた評価 

– 保護対象の資産価値の評価 

– 対策費用の算定 

– 資産価値と対策費用の費用対効果分析の実施 

– 施設に適用する対策の選定 

 ユーザーの災害復旧計画（DRP)要件の、復旧計画の推奨事項への反映 

– 施設に想定される災害とその影響の特定 

– セキュリティ事故の短期的および長期的な影響の特定 

– 災害復旧計画の実行に必要な人員を特定 

– 災害復旧計画の策定 

– 定められたセキュリティシステムの、データセンターの全体設計への反映 

12.3.3 物理セキュリティ計画 

12.3.3.1 必須事項 

物理セキュリティ計画は、データセンターおよびデータセンターが置かれる建物またはキャンパス全体を対象に作成し、そ

れに従わなければならない。 

12.3.3.2 推奨事項 

工事中の既設データセンターにおいては、一時的にセキュリティ対策を強化することが望ましい。 
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12.3.3.3 追記情報 

従来、物理資産を保護するために利用される指針、設計、手法、技術および要員は、IT 機器およびそのデータを保護

するためのものとは区別されてきた。データを生成する装置の利用と、その重要性が高まるにつれ、データの奪取または

漏えい目的の攻撃が高度化および増加し、より総合的なセキュリティの発想に向けた動きが必要となる。この場合、デ

ータセンターの運用者が物理的および IT 的な対応策の両方を、検討する必要がある。 

12.3.4 IT/サイバーセキュリティ計画 

サイバーセキュリティ計画では、留まっているまたは移動中のデータにセキュリティを提供し、それらの機密性、完全性、ま

たは可用性を無効化しようとする電子的な試みから保護する。多様な組織体が、機密データと、それを保存・処理・転

送する ITE の保護を必須としている。企業規模や IT への依存度によるが、行政当局、金融機関、および保険会社の

規制を順守することで、書類とストレージの管理や、記録保存期間の設定などに、良い影響が期待できる。更なる情

報については、『BICSI 009』を参照。 

サイバーセキュリティ計画は本項の対象外とする。 

12.3.5 災害復旧計画 

『NFPA 1600, the standard on disaster/emergency management and business continuity programs』に定

める定義は以下の通りである。 

 干ばつ、火災、雪崩、雪/ひょう/あられ、津波、嵐/熱帯暴風雨、ハリケーン/台風/サイクロン、生物学的、極端

な高温/低温、洪水/高潮高波、地震/地殻変動、火山噴火、竜巻、地滑/山津波、砂塵嵐/砂嵐、および

雷を伴う嵐を含む天災 

 有害物質放出、爆発/火災、交通事故、建物/構造物崩壊、電力/ライフライン停止、過度の空気汚染、放

射能事故、ダム/堤防決壊、燃料/原料不足、ストライキ、事業中断、財政破綻、および通信障害等を伴う

サイバー災害 

 経済的、ゼネスト、テロ（生態系破壊、サイバー、核、生物、化学）、サボタージュ、人質事件、政情不安、

敵の攻撃、放火、暴動、および特殊な事象を含む人災 

災害復旧計画に関する追加情報については、12.9 項を参照。 

12.3.6 非常対応計画ならびに必要なその他の計画 

非常時運用計画の情報については、『BICSI 009』を参照。データセンター運用に影響する規制上、財務上、保険上、

およびその他の法的な要件は、施設を設置する国や地域、地方、そして業界により大きく異なる。データセンター所有

者および運用者は、財務データ、医療データ、個人データの故意または過失による開示、プライバシ、国防に関連する

すべての法的および行政上の要件に精通していることが望ましい。 

データセンター運用に影響する関係法令および規制の例を以下に挙げる。 

 Sarbanes-Oxley 

 US Patriot Act 

 Federal Information Processing Standards (FIPS) 

 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 

 Gramm-Leach-Blilley (GLB) 

 National Association of Security Dealers Conduct Rules 3010, 3013 and 3110 

 European Privacy Standards 

 NIST Special Publication 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information 
Systems and Organizations 

 Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No. 16, Reporting on Controls at 
a Service Organization 

 業界ごとの公的規格 
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これらの法令および規制の主要な目的は、投資家、株主、従業員および一般の人々を、個人情報の漏洩や企業の

破産申請など種々の違反行為から保護することである。 

データセンター事業者、セキュリティの企画および設計に携わる者は、こうした法律および規制を、チェックリストのように形

式的に処理しないようにし、組織上層部によるリスク評価と同様、的確に対応することが望ましい。これは組織の上層

部が主体となって行うリスク評価として扱うことが望ましい。 

12.4 データセンター設計とデータセンターセキュリティ計画 

12.4.1 序文 

データセンターセキュリティ計画の内容に影響されるものとしては以下が挙げられる。データセンターの拠点・事業者に固

有の要件が存在するため、このリストが全てを網羅しているとは限らない。 

12.4.2 概要 

データセンターは次の保護方策を最低限実施することが望ましい。 

 アクセス制御の導入と、アクセスログの最低 30 日間の保持 

 画像監視システム（VSS）の導入と、画像データの最低 30 日間の保持 

 侵入検知システムの導入と警報ログの最低 30 日間の保持 

 来訪者の入室管理手順の実施と来訪者記録の最低 1 年間の保持 

 事務所、部屋、および設備の防犯 

 外的、環境的脅威からの保護 

 搬出入口を含むすべての出入口の管理 

データセンターのセキュリティ計画においては、IT とネットワークのセキュリティが物理セキュリティの実施項目を支援する際

の役割および責任を、詳述することが望ましい。 

12.4.3 アクセス制御 

データセンターのアクセス制御は、セキュリティ計画に詳述することが望ましい。セキュリティ計画では、以下の問いに対す

る回答を明示する。 

 データセンターに、誰が、いつ、どのような理由で出入りしているか 

 建物がデータセンター専用の場合は、公共区域、搬入口、共用部、事務室、ベンダ、来訪者用のエリア、お

よび会議室のセキュリティをどのように確保しているか 

 データセンターが共用の建物を使用する場合は、他のテナントとの共用部、エレベーター、倉庫、パイプシャフト、

共用通信関連区域、平常時および緊急避難用の通路のセキュリティをどのように確保しているか 

 アクセス権限はどのように認められ、管理され、見直され、外されるか 

 来訪者および請負業者はどのように管理されているか 

 セキュリティ指針の違反はどのように取り扱われるか 

 各室単位の用途に応じた推奨事項または標準仕様を示した領域設定の基準を定めているか 

 コンピュータ室等の一部の領域で、従業員または請負業者の単独在室を禁止しているか 

 コンピュータ室および重要設備室への入室に必要な認証レベルは何か 

 サービスプロバイダによる設備内での作業はどのように監視されているか 

 営業時間外にアクセス制御の手順は変更されるか 

＜次頁に続く＞ 
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 各領域には、どのような種類の扉および錠を使用するか 

– 公共 

– 半公共 

– 半専用 

– 専用 

– コンピュータ室を含む重要な設備 

 鍵およびバッジ（入館証）はどのように管理されているか 

 緊急時（火災警報等）の入室手順はどうなっているか 

アクセス制限および組織的な制約により、機密情報を含む印刷物その他の資料を権限のない個人が閲覧または持ち

去ることができないようにすることが望ましい。 

12.4.4 掲示物と表示の指針および手順 

セキュリティ計画は、通行者および運搬車両の通行が許可されていない領域へ迷い込むのを阻止するための掲示物お

よび表示の表記、読みやすさ、および位置を定めることが望ましい。 

この計画においては、計画に定められた指針および手順を臨時要員に順守させるために、掲示物等の周知徹底の手

段を定めることが望ましい。 

12.4.5 防火、火災検知、および消火 

セキュリティ計画には、以下に関する方針を含める。 

 消火設備の種類と配置 

 高感度(sensitive)な物体の保護容器の種類、これには耐火基準への言及またはその詳述が含まれる可能

性がある 

 可燃性の化合物及び物質の保管 

 重要な領域内にあるごみ箱等の容器の耐火基準 

12.4.6 監視と警報の指針および手順 

データセンターは、すべての警報に対する緊急対応を評価するための明文化されたガイドラインを定めることが望ましい。 

セキュリティ計画は、特定の領域または装置へのアクセスを管理するために使用する警報、または監視システムの種類を

指定することが望ましい。特に留意すべき領域は以下の通り。 

 共有クロスコネクト空間 

 共有ケーブルシャフト 

 コンピュータ室 

 重要設備の部屋/領域 

 エレベーターおよび階段室 

 ケーブル引き込み設備 

 管理、人事、および財務部門 

 事務室 

 プレナムおよび天井空間 

 通信スペース 

 公共インフラ室 

 運搬車両用および歩行者用ゲート 
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セキュリティ計画は、公共または半公共区域内の利用可能なデータおよび電話のコネクタへの侵入を監視および防止

する方法を定めるサイバー/IT 計画と連係することが望ましい。これには、ケーブルシャフト、共有クロスコネクト領域、ケー

ブル引き込み設備、およびサービスプロバイダ領域等の共有部が含まれる。 

該当する場合、セキュリティ計画は、サイバー/IT 計画すなわちコンピュータ並びにサーバの筐体や、キャビネットへの無許

可アクセス、または個別の要素や機器の取り外しに対する警報および監視に関する指針と連係することが望ましい。 

12.4.7 資材管理および紛失防止 

セキュリティ計画は以下を定めることが望ましい。 

 データセンター用地、キャンパス、建物、駐車場、および事務所領域への出入時における資材管理および紛

失防止に関する全事項 

 従業員によるデータセンターへの持ち込みまたは持ち出しが認められている、IT 機器を含む資機材と、それらの

検査手順 

 来訪者および請負業者によるデータセンターへの持ち込みまたは持ち出しが認められている、IT 機器を含めた

資機材と、それらの検査手順 

 すべての私的デバイス活用（BYOD）機器の使用について、信号漏洩と有線および無線によるネットワーク

接続に関する記述および制限を必ず含むこと 

 許可された受け渡し場所および受領者を含む、全搬入物に関する検査と受領の手順 

 印刷物および磁気その他のメディアの処分に関しての承認された手段 

セキュリティ計画は、資産タグ、電子タグ、その他の識別システムをデータセンターの機器および資産に添付するタイミング

を定めることが望ましい。 

12.4.8 監視指針および手順 

データセンターは、VSS が発出するすべての警報または事故への緊急対応を評価するための、文書化されたガイドライ

ンを定めることが望ましい。 

セキュリティ計画では以下を記述することが望ましい。 

 リスク/脅威評価中の特記事項を含めた、監視機器の位置および配置に関する指針 

 データセンターの事務室、作業場、エレベーター、荷捌き場、ロビー、駐車場、および外構の監視装置の保護

と安全な配置に関する指針および手順 

 特別監視、秘密監視、または新規の VSS 機器の配置の許可権限を持つ要員 

 監視テープおよび記録メディア（サーバ、ストレージ、DVR）の安全な配置、保管、および処分 

 データセンター要員の監督または要員による監督を必要とする、VSS 範囲外で作業が発生する場所 

12.5 建物敷地に関する検討事項 

12.5.1 序文 

建物敷地のセキュリティの目的は、従業員その他の無断入退出を防ぎ、天災、人災、あるいは犯罪の脅威の可能性

を判断し、対応策を実施することである。敷地のセキュリティには、歩行者および車両通行の管理を含め、従業員、来

訪者、請負業者、およびその他の歩行者と車両を必要に応じて確実に監視、検査可能とすることが望ましい。 

12.5.2 一般的な推奨事項 

62,000mm2（96in2）を超えるすべての建物外皮の開口部は、認証された鋼線および 13mm（0.5in）の耐工具

性を備えた鋼製の棒を使用した、中心間距離 200mm（8in）またはそれ以下の防犯用格子で覆うことが望ましい。 
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すべてのセキュリティ装置は、防犯用固定具を用いて設置することが望ましい。防犯用固定具は、容易に取り外される

リスクがなく、以下を含む。 

 ワンウェイねじ 

 ボルト 

 取外し不可能なピン 

 止めネジ 

 スポット溶接 

扉外側に取り付ける扉ヒンジは、取外し不可能なピン、固定ピン、またはセンターピボットヒンジを使用することが望まし

い。 

防犯窓/扉のグレージングは、以下の最低要件を満たさなければならない。 

 合わせガラスの総厚さは、6mm（0.25in）と、ガラス間に挟まれたビニールフィルムの厚さの 60 ミルを足した数

値またはそれ以上 

 ガラスは強化し、『ASTM Class III of F1233』または『UL 972』に則って試験・認証されなければならない 

 窓を断熱する場合は、複合断熱サッシを窓の外部に取り付けなければならない 

 犯罪率の高い地域または駐車場および道路近くの建物には、防弾または防爆のグレージングを推奨する 

防弾素材は最低でも『UL 972』の試験方法を使用して、超小型武器（SSA）の脅威レベルを満たすことが望ましい。 

すべての外扉には、デッドボルトまたはこれに相当する施錠性能を持つ錠を取り付けることが望ましい。 

防犯用に用いられる彫込錠は、『ANSI/BHMA A156.13』基準を順守する必要があり、最低 25mm（1in）デッドボ

ルトが飛び出すようにする必要がある。 

12.5.3 照明 

照明は、データセンターの占有者および資産の保護のために優先して検討すべき事項の 1 つである。以下に挙げる種

類の照明を、それぞれの性質、寿命、環境条件、およびその他のセキュリティシステム（VSS 等）への影響に基づき、 

防犯用途で使用するか検討することが望ましい。 

 白熱灯 

 ガス放電灯（水銀灯/ナトリウム灯） 

 石英灯 

 発光ダイオード（LED） 

防犯用照明または保護用照明は次の4種の中から1種

を検討することが望ましい。 

 常時 

 緊急 

 携帯型 

 予備 

基礎的な防犯用照明を備えることで、歩行者、車両、

および資産の安全を守り、データセンター用地または建物

へ無断立入するために隠れることができないようにすること

が望ましい。 

  

Table 12-1 最低照度 

領域 
最低照度 

lx (fc) 

外周 1.5lx (0.15fc) 

内周 4lx (0.4fc) 

外周フェンスの基部 10lx (1.0fc) 

車両出入口 10lx (1.0fc) 

歩行者出入口 20lx (2.0fc) 

立入制限された建物 20lx (2.0fc) 

クリアゾーン 2lx (0.2fc) 

駐車エリア 10lx (1.0fc) 
 

照明は以下の領域に（最低限）備えることが望ましい。 
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 外周フェンス 

 建物外周 

 すべての入口ゲート - 歩行者用と車両用 

 すべての建物出入口 

 玄関およびロビー 

 守衛詰所/警備員詰所 

 無断侵入の危険性があると判定された窓および外側開口部 

 すべての歩行者通路および公共領域 

 階段吹き抜け 

照明は、Table 12-1 に挙げた最低照度を満たすことが望ましい。 

12.5.4 外周フェンスおよび障壁 

現地の犯罪、破壊、侵入、職場における暴力、その他の懸念がもたらす脅威に対処するための外周フェンスの設計指

針には、以下を含めることが望ましい。 

 フェンスは敷地境界線に沿って設置することが望ましい 

 従業員用駐車場を一般駐車場と分離する場合は、フェンスまたは障壁を用いることが望ましい 

 犯罪発生率の高い地域では、道路境界線に沿ってフェンスを設置することが望ましい 

 地域の治安に応じて、隣接する建物に沿ってフェンスを設置することが望ましい 

データセンターの外周フェンスおよびゲートは、以下の最低設計要件を満たして施工することが望ましい。 

 2.9mm（9 ゲージ）鋼線を使用した 50mm（2in）メッシュまたはそれ以下の金網で施工 

 美的観点から、ビニール被覆しても良い 

 忍び返しが無い場合は高さ 2.4m（8ft） 

 忍び返しが有る場合は 2.1m（7ft）（フェンス本体の高さ） 

 舗装道路、硬い地面、またはコンクリートとの間隙が 50mm（2in）以下の平らな地面に直線的に設置 

 柱およびレールにフェンス材を固定する固定材は、2.3mm（11 ゲージ）の鋼線またはネジ式の固定具である

ことが望ましい 

忍び返しは上方かつ外側に向き、45 度の角度で施工することが望ましい。忍び返しは、3 段張りの 2 本撚り有刺鉄線

を使用することが望ましい。なお、フェンスのかさ上げ高は 300mm（12in）とし、有刺鉄線の棘は 150mm（6in）間

隔で 4 方向に突き出すものとする。 

フェンスが車道または駐車場に隣接する場合は、必要に応じて車止め、縁石、ボラード、またはガードレールで保護する

ことが望ましい。 

可能であれば、クリアゾーンをフェンスの両側に設けることが望ましい。可能であれば、低い生垣または植物は栽植しない

ことが望ましいが、最低でもフェンスに 0.6～0.9m（2ft～3ft）以上近づけないようにすることが望ましい。樹木その他の

植栽が、無断侵入時の潜伏場所となったり、敷地への無断侵入を助けたりすることがあってはならない。 

立入の禁止または制限を警告する標識をフェンスに掲示することが望ましい。すべてのセキュリティ標識は、30m（100ft）

間隔、地面から 1.5m（5ft）の高さに配置することが望ましい。 

以下の施設は、外周の突破を招くことが知られており、無断侵入のリスクを高める。 

 歩道に設置した搬入用リフト 

 共同溝 

 排水路 

 桟橋、ドック、埠頭 
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12.5.5 交通手段の脅威および懸念事項 

自動車爆弾に対する懸念から、駐車場および敷地内の車両導線を設計する際は、以下の推奨事項に従うことが望ま

しい。 

 建物から敷地外周まで最低 30m（100ft）の離隔を確保する 

 縁石上にコンクリートの障壁を設置する 

 可能であれば、すべての駐車場は建物から遠ざける 

 データセンターの建物直下にある地下駐車場を削減または廃止する 

可能であれば、データセンターは中層または高層型立体駐車場に隣接する建物内には配置しない。 

可能であれば、エレベーターは駐車場から事務所空間へ直結しない。エレベーターはロビーで乗降することが望ましい。 

駐車場には非常電話またはインターホンを最小 18m（60ft）おきに設置することが望ましい。各非常電話またはインタ

ーホンはそれとわかるように明確な表示を行い、青色か、警察またはセキュリティを連想させる現地で受容された色の光

を当てることが望ましい。 

敷地内の駐車場は、通行する歩行者および車両の保安に対応することが望ましい。監視装置は、駐車場の保安に不

可欠であり、十分な範囲に有効である。財産および安全を守る上で重要な検討事項には、以下の場所にカメラを設

置することも含まれる。 

 全ての入口および出口 

 駐車場ゲート詰所 

 エレベーターロビーおよびエレベーター 

 スロープ、通行路、緊急通報装置 

以下は、データセンター建物内、またはそれに隣接する駐車場におけるリスクを評価する際に考慮することが望ましい潜

在的脅威の一覧である。 

 暴行 

 一酸化炭素 

 化学兵器、生物兵器、放射線兵器、核兵器、または爆発物による攻撃 

 爆発 

 火災 

 救急 

 強盗 

 テロ 

 窃盗 

12.5.6 過去の脅威 

過去の脅威に関する情報は、データセンターに新設または増設するあらゆるセキュリティシステムの基本設計段階に収

集することが望ましい。この調査中に収集する情報には通常以下を含む。 

 過去 5 年以内に、この敷地またはデータセンター設備のいずれかに意図的な損害を与えられたことがあるか？ 

 データセンター敷地に関わる自然災害の頻度は？過去に発生した自然災害の種類と頻度は？ 

 過去 5 年以内に自然災害、サイバー災害、または人的災害によって、そのデータセンターまたは敷地内のいず

れかの事業が運用停止した事があるか？過去に一度も発生してないか？ 

＜次頁に続く＞ 
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 データセンター設備の半径 1.6km（1 マイル）以内に次の事象が起こる頻度。 

– 暴行 

– 武装強盗 

– 自動車盗難 

– 押し入り 

– 違法薬物取引 

– 火災 

– 洪水 

– 台風/竜巻/低気圧 

– 誘拐 

– 殺人 

– テロ 

– 暴動 

– 破壊行為 

– 職場における暴力 

全要員に対して、最も頻度の高い脅威を特定し、そのリスクに対処するため、訓練を実施することが望ましい。 

職場における暴力、サボタージュ、誘拐、自然災害、強盗等の高リスク状況下で、適切に行動できるようにするために、

従業員に訓練を受けさせることが望ましい。 

12.5.7 自然の脅威および懸念事項 

データセンターの立地および用地選定に関する要素については、5 章 を参照。 

12.5.8 化学兵器、生物兵器、放射線兵器、核兵器、爆発物（CBRNE） 

CBRNE の潜在的脅威への対策は、各データセンターのセキュリティ要員および運用要員が講じることが望ましい。各デ

ータセンターにおいては以下を実施することが望ましい。 

 セキュリティ計画に CBRNE の脅威への対応を含める 

 脅威を分類し、適切に対応する 

 現地救急および警察機関との調整を含める 

 災害復旧および事業継続の計画プロセスに CBRNE への対応を含める 

事故、サボタージュ、職場における暴力、またはテロ等の理由を問わず、全ての爆発は、すべてデータセンター建物およ

びコンピュータ室への脅威とみなすことが望ましい。爆発および爆弾に付随するリスクは以下を含む。 

 在館者の負傷または死亡 

 建物構造への損傷 

 機器および建物内部の損傷 

 運用の停止（ダウンタイム） 

12.5.9 医療災害および伝染病 

データセンターでは、応急処置および心肺蘇生法の訓練を受けた要員が、データセンター拠点または建物に常に在勤

していることが望ましい。 

救急用品を現地に配備し、緊急時に容易に見つけてすぐに入手できるような表示をしておくことが望ましい。 

救急用品には、在館者および建物の数に対応した、製造者が推奨する数の自動体外式除細動器(AED)を含めるこ

とが望ましい。 
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12.5.10 防犯を意図した環境設計 

12.5.10.1 推奨事項 

データセンターの設計または改築の計画段階から、防犯環境設計（CPTED）の犯罪を抑止するという考え方および

戦略に従うことが望ましい。CPTED の 3 つの基本原則は以下の通りである。 

 違和感を伴わないアクセス制御 

 違和感を伴わない監視 

 領域意識の強化 

12.5.10.2 違和感を伴わないアクセス制御 

データセンターのセキュリティ企画者または設計者は、用地、キャンパス、または建物内の部屋もしくは空間を出入りする

際に通行者を誘導できるよう違和感を伴わないアクセス制御（例：扉、フェンス、照明、景観、その他の天然の、また

は人工的な要素の設置）を活用することが望ましい。 

各データセンターの部屋および領域は、その中にある機器または機能の機密性に基づき、必要な保護レベルに分類す

ることが望ましい。付帯施設領域、倉庫室、重要設備領域、公共インフラおよびサービスプロバイダ領域、荷捌き場、ロ

ビー、屋外機器設置場所、ならびに事務室等のデータセンターの各領域は、基本 CPTED 空間 5 種類のうちの 1 つ

に分類することが望ましい。 

 公共――全通行者の通行に利用可能な領域を示す。公共区域には、ロビー、食堂またはカフェテリアのダイ

ニング領域、駐車場、およびアクセス制限領域外の廊下または歩道が含まれる。 

 半公共――公共区域から通常立ち入れるが、誰にでも利用可能とは限らない領域を示す。半公共領域に

は、アクセス制限領域外であるか、立入制限が限定的な領域にある会議室、洗面所または休憩所が含まれ

る。 

 半専用――通行者の立入制限のために、自然、物理、または電子アクセス制御を利用する領域を示す。半

専用領域には、一般事務室空間、機密作業に使用されない壁に囲まれた事務室、複数テナントの入った建

物内の非公開フロア、およびこれらに対応する重要でない公共インフラ室が含まれる。 

 専用――権限のない従業員も含めたほとんどの通行者がアクセス制限される領域を示す。一般的な専用領

域には、印刷室、コールセンタ、管理者の個室の執務室、金庫、手術室、オフィスビルの役員フロアが含まれ

る。 

 重要領域――セキュリティ計画書、企業ポリシー文書および社内規程文書内で特に挙げられた個人を除き、

全通行者がアクセス制限を受ける領域を示す。一般的な重要領域には、データセンターのコンピュータ室、電

気・機械設備設置場所、企業のケーブリングまたはサービスが含まれている通信室（TR）、ネットワーク運用

センター（NOC）、テープ室、および IT キッティングルームが含まれる。 

違和感を伴わないアクセス制御の考え方は以下に示す方法に見ることが可能であり、これらはあらゆるデータセンターの

設計時に考慮することが望ましい。 

 建物の正面入り口に通じる歩道に沿って、照明および魅力的な景観を備える。 

 来訪者を誘導したい建物の入口のみが見えるように植栽を配置する。 

 池、岩石、丘、および植物を利用して、データセンター用地、キャンパス、または建物内への潜在的な進入経

路を減らす。 

 データセンターの特徴を隠すこと、および施設への車両アクセスを削減または排除するため、建築上の観点から

対策を講ずる。 
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12.5.10.3 違和感を伴わない監視 

違和感を伴わない監視の考え方は、領域内外の様子をそれぞれの反対側からも最大限に可視化するために、物理的

環境における対策、通路、広場、歩行者通行パターン、執務空間の採用および配置の活用にある。 

データセンターセキュリティ設計者は、権限のない通行、活動、または犯罪行為に監視者が気づくための多くの手段を備

えられるように、部屋、領域、空間、通路、および用地を設計することが望ましい。可能な限り、データセンター建物およ

び用地の全領域は、在館者が安全で快適だと感じられるようにすることが望ましい。 

設計者は、違和感を伴わない監視またはアクセス制御の設計に当たり、重要領域またはリスクが発生しやすい領域を

明示することで、将来における IT の最大限の活用を可能とすることが望ましい。再設計の際には、基本 CPTED 空間

の下位に分類された空間と上位に分類された空間の隣接性を継続的に見直し、両者間のセキュリティ機能および手

段が適切な水準になるようにすることが望ましい。 

12.5.10.4 領域性の強化 

領域性の強化という概念は、共同体意識または帰属意識を根付かせることで、通常立ち入る権限のない者が故意ま

たは過失により侵入した場合、違和感を覚えると同時に周囲に対し違和感を与え、リスクを感じさせるものである。 

データセンターセキュリティ設計者は、領域意識を助長する雰囲気を醸成することが望ましい。セキュリティ区域では、所

有または領域の意識を生み出すことで、侵犯の可能性のある者がそれを察知し、侵犯の意思が削がれるようにすること

が望ましい。領域意識を強化するための 1 つの方法は、制限領域と公開領域の間に明確な境界線を設けて、侵犯の

可能性のある者による権限のない領域への進入を、権限のある在館者による完全監視下に置くことである。 

12.6 データセンターの要素 

12.6.1 障壁 

12.6.1.1 序文 

障壁には大きく 3 つの種類がある。 

 建物外皮 

 フェンス類 

 石造（煉瓦・コンクリート等も含む）の構造体 

構造障壁は突破不可能ではないが、侵入を遅滞させることで別のシステムが検知し、従業員、警備員、監視室、警

察組織に通知可能にすることを主な目的とする。最低でも、障壁の適切な利用によって、侵入者の侵入の証拠を残し、

同時に電子的または人的対策のきっかけとなり得るものとする。 

事故および故意による爆発から保護するために、物理的な障壁を設置することが望ましい。データセンターの建物および

セキュリティの設計者は、多様な障壁の相対的な爆発耐性を考慮することが望ましい。次の障壁一覧は、爆発耐性が

高い順になっている。 

 厚い鉄筋コンクリート壁 

 厚いレンガまたは無筋コンクリート壁 

 鉄筋コンクリート壁 

 幅広の土塁 

 鋼製枠の建物璧 

 堅牢な木造枠組壁 

 一般的なレンガ壁 

 網入りガラス 

 一般的なガラス 
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Table 12-2 は、様々な距離における、爆発による飛来物からの二次災害を防止するために必要なコンクリート壁の厚

さを示している。 

保護すべき資産は階層化した複数の障壁の内側に配置し、かつ各障壁においては侵入者の遅滞を最大化するよう設

計することが望ましい。 

従業員、来訪者、請負業者、またはその他の在館者による物品の無許可の移動または持ち去りを阻止・遅滞させるた

めにも、障壁を利用することが望ましい。 

データセンターの用地、建物、または領域へのアクセスもしくは損害を阻止・遅滞させるために、障壁を利用することが望

ましい。 

 
Table 12-2 飛来物被害防止のためのコンクリート壁厚 

爆発からの距離  

m (ft) 

飛散物の速度  

m/s (ft/s) 

コンクリート壁厚 

mm (in) 

30.5m（100ft） 610m/s (2,000ft/s) 305mm（12in） 

69m（225ft） 610m/s (2,000ft/s) 254mm（10in） 

152m（500ft） 457m/s (1,500ft/s) 178mm（7in） 

274m（900ft） 305m/s (1,000ft/s) 127mm（5in） 

716m（2,350ft） 152m/s (500ft/s) 64mm（2.5in） 

引用元：Protection of Assets Manual, ASIS International 

 
また、障壁によって建物または資産の視認を防ぐことも可能である。視認を防ぐことで、侵犯の可能性のある者に資産

の位置や存在を把握されないようにすることが可能である。視覚的障壁の例として、古い倉庫や森林の深奥にデータセ

ンターを設置することで、その存在の痕跡すら隠ぺいできることが挙げられる。 

3 種類の侵入を阻止または遅滞させるために、障壁を利用することが望ましい。 

 破壊による侵入 

 潜入または偽計による侵入 

 偶然の侵入 

屋外で障壁を配置する際、樹木、雑草、廃棄物、小型建造物、または車両等の遮へい物の存在しないクリアゾーンを

整備することが望ましい。 

データセンター用地の周囲に設置される障壁周囲のクリアゾーンの指針には以下を含む。 

 クリアゾーンは障壁の両側に整備することが望ましい。 

 障壁の外側は、建物、道路、駐車場、および自然物（樹木、岩石、丘等）のあらゆる視覚的障害となりう

る物から、6m（20ft）以上の空地(クリアゾーン)を設けることが望ましい。 

 敷地外周で使われる障壁の内側には、15m（50ft）以上のクリアゾーンを整備し、あらゆる建物やその他の

資産に接していないことが望ましい。 
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12.6.1.2 対車両障壁 

データセンターの建物およびセキュリティの設計者は、建物と人間の両方へ直接損害（故意または偶然）を与える車

両による攻撃から、さらには爆発物を積載した車両による攻撃へ過激化している事実を考慮することが望ましい。 

データセンターの敷地および建物の、入口等の脆弱な領域のために障壁を設計する際には、以下の障壁の採用を検

討することが望ましい。 

 フェンス類 

 ガードレール 

 コンクリート製の車両用ボラードおよび障壁 

 コンクリート製の交通分離帯 

 金属製の横材や柱 

 タイヤ、枕木、土砂等の材料の組み合わせ 

Table 12-3 は、車両による侵入に対するさまざまな障壁の脆弱性を示している。 

Table 12-3 対車両障壁の比較 

障壁の種類 車両 障壁の破損度 車両の破損度 乗員(運転者)の 

負傷度 

金網フェンス 
0.75 トン 

ピックアップトラック 
完全に突破 塗装面への引っかき傷 負傷なし 

車両用の両開き門 
0.75 トン 

ピックアップトラック 
完全に突破 わずかなへこみ 負傷なし 

19mm（0.75in）ケー

ブルワイヤ付き金網フェン

ス 

0.75 トン 

ピックアップトラック 

完全に突破するが、車

両は停止、 

ケーブルワイヤは破断

せず 

車両前面に相当の破

損 
負傷リスクあり 

コンクリート製の障壁 
0.75 トン 

ピックアップトラック 
突破せず 大破 負傷リスクあり 

タイヤ 
0.75 トン 

ピックアップトラック 
突破せず 大破 負傷リスクあり 

引用元：Barrier Technology Handbook, Sandia Laboratories 

 
12.6.1.3 建物外皮 

建物外皮に対しては、データセンターに対して起こり得る攻撃を遅滞させる性能に関して評価することが望ましい。 

データセンターの基本設計中、すべての建物外皮に対して、障壁のセキュリティ性能に関する評価を行うことが望ましい。

既存建物のデータセンターへの改築に際しては、建物の現地調査ならびに建設時の設計および施工時に作成された

利用可能な建築図面の確認の両方を行うことが望ましい。 

建築図面の確認および既存建物の現地調査に当たっては、あらゆる壁、天井、または床の適性に関して、少なくとも

以下の測定基準に基づいて検討することが望ましい。 

 壁間および床と天井の距離 

＜次頁に続く＞ 
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 既存または更新後の空調用のあらゆる空間により生じるリスク 

 既存の壁、天井、または床の改修 

 現地調査中に発見された弱点 

 近隣の構造物からの屋上へのアクセスの可能性 

 トンネル掘削による床下へのアクセスの可能性 

 排水用地下トンネル、地下鉄、およびその他の地下通路からの床下へのアクセスの可能性 

データセンターを収容する建物の 6 つの外壁（四方の壁および床と天井）については、他の一般的な材質よりも突破

に時間がかかる鉄筋コンクリート等の石（煉瓦・コンクリート等も含む）壁とすることが望ましい。 

12.6.1.4 コンクリート壁 

コンクリート壁は優れた障壁材であり、優れた心理的抑止と物理的遅滞の効果がある。障壁材としてのコンクリート壁

の有効性は、コンクリートの厚みおよび補強材による。コンクリート壁の一般的な指針を下記に述べる。 

構造荷重を支えるために使用されるコンクリート壁またはブロック壁は、有効な障壁とするための十分な遅滞を発生させ

る設計とは限らない。補強のないコンクリート壁は、突破をほとんど防げない。データセンターのセキュリティを考慮し、すべ

てのコンクリート壁に、補強材として鉄筋を入れることが望ましい。Table 12-4 は、300mm（12in）厚の鉄筋コンクリ

ート壁の突破の速度を示している。 

補強材の含まれていないコンクリートブロック璧は、小型の工具を用いた突破もほとんど防げない。コンクリートブロック壁

をデータセンターの施工に使用する場合、通常は中心の空洞にコンクリートやモルタルを充填するか、鉄筋を挿入する、

またはその両方を行うなど、何らかの補強方法を組み込むことが望ましい。 

Table 12-4 コンクリート壁の突破速度 

300mm（12in）厚で、中央 150mm（6in）に#5 (16mm)鉄筋が挿入されたコンクリート 

人数 使用機器 
機器重量  

kg (lb) 

最短所要時間 

min（分） 

最長所要時間 

min（分） 

2 
爆発物、電動ハンマ、手動

油圧カッタ 
22kg (48lb) 2.8 8.4 

2 爆発物、手動油圧カッタ 18kg (39lb) 2.8 8.4 

1 爆発物、プラッタ 102kg (225lb) 1.95 5.85 

2 

ハンマードリル、金づち、ポン

チ、電動油圧カッタ、発電

機 

73kg (161lb) 15.0 45.0 

2 
爆発物、電動ハンマ、手動

油圧カッタ 
69kg (153lb) 1.4 4.2 

引用元：Barrier Technology Handbook, Sandia Laboratories 

 
 100mm（4in）厚の鉄筋コンクリート壁は、通常カーテンウォールとして使用され、工具を使った突破をほとん

ど防げない。 

 150mm（6in）厚の鉄筋コンクリート壁はより多く遅滞を発生させるが、工具および小規模の爆発には依然

として脆弱である。 

＜次頁に続く＞ 
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 200mm（8in）厚の鉄筋コンクリート壁は荷重を受ける構造壁として一般的に用いられ、これも工具によって

突破は可能である。 

 200mm（8in）厚を超えるコンクリート壁は通常、金庫または防爆シェルターの施工時にのみ使用される。 

注：  調査では、200mm（8in）のモルタルを充填した壁は、1 分かからずに普通の大ハンマで人間大の穴を開けることが可

能で、13mm（0.50in）の鉄筋を追加した場合も数秒遅くなるだけであったことが明らかになった。 

 

12.6.1.5 建物開口部 

建物開口部は通常、以下の目的のいずれかのために使用される。 

 入口（歩行者および車両） 

 出口（歩行者および車両） 

 自然採光 

 換気 

 資材運搬（荷捌き口） 

 公共インフラの引き込み 

 排水 

地上から 5.5m（18ft）未満の高さで、62,000mm2（96in2）超の大きさの建物開口部は、無断立入口として使用

されないよう障壁で保護するか、警報装置を設置するか、あるいは監視を行うことが望ましい。 

建物開口部は、少なくとも、データセンターの壁、天井、床と同様に突破しにくいことが望ましい。 

Table 12-5 は、標準的な業務用歩行者扉の突破に要する時間を示している。 

 
Table 12-5 工業施設用歩行者扉の突破時間 

突破方法 騒音 dB 破壊対象 必要時間（分） 

爆発物 – 扉表面 0.5～1.5 

熱（酸素バーナー） 70～76 扉表面 1.5～2.5 

熱（トーチ） 60～64 扉表面 2.0～6.0 

電動ドリル – パニックバー(非常開装置) 0.5 

金属部を斧で破壊 72～110 パニックバー(非常開装置) 1.5～5.0 

ガラス部を斧で破壊 76～100 パニックバー(非常開装置) 0.5 

鍵開け工具 – 錠 0.25～5.0 

レンチ – 錠 0.5 

プライバー(てこ棒) 74～76 錠取付プレート 0.5 

熱（トーチ） 60～73 ヒンジピン 0.5～1.5 

ハンマとポンチ 72～75 ヒンジピン 1.0～3.0 

爆発物 – ヒンジピン 1.0～2.5 

バール 60～100 網/窓 0.5～2.0 

引用元：Barrier Technology Handbook, Sandia Laboratories 
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扉は通常、以下の材料のうち、単体またはこれらを組み合わせて製造されている。 

 木 

 ガラス 

 金属 

データセンターの扉を設計および施工する際に、以下の事項を考慮することが望ましい。 

 木製扉を使用する場合は、戸当りと三方枠との間にくさびまたはバール等を挿入可能な間隙ができないように

する 

 ヒンジピンおよび取付ねじは、常に扉の保護される側に向けて取り付けることが望ましい 

 ヒンジピンは、無断で取り外されないように溶接するかフランジ付とすることが望ましい 

 可能であれば、ヒンジは扉枠を貫通して間柱等の構造物に固定することが望ましい 

 扉枠も、間柱等の構造物へ確実に固定することが望ましい 

データセンターのコンピュータ室および保安領域の多くには自然換気も自然光も不要で、外部から見えることは望ましく

ないため、上記領域に接する建物外皮面に窓を設置することは不要または推奨しない。 

現代建築で使用される窓の種類には以下が含まれる。 

 オーニング 

 開き窓 

 引違い窓 

 鎧窓 

 はめ殺し窓 

 滑り窓 

データセンターの外璧には、はめ殺し窓のみを設置すること。 

外窓はセキュリティリスク評価の対象とし、求められる遅滞性能または防爆性能に合わせた適切な網またはガラス材を

使用することが望ましい。 

コンピュータ室の 1 つ以上の壁が外壁である場合、その壁にはいかなる種類の窓も設置しないこと。 

外窓には、ガラスや樹脂の窓の枠への固定に、パテやモール材を決して使用しないこと。外壁には、（溝付き）はめ殺

し窓のみを許可することが望ましい。 

窓に求める遅滞時間を決定する際、Table 12-6 を使用することが望ましい。 

12.6.1.6 グレージング 

12.6.1.6.1 概要 

グレージングとは、建物開口部（特に窓および扉）の防爆性、耐衝撃性、耐火性、またはその他の脅威への耐久性

を高めるために、ガラス、プラスチック、または合わせガラスやプラスチック積層板を組み込むことである。 

データセンター建物外皮および内壁の開口部を塞ぐためにガラスを使用する場合は、爆発時の在館者および機器への

危険性を考慮すること。内装又は外装のガラスが割れると、以下の望ましくない事態が発生する恐れがある。 

 侵入 

 特に爆発により飛散した場合の、鋭利なガラスの破片による傷害 

 爆発により飛散した鋭利なガラスの破片によるデータセンター資産への損害 

 落下したガラスの破片による物理的または金銭的損害 
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現地の法令規則および安全規制に従って、データセンターの窓および扉には必ず強化ガラスを使用することが望ましい。

強化ガラスは通常のガラスより 3 倍から 5 倍頑丈で、強化工程の効果により爆発後または貫通後のガラス破片の大き

さが小さくなり、負傷リスクが抑えられる。 

 

Table 12-6 窓の突破時間 

窓の種類 工具 突破時間(分） 

ガラス   

6mm（1/4in）強化ガラス 消防斧 0.05～0.15 

6mm（1/4in）ワイヤ入りガラス 消防斧 0.15～0.45 

6mm（1/4in）合わせガラス 消防斧 0.30～0.90 

14mm（9/16in）防犯ガラス 大ハンマ、消防斧 0.75～2.25 

プラスチック   

6mm (1/4in) Lexan®, Lucite™, または Plexiglas® 
消防斧 

エンジンカッター 

0.05～0.15 

0.15～0.45 

13mm (0.5in) Lucite™または Plexiglas® 
消防斧 

エンジンカッター 

0.05～0.15 

0.35～1.05 

13mm (0.5in) Lexan® 
消防斧 

大ハンマ 

2.0～6.0 

2.0～6.0 

13mm (0.5in) Lucite™または Plexiglas® 
大ハンマ 

消防斧 

0.05～0.15 

0.10～0.30 

強化ガラス   

2.9mm（9 ゲージ）網入りガラス  消防斧、油圧カッタ 0.25～1.35 

19mm（3/4in）角金網格子付きガラス 
エンジンカッター  

切断トーチ 

0.75～2.25 

1.35～4.05 

13mm（0.5in）エキスパンドメタル格子付ガラス 
油圧カッタ 

金鋸 

0.5～1.5 

1.3～3.9 

引用元：Barrier Technology Handbook, Sandia Laboratories 

 
爆発または破壊による負傷、損害、および貫通のリスクを抑えるための方法として、プラスチックまたはポリエステル製のフ

ィルムの採用も検討することが望ましい。フィルム補強された窓は、爆発または破砕の後のガラス破片の飛散を防ぐこと

で破片の危険性を抑える。 

内装および外装用に網入りガラスも検討することが望ましい。多くの消防規則および安全規則において、網入りガラスの

使用を必須と定めている。ワイヤ入りガラスは大きな物体の貫通に対する防護となるが、小さな飛来物に対してはほとん

どあるいは全く効果が無いことと、ガラス破片が飛散することに留意すべきである。 
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耐衝撃性が不可欠な窓または扉には、ガラスとプラスチックを交互に重ねた層から成る合わせガラスを検討することが望

ましい。強化ガラス、ワイヤ入りガラス、およびフィルム補強ガラスはすべて、最初の衝撃に耐えるが、脱落することが多く、

侵入を可能にする。反対に、合わせガラスは脱落せずに留まり、進入を抑止してさらに遅滞させる機能を保持する。 

合わせガラスの中には、警報として使用可能な電気的性質を有するものもあり、ガラスの突破を試みると、警報装置が

作動し、聴覚的侵入警報を現地で鳴動させるか、セキュリティ要員や警察官が対応するための貴重な時間を確保でき

る。 

全体強度および耐破壊性が高いことから、設計者はアクリルガラスおよびポリカーボネート製の窓および扉ガラスを検討

することが望ましい。こうした材質は安全性が認可されており、同等の厚さのガラスより最大 17 倍程度、耐破壊性が高

い。 

12.6.1.6.2 ガラスまたはグレージングの耐弾性 

銃撃またはその他の飛来物の脅威が存在する場合、データセンターは防弾ガラスの使用を検討することが望ましい。防

弾ガラスは多様な厚さ - 19mm（3/4in）～119mm（4.7in） - および構造のものが存在するため、防御する攻撃の

性質と種類を十分に分析することが重要である。攻撃の種類は岩石やハンマーから高性能ライフル、マシンガン、ミサイ

ルまで多岐に渡る。防弾ガラスの選定前にリスクおよび脅威を適切に評価することが重要である。 

セキュリティ設計者は、使用される弾薬および射出パターンまたは位置に基づき防弾性能を数値化した『UL 752』が定

める 8 レベルの防弾性能を検討することが望ましい。 

 レベル 1 – 4.8mm（3/16in）厚の張力 344,738kPa（50,000psi）の平炉鋼板を貫通できる、または

9mm 鉛芯フルメタルジャケット弾、124 グレイン、着弾速度 358m/s（1,175ft/s）– 3 発 

 レベル 2 – 0.357in マグナム鉛、ソフトポイント弾、158 グレイン、着弾速度 381m/s（1,250ft/s）– 3 発 

 レベル 3 – 0.44in マグナム、ホローポイント、240 グレイン、着弾速度 411m/s（1,350ft/s）– 3 発 

 レベル 4 – 0.30in 口径ライフル、米軍制式 M80 鉛芯ソフトポイント弾、180 グレイン、着弾速度 774m/s

（2,540ft/s） – 1 発 

 レベル 5 – 7.62mm、ライフルフルメタルジャケット弾、150 グレイン、着弾速度 838m/s（2,750ft/s） – 1 発 

 レベル 6 – 9mm フルメタルジャケット弾、124 グレイン、着弾速度 427m/s（1,400ft/s） – 5 発 

 レベル 7 – 5.56mm、ライフルフルメタルジャケット弾、55 グレイン、着弾速度 939m/s（3,080ft/s） – 5 発 

 レベル 8 – 7.62mm、ライフルフルメタルジャケット弾、150 グレイン、着弾速度 838m/s（2,750ft/s） – 5 発 

補足 – 上記の全試験において、補助的に下記の 2 発のショットガンによる試験も実施。12 ゲージのスラッグ弾、437 グ

レイン、着弾速度 483m/s（1,585ft/s）を 1 発、および、もう 1 発は 12 ペレット入り 00 鉛バックショット、650 グレイ

ン、着弾速度 366m/s（1,200ft/s） 

12.6.1.6.3 ガラスまたはグレージングの防犯性 

データセンターは、設置されている ITE の数量および価値から、侵入盗のリスクが高くなる恐れがある。ガラスを含むすべ

ての窓および扉に対して、防犯性を評価することが望ましい。ガラスの防犯性を評価するために以下を含む基準を使用

する。 

 1 回の衝撃による試験（smash and grab：窓ガラスを割り、店内から素早く盗む窃盗） 

 複数回の衝撃による試験 

 高エネルギー衝撃による試験 

 製品のその他性能 
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データセンターセキュリティ設計者は、a）銃撃、b）押し入り、c）それら両方の組み合わせという 3種の基準に対して、

防犯グレージング方法を評価および比較した、『ASTM F1233』に定められた 5 クラスの保護にも留意することが望まし

い。 

 銃撃 

 押し入り 

 それら両方の組み合わせ 

押し入り試験には、既定の一連の工具および武器を使用した防犯グレージングへの攻撃が含まれる。各クラスに挙げて

いる物は、使用する順番で示されている。 

 クラス I - 片手ハンマ 

 クラス II - 片手ハンマ、頭部が 38mm（1.5in）径のハンマー、消火器、大型ハンマ、プロパンガスバーナ、バ

ール 

 クラス III - 突入用ラム、頭部が 100mm（4in）径のハンマー、大型ハンマ、プロパンガスバーナ、バール、のみ

/ハンマ、ガソリン、アングル鋼/金づち 

 クラス V - 突入用ラム、頭部が 100mm（4in）径のハンマー、大型ハンマ、プロパンガスバーナ、消防斧、薪

割り斧、のみ/ハンマ、大型ハンマ/ハンマ、塩化メチレン 

 クラス V - 突入用ラム、頭部が 100mm（4in）径のハンマー、大型ハンマ、プロパンガスバーナ、消防斧、薪

割り斧、のみ/ハンマ、大型ハンマ/ハンマ、塩化メチレン 

12.6.1.7 フェンスおよび金属製障壁類 

12.6.1.7.1 概要 

フェンスは侵入に対する恒久的な障壁とはみなせない。フェンスによって侵入を遅滞させることはできるが、阻止すること

はできないので、警報、監視、および警備員等の他の複数の対応策と組み合わせることが望ましい。 

セキュリティ設計者は、3 条の有刺鉄線付き 2.4m（8ft）高のフェンスですら稼げる時間は 10 秒未満であることを考

慮することが望ましい。 

フェンスは、以下の点において障壁として有効であるとみなすことができる。 

 心理的抑止効果 

 敷地境界 

 車両に対する限定的な効果 

 ほとんどの小動物 

 偶然の侵入者 

 機会を捉えた犯罪者 

フェンスの設計では、リスクおよび脅威の種類を考慮する必要がある。歩行者進入を防ぐために設計されたフェンスの多

くは、車両に対してほとんど遅滞効果が見られない。道沿いのガードレールは、車両用フェンスの一種であり、歩行者ま

たは動物の遅滞にはほとんど効果がない。 

12.6.1.7.2 金網フェンス 

防犯用にもっとも広く使用されるフェンスは、金網フェンスである。 

網フェンスの製造および設置に関する認知された品質基準としては Chain Link Fence Manufacturers Institute

（CLFMI）および ASTM International がある。 

金網フェンスの設計および設置指針として、以下を推奨する。 
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 主柱は平均 3m（10ft）間隔を超えないことが望ましい。 

 柱穴の深さは、最低 600mm（24in）にすることが望ましく、1.2m （4ft）超の高さの柵で 300mm（12in）

高くなる毎にさらに 75mm（3in）深くすることが望ましい。 

 笠木がまったくない場合、端柱は直近の主柱に対して斜めに、ただし固定具と地上の角度が 50 度を超えな

いように、ブレースにて固定することが望ましい。 

 笠木を使用しない場合、上部にテンションワイヤを組み込む必要がある。 

注：  笠木は、フェンスを登るときの手がかりに使われる恐れがある 

 フェンス鋼の線径は 2.9mm（9 番径）以上で、網目は 50mm（2in）以下であることが望ましい。 

 フェンス鋼線は堅い地面、舗装地、またはコンクリートから 50mm（2in）以内まで近接させることが望ましい。 

 柔らかい地面上では、フェンス鋼線は地中まで伸ばすことが望ましく、コンクリートの土台に固定しても良い。 

 フェンスにその他の機器を固定するために使用する全てのボルトおよびナットはスポット溶接で固定することが望

ましい。 

 62,000mm2（96in2）超の排水用開口部にはすべて、無断立入を抑止するために格子、フェンス、網、グリ

ル、その他の障壁を、排水に支障が出ないように設置することが望ましい。 

 さらに侵入を遅滞させるために、フェンス上端から 150mm（6in）離し、外側、内側、または両側に向けて 45

度傾斜して取り付けられた 3 条の有刺鉄線で構成された忍返しを検討することが望ましい。このフェンスの主

な目的は人間の侵入を抑止するか遅滞させることであるため、フェンスの高さは忍返しを含めずに 2.1m（7ft）

以上であることが望ましい。 

 有刺鉄線に加え、スパイク等の、他の障害物をフェンスに取り付けることが可能である。 

 ゲートは（上部ガードを含めて）隣接するフェンスと同じ高さであることが望ましい。 

 金網フェンスに帯状の物体を織り込み、プライバシを確保する事で、高価値なまたは機密の資産や、活動内

容を隠蔽することが可能である。この目的の為には、プラスチック、木、布などが一般的に用いられる。 

 サービスプロバイダ領域、保管エリア等の領域に、一時的なセキュリティを確保する際、または壁の構築が不可

能な場所にも金網フェンスの設置を検討することが望ましい。 

フェンスを登る助けとなり得る一切のものを排除したクリアゾーンを、フェンスの両側に最低 6m（20ft）確保することが望

ましい。頭上に垂れた木の枝の伐採もこれに含む。フェンスを乗り越えるために使用され得るその他の物には以下を含む。 

 車両 

 箱 

 梯子 

 建築資材（木材、柱、コンクリートブロック） 

 大型ごみ箱 

 コンテナ 

 機器 

12.6.1.8 エキスパンドメタルおよび溶接網障壁 

12.6.1.8.1 概要 

エキスパンドメタルは、障壁材料のために切り込みまたはプレスされることで、ある程度扁平化または薄板化された金属

板（炭素鋼、亜鉛めっき鋼、ステンレス鋼、アルミ、その他）で構成され、次のような特徴がある。 

 切断に耐える 

 ほどけないまたは伸びない 

＜次頁に続く＞ 
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 製作および設置が容易 

 倉庫、サービスプロバイダのケージ、キャビネット、およびその他のデータセンター領域等のセキュリティ区域の空

調、採光、および視認を可能とする 

 心理的抑止力を強化する 

エキスパンドメタルの障壁材には、設置される領域内の想定されるリスクおよび脅威に合わせて設計することが望ましい

4 つの様式が存在する一般的な 4 種類のエキスパンドメタルを以下に示す。 

 標準 

 亀甲型またはひし形 

 フラット加工済 

 建築意匠に合わせたもの 

溶接網は、一連のワイヤを網になるように直角に溶接し、ワイヤの各交点も合わせて溶接することで製作する。 

溶接網は、エキスパンドメタルよりも障壁の要求仕様が低い場合に使用することが望ましい。溶接網を使用するその他

のセキュリティ上の用途には以下を含む。 

 加工場 

 共用部 

 建物監視室 

 コンピュータ設備およびコンピュータ室 

 面格子 

 ロッカー 

 動物用ケージ（研究室用） 

溶接網は障壁とみなされるが、要求仕様が低い場所に用いられ、セキュリティ措置としては概して認められない。 

12.6.1.8.2 有刺鉄線 

本項の適用上、有刺鉄線にはレイザーワイヤも含める。 

有刺鉄線の本来の目的は動物用の障壁であったが、フェンス等の多くの障壁のセキュリティ強化を補助するために重要

である。有刺鉄線の主な用途は以下を含む。 

 フェンスの線材 

 金網その他のフェンスの忍返し 

 コイル状部材 

 その他の障壁 

有刺鉄線の重要な利点は、心理的抑止となることであり、遅滞を主な目的とする対応策としては望ましくない。 

セキュリティ設計で有刺鉄線を使用する際、以下を考慮することが推奨される。 

 刺の数 

 刺の形状 

 刺の位置 

侵入者が有刺鉄線をつかむ事を抑止するために、データセンター周囲およびその他の有刺鉄線設置設計は、4 方向に

突き出た刺を中心間距離 75mm（3in）に配置することが望ましい。 

有刺鉄線は、1.8m (6ft)未満離した柱に取り付け、鉄線間の距離は 150mm（6in）を超えないようにすることが望ま

しい。 
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地面が柔らかい場合、浸食や小動物によって脆弱性が生まれるため、1 条の有刺鉄線を地面の高さに設置することが

望ましい。こうすることで、穴掘りによるくぐり抜けも抑止可能になる。 

さらに遅滞を発生させるために、有刺鉄線はコイル状に成形することが望ましい。コイル状の有刺鉄線は次の方法で使

用される。 

 フェンスその他の障壁の忍返し 

 仮設障壁 

 軍事的障壁 

12.6.1.9 ゲート 

データセンター周囲には、必要な数以上のゲートを設けないことが望ましい。ゲートを増やす毎に運用ミス（開錠したま

ま、または開放したままにする）の機会が増え、脆弱性が高まる。 

ゲートは手動またはモータ駆動式が可あり、次の方式が利用可能である。 

 片開き 

 両開き 

 折り畳み式 

 上吊り式 片引き戸 

 上吊り式 引き分け戸 

 片持ち式 片引き戸 

 片持ち式 引き分け戸 

 航空機格納庫用スライディングゲート 

12.6.2 照明 

効果的な照明はセキュリティプログラム全体の重要な要素である。犯罪行為への強力な心理的抑止となり、セキュリテ

ィ要員がより効率的に業務を行うことが可能になる。適切な照明設計には、以下の設計パラメータが含まれる。 

 より高い照度は、物体を検知し、人を識別する能力を高める。 

 水平照度は、道、歩道、段差、および横方向に位置する障害物等の、水平面上の物体を識別する上で有

効である。垂直照度は、垂直面の識別を容易とし、安全な距離から他の要員を視覚的に識別する上で有

効である。 

 照明システムが一様であれば、建物周囲および周辺領域に暗がりが生まれないので、歩行者および運転者

にとってより安全な環境が作られる。 

 グレアは、照明設備の設計不良または誤用が原因で発生した、あるいは光沢のある表面から反射した過剰

な明るさである。グレアは、要員および動画監視機器による領域の視認性を維持するため、最小限にすること

が望ましい。 

 屋外および屋内駐車場の水平照度および垂直照度は、視認性に合わせて推奨される限度内であることが

望ましい。照度は、人が隠れられる隅または車両駐車スペース周辺に暗がりを作らず、一様であることが望ま

しい。 

 建物入口は、安全性を高め来訪者を施設内に誘導するために、周辺領域よりも高い照度で照らすことが望

ましい。 
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12.6.3 アクセス制御 

12.6.3.1 序文 

アクセス制御という言葉は、物理的および電子的な環境の双方に通用する幅広い用語である。アクセス制御の設計に

は以下を含めることが望ましい。 

 進入（アクセス）の許可または拒否 

 活動の記録と警報の発出 

 通行量上限の変更 

 故意または過失による在館者と物品の保護、そして情報の漏洩防止 

 人身傷害の防止 

 設備損傷の防止 

物理アクセス制御システム（PACS）のうち、個人認証（PIV）システムについては『NIST SP800-116』で網羅され

ているが、その原則は一般的な PACS 全般についても有効である。 

Figure 12-3 は、アクセス制御のレベルを示し、これらはデータセンターにおいては以下のように適用される。 

 レベル 0：公共駐車場、カフェテリア等、個人認証を必要としない空間を指す。 

 レベル 1：半公共従業員やベンダの事務所等、機密性のある情報が存在する空間で、何らかの形の個人認

証を使ったアクセス制御を必要とする。 

 レベル 2：半専用倉庫や設備機械室等、入室権限を特定の集団に限定することが望ましい。 

 レベル 3：専用コンピュータ室等、施設のミッションに最も重要となる空間を指す。特定の個人しか進入を認め

られない。 

物理アクセスについては、以前より以下の種類の認証手段が使用されている。 

 タイプ 1：当該人物の所有物（例：鍵、カード） 

 タイプ 2：当該人物の知識（例：パスワード） 

 タイプ 3：当該人物の特徴（例：指紋認証や虹彩認証） 

 

 

Figure 12-3 アクセス制御のレベル 

 

複数要素認証は、上記の複数のタイプの認証手段を併用した場合に限り適用される。しかし、個人認証情報をデジタ

ル自動処理することは、タイプ間の特徴の差異を無意味とする。例えば、入力したパスワードもタイプ 2 の認証として有

レベル 0：公共（無規制） 

レベル 1：半公共（管理下） 

レベル 2：半専用（制限下） 

進入制限 

公開空間 レベル 3：専用 

（強固な制限下） 

進入規制無し 進入管理 強固な進入制限 
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効であるが、キーパッドとコントローラの間の伝送経路上では秘匿されていないため、セキュアとはみなされない。このため、

認証をセキュアとするための追加措置が必要となる。 

12.6.3.2 認証の強度 

あらゆる方式のアクセス制御において、まずはアクセス申請者の身元を特定しなければならず、これを身元確認と呼ぶ。

このプロセスは、『NIST Special Publication 800-63』にて詳細に解説されている。データセンターについては、認証の

強度を測る軸が二つ存在し、それぞれのプロセスの強度を 3 段階で表している。 

 身元確認の強度(IAL 1-3)  

– IAL1:正式な身元確認を必要としない。申請者が提供するあらゆる情報を正とする。 

– IAL 2:このレベルでは、申請者は身分証明が可能な認証手段を所持することが望ましい。認証手段には

ID カードや物理的な鍵などがある。 

– IAL3:このレベルでは、申請者は現地に赴き、セキュリティ事業者の責任者が認証要素を確認することが

望ましい。 

 認証プロセスの強度 (AAL 1-3) 

– AAL1: セキュアな認証手段を用いた単一要素による認証を行っている。 

– AAL2: セキュアな認証手段を用いた二段階認証を行っている。 

– AAL3: 上記の二段階認証に加え、ハードウェアベースの認証手段（暗号化された鍵）並びになりすま

し防止対策を用いている。 

必要とされる IAL および AAL のそれぞれの強度を決定する前に、リスク評価を行うことが重要である。 

12.6.3.3 リスク分析 

データセンター内は、区域を明確にしたうえで、アクセスレベルに応じて、複数のアクセス経路が考慮されたセキュリティ区

分に当てはめることが重要である。上記を踏まえて、身元確認と認証プロセスの強度を決定し、アクセス管理手法

（例：物理鍵や電子的アクセス制御システム）を選定するためのリスク評価を行うことが望ましい。 

リスク評価には、以下を含めることが望ましい。 

 認証システムが、その利用予定者から収集する個人情報の、セキュリティとアクセス性のバランスを取る。 

 認証システムのセキュリティと利便性のバランスを取る。三段階認証はどのレベルでも必須とはされておらず、必

要に応じて高リスクな区域にのみ使用することが望ましい。 

 アクセス制御手段の認証強度に応じて、調達および保守に必要となる費用も増加する。全てのデータセンタ

ー施設に AAL3 が必要と思われるが、施設がキャンパス内にある場合はその限りではない。 

12.6.3.4 必須事項 

全てのアクセス制御システムは、以下の要件に基づき設計しなければならない。 

 システムは、当該空間への不正アクセスのリスクに見合った認証水準を確保することが望ましい。 

 システムはその寿命の間に認証水準を変更できる柔軟性を備えていることが望ましい。これにより当該空間の

用途を変更する際の管理が容易となる。 

 すべてのアクセス制御システムは、該当する建築関連法令等を満たし、施設からの緊急避難を可能にしなけ

ればならない。設備設計者は、AHJ と共に適切な防災規則要件を検討し、立地によって異なる可能性があ

るすべての AHJ 要件を満たさなければならない。設計/再設計後の AHJ および所有者のセキュリティ指針や

手順の変更に対応できるようにすることで、データセンターにさらに高水準のセキュリティを備えることが望ましい。 

保守点検用出入口、機器扉、非常口を含むすべての建物出入口には、アクセス制御レベルを割り当て、そのレベルに

見合ったアクセス制御手段を構築しなければならない。 
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12.6.3.5 推奨事項 

鍵、アクセスカード、コード、トークン、およびバッジを発行された従業員および請負業者の一覧表を保持することで、そ

れらを契約終了時または責任者変更時に回収もしくは、アクセス制御コードの変更を可能にすることが望ましい。 

アクセス制御カードシステムは、複数のアクセス水準および複数のアクセス領域用に設定し、更により重要な領域へはア

クセス権限の時間軸を考慮した設定を含めることが望ましい。コンピュータ室または重要な電力設備および冷却設備等

の、重要領域へのアクセス権限を付与される個人は、要員の数、アクセスの必要度、およびアクセスの性に基づいて厳

格に制限することが望ましい。 

従業員または請負業者が勤務する部門または人事部門は、従業員または請負業者の契約が終了した時、または彼

らが権限を付与されている、もしくはいた全領域へのアクセスが不要となった時、全アクセス制御システム（IT、設備、セ

キュリティ）の「管理者」へ直ちに通知することが重要である。 

アクセス制御は、警察、消防、および救急を含む各現地機関の緊急サービス要員と連係することが望ましい。 

可能であれば、アクセス制御からの警報は、現地または遠隔地にある即時対応およびその他の活動を開始できる拠点

に送信することが望ましい。一般的な拠点には以下が含まれる。 

 遠隔の契約監視会社 

 現場から離れた主警備員詰所 

 別の建物内の警備員詰所 

 同一建物内の警備員詰所 

アクセス制御システムは、VSS と連係し、警備員へのデータ自動通知と同時に長期保存されることが望ましい。 

データセンター運営企業や、同一建物またはキャンパス内の別の企業で、労働組合の構成員を雇用している場合は、

組合ストライキの対策をセキュリティ計画、災害復旧計画、およびアクセス制御システムに含めることが望ましい。 

ストライキ発生時、既存のハードウェアまたはソフトウェアの認証手段を追加設定し、ストライキに参加中の作業員のハー

ドウェアまたはソフトウェアの認証（錠、アクセス制御プログラム等）を一時的に無効にするか、変更することが望ましい。 

12.6.3.6 施錠機構 

12.6.3.6.1 概要 

施錠機構は、各自利用可能な様々な種類およびセキュリティ水準で構成される 2 つの大カテゴリに分類される。 

機械式： 

 ウォード 

 レバー 

 ピンタンブラ 

 ディスクタンブラ 

 ダイヤル錠 

 電子的暗証番号錠 

 機器ポートおよびコードの機械的な挿入防止装置 

ハイブリッド式 - 電気的および機械的動作： 

 電気デッドボルト 

 電気ラッチ 

 電気ストライク 

 非常階段用 

＜次頁に続く＞ 
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 電気錠 

 避難用開錠装置 

 電磁錠 

 シェアロック 

データセンターセキュリティ設計では、各領域用に適切な錠を選択する際に、リスク、脅威、脆弱性評価のデータを反映

させることが望ましい。 

特に、データセンターで利用する施錠システムの種類を決定する際に計画および分析を実施することが望ましい。計画

のための項目は以下を含む。 

 AHJ の制限および認可 

 錠の総数 

 空間の分類 

 従業員および請負業者の構成および離職率 

 設備の種類 

 現地の犯罪統計 

 リスク/受益分析 

 その他の対応策の可用性および利用状況 

施錠機構を選択する際、施錠機構を攻撃するために必要な技術水準および心理的抑止力の両方を考慮することが

望ましい。施錠装置を選択する際に考慮しなければならない機械式錠の脆弱性には以下が挙げられる。 

 暴力 

– 三方枠と扉の間隙――三方枠および周囲の壁材は、遅滞要件を満たすために十分な強度であることが

望ましい 

– 力による攻撃リスクが存在するすべての保護領域に 25mm（1in）以上の長さのボルトを使用する 

– ラッチがキーパに入る場所の隙間を埋める定規縁または金属板を追加する 

– 面付錠およびシリンダを防護する装甲板を必要とする 

– ピン折によるプラグの手回しを防ぐためのピンタンブラシリンダ内の高品質のピン 

 ピッキング 

 鍵型のコピー 

 鍵の窃盗または不正な引継ぎ 

12.6.3.6.2 機械式錠 

全ての錠は、データセンター立地箇所における最高水準のもの（例：『ANSI/BHMA156』, 『EN 12209』, 日本防犯

協会「CP マーク」 等）を使用することが望ましい。すべての錠タンブラは定期的にローテーションして、従業員および請

負業者の契約が終了する際セキュリティを維持することが望ましい。これはタンブラまたはコアをローテーションするだけで

達成可能であり、錠すべてを取り外し、ローテーションすることによっても達成可能である。 

機械式錠および鍵は、コンピュータ室扉またはその他の高価値領域もしくは機密領域のアクセス制御の主たる方法とし

て利用しないことが望ましい。 

単一のグレートグランドマスターキー方式を使用した鍵の管理は推奨されない。これは大規模施設に特に当てはまること

である。 

全ての鍵は包括的な鍵管理手順の下に管理し、コード番号を割り振り、以下の文言を本体に刻印することが望ましい。

複製不可可能であれば、鍵は他所で入手できない特殊なブランクに作成することが望ましい。 
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新設の扉錠はすべて、障害を持つ在館者のための規制要件を満たすことが望ましい。この種の要件の一例として、ドア

ノブの代わりにレバーハンドルの使用を求めた ADA が挙げられる。 

データセンター設備のセキュリティ設計者は、錠の仕様をセキュリティおよび入退通行パターンの一部として考慮すること

が望ましい。錠の仕様は以下のように分類される。 

 事務室では、両側のハンドルでラッチボルトを動かし、室内側からサムターンを使用するか、室外側から鍵を使

用して施錠する。 

 教室では、室内側からハンドルを使用するか、室外側から鍵を使用してラッチボルトを動かす。 

 収容施設では、両側から鍵を使用することでのみラッチボルトを動かす。 

 廊下では、事務室の場合と同様の仕様で対応できるが、鍵およびサムターンによってデッドボルトを出し入れす

る。安全な避難のために、内側レバーによってもデッドボルトおよびラッチボルトが開く。 

12.6.3.6.3 電気錠 

電気錠はあらゆるデータセンターのセキュリティ計画における中核的な対策要素とすることが望ましい。これらの錠は遠隔

で施開錠され、一般的にはレイヤ化を経て電子的アクセス制御システム内の他システムと統合される。 

データセンターのセキュリティ設計者は、施設の運用において、通常時および緊急時のそれぞれについて考慮することが

重要である。各扉の「フェールセーフ」または「フェールセキュア」機能の選択については、すべての在館者の位置および緊

急避難経路に加えて、高価値の機器およびその他の資産の配置を考慮に入れる必要がある。適切な錠を設定しない

と、在館者の閉じ込め等による死傷のリスクが高まるか、または扉が偶然開放されることで倉庫への侵入が起こる可能

性がある。 

フェールセーフとは、どのような障害状況下においても施錠機構が開錠することである。 

フェールセキュアでは、どのような障害状況下においても施錠機構が施錠されたままになる。 

扉施錠の機構および機能に関する要件は消防関連法令を参照することが重要である。非常階段用の錠がその 1 例で、

通電が停止するとデッドロック機構が解除されて扉のハンドルが使用できるようになる。 

電磁錠は重要な施錠機構であり、通電時に扉を開放するのに必要な力――通常は 2,200N（500lb）～ 8,900N

（2,000lb）――に応じた複数の種類がある。 

2 種類以上の施錠方法を組み合わせることは重要な設計方策であり、通常運用時、電力喪失時、および緊急事態

時にセキュリティを確保しようとする際にこの方策を活用することが望ましい。 

12.6.3.6.4 暗証番号錠およびダイヤル錠 

暗証番号錠は、複数の暗証番号には対応しない。「覗き見」による漏洩の危険性が高いことや入退室履歴のの追跡

能力に欠けることから、コンピュータ室の扉およびその他の高価値領域または機密領域に暗証番号錠を使用することは

推奨しない。 

暗証番号錠を扉に使用する場合、警備員その他のデータセンター要員は、初期設定が変更されているかどうかを確認

することが望ましい。 

暗証番号錠の文字列の組み合わせは、最低でも 30 日毎に変更することが望ましい。組み合わせを変えない期間は

最大 90 日を推奨とする。 

12.6.3.7 扉 

注：米国内では、AHJ により修正されない限り、通常は以下の条項が適用可能である。しかし、他国においてはフェイルセー

フ／セキュア、自動解錠、および退出遅延について、異なる考え方に基づいている場合もある。 
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データセンターに関係する（データセンターフロア、重要設備がある部屋・領域、ネットワーク設備等）すべての扉および

その他の開閉箇所には、すべてのイベントをアクセス制御システムと長期記録システムへ通知・記録する状態通知装置

（接点、ヒンジ等）を備えることが望ましい。 

データセンター内にて通常時施錠されている全ての出口について、退出に関する以下の要件に従うことが望ましい。 

 退出側のセンサは、在館者の扉への接近を検知し、扉を開錠する必要がある 

 施錠システムはフェールセーフとする 

 すべての扉は、避難用または火災時に扉を開錠する、規格認定品の装置を利用する必要がある 

 以下の要件を満たす退出用の手動開錠装置（REX）を扉の隣に備え、扉を開錠する 

– 適切な表示がある（例：“PUSH TO EXIT”） 

– 錠への電力を直接遮断する（例：錠制御回路に直結） 

– 作動時に、最低 30 秒間開錠する 

 設備の火災警報システムの警報の始動、または設備のスプリンクラシステムの起動により、自動で扉を開錠し、

火災警報システムが手動でリセットされるまで扉を開錠したままにする 

高度なセキュリティがデータセンターまたはコンピュータ室内に必要な場合は、以下の条件のもとに、退出用装置を 3 秒

以内押した後、通常 15～30 秒間は退出させないようにする、退出遅延型の施錠システムを避難扉に設置することが

望ましい。 

 設備の火災警報システムの警報の始動、または設備のスプリンクラシステムの起動により、自動で扉を開錠し、

火災警報システムが手動でリセットされるまで扉を開錠したままにする 

 開錠プロセスの始動により、扉付近で聴覚的警報および視覚的信号が起動する 

 開錠後、施錠は手動の方法のみで行われなければならない 

 扉の退出側に表示をする（例：「警報が鳴るまで押す。15 秒後に開錠される」） 

避難口の扉は常時監視し、アクセス制御システムからの指示以外の手段で開放された場合、警報が発報することが望

ましい。遅延時間の設定に際しては、警備の応動、監視カメラの起動、または避難口監視のための他の手段の起動の

ための所要時間や、警報発報の原因等にに基づくことが望ましい。 

避難扉の開錠警報の発報前から発報中を通じて、バッファリングした記録映像を恒久的に保管し、セキュリティ要員が

事後の調査に使用できるようにするため、VSS との接続を確保することが望ましい。 

12.6.3.8 電子的アクセス制御（EAC）システム 

12.6.3.8.1 序文 

本システムは物理アクセス制御システム(PACS)とも呼ばれ、特定の要素を用いて個人を認証し、アクセスを許可また

は拒否する機能を持つ。優れたアクセス制御システムは、以下の機能を備えることが望ましい。 

 個人の認証に基づき、建物またはキャンパス全体へのアクセスを許可または拒絶するための機能 

 全ての入口について、アクセス許可、不正アクセス、こじ開け等、機器故障等を含む全ての事象を集中的に

記録し、検索可能とするセキュアなログ機能 

 端末装置が中央サーバと通信不能となっても、現地のアクセス制御およびログ記録機能を維持 

12.6.3.8.2 一般的な推奨事項 

EAC システムは、施設またはキャンパスの要求事項を踏まえて選定することが望ましい。EAC システムは、以下のすべ

てを記録することが望ましい。 

 入退時刻 

＜次頁に続く＞ 
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 入場者の ID 

 認証方式 

 アクセス場所（及び該当する場合はその方向） 

12.6.3.8.3 アクセスカード 

アクセス制御用のカードシステムは、アクセス権限を持つすべての者に固有のアクセス/ID カードを発行する。カードリーダ

は、有効なカードがリーダに読み取られた際に開錠または開扉するセキュリティシステム、および扉制御システムと接続さ

れ、施設のすべての指定された入口に設置する。 

アクセスカード自体は数十年に亘って使用され続けている。コンピューターの処理能力向上により、カード内の古いセキュ

リティ機能については、現在ではセキュアとは言えなくなり、互換性上の理由により維持されている。特に、IC を内蔵しな

い磁気カードは、セキュリティ上の理由から利用しないことが望ましい。新規のアクセスカードシステムの採用に当たっては、

以下の機能について検討することが望ましい。 

 電磁的機能－使い勝手と衛生上の観点から、非接触のカードの使用が望ましい。通常、カードはリーダーか

ら 75mm（3in）以内の距離で使用される。アクセスカードの選定に当たっては、『ISO/IEC 14443』準拠の

ものが望ましい。これらのカードは非接触カードと総称され、リーダーとの通信には、充分な帯域を確保するため

に 13.56MHz の周波数を使用している接触式のカードの使用が必要な場合は、『ISO 7816』に準拠したも

のとすることが望ましい。 

 暗号化要件－IC カードのすべてが十分なセキュリティを備えているとは限らない。IC は公開鍵ー秘密鍵方式

暗号（PKI）に対応し、電子署名の確認と暗号化状態での情報の保存機能を備えることが望ましい。IC は

カードを運用するシステムがこのレベルで機能することを求められる。ソフトウェアについては、評価保証レベル

（EAL）4+以上のものとし、カードベンダーはソフトウェアのリリース後に発見された脆弱性について、対応する

アップグレードの提供を義務付けることが望ましい。 

 アプリケーションのプロトコル－ベンダ毎にそれぞれ異なるプロトコルが実装され、異なるセキュリティ水準となる。

実装例の多いものは以下の通り。 

– MIFARE-このブランドの下にはいくつかの製品群が存在するが、一部のものはデータセンター環境での使

用に必要な水準に達していない。MIFARE Plus SL3 または MIFARE DESFIRE EV1 以上のモデル

を使用することが望ましい。 

– iClass SEOS - HID Global 社によって提供され、 iClass 製品群の一部であるが、iClass とは異なる

技術を使用しており、高水準の認証が求められる場合に採用を検討することが望ましい。 

12.6.3.8.4 カードリーダシステム 

Figure 12.4 に、カードリーダのシステムトポロジの一例を示す。 

カードリーダには 3 種類が存在する。 

 ベーシックリーダー：リーダーから制御盤までシリアルプロトコルで情報伝達を行い、リーダー自体はアクセス制御

に関する判断を行わない。ベーシックリーダーとその制御盤の間の通信は暗号化することが望ましい。 

 セミインテリジェントリーダー：ベーシックリーダーと同様に制御盤を備え、サーバがダウンまたは通信途絶してい

る場合においても、制御盤自体が認証に必要なキャッシュ機能を持つ。 

 インテリジェントリーダー：認証に必要なキャッシュ機能を持ち、独自にアクセスに関する判断を行うことが可能

で、サーバとは TCP/IP で通信する。 
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Figure 12-4 アクセス制御トポロジの一例 

  

データセンター環境においては、カード情報の読み取り、生体認証、および PIN 入力を一台で可能な複合型のリーダー

の使用が望ましい。リーダーシステムの選定に当たっては、以下を考慮することが望ましい。 

 リーダーは複数の認証プロトコルおよび認証方式に対応し、実装期間を通じて柔軟性を担保することが望まし

い。 

 全ての要素間の信号・通信は、物理的ならびにプロトコル段階でセキュアとすることが望ましい。特にカードリー

ダー／制御盤とサーバ間の通信で TCP/IP を使用する場合は、通信を暗号化することが望ましい。 

 リーダーに内蔵する暗号鍵、パスワード、生体認証情報等はすべてセキュアとすることが望ましい。 

 屋外において生体認証を使用するリーダーについては、正しく動作させるために、埃などの屋外の汚損物質か

ら防護することが望ましい。 

 セキュリティ上の脆弱点が判明した場合、ベンダはソフトウェアのアップデートを提供することが望ましい。 

指紋認証について： 

 解像度は 250DPI (点／インチ)以上としなければならない。一部の用途では、規格にて 500DPI 程度の高

解像度が要求されている場合もある。 

 偽造防止のため、指の生体検知機能の実装が望ましい。 

顔認証について： 

 認証装置は、屋内の照明環境ならびに暗闇においても識別可能であることが望ましい。 

 偽造防止のため、顔の生体検知機能の実装が望ましい。 

12.6.3.9 高度なアクセス制御手法 

12.6.3.9.1 一般的な推奨事項 

データセンター用のすべての電気的カードアクセスシステムには、単独のカードまたは生体認証で制御される扉口を複数

の人間が同時に通過する事を検知する機能を組み込み、動作させることが望ましい。マントラップ区画内の超音波スキ

ャンにより、施設に入場する人物は 1人であることが確認でき、権限のある従業員、請負業者、または来訪者によって、

権限のない人物の共連れ入場ができなくなる。 

データセンター用のすべての電子的カードアクセスシステムには、アンチパスバック機能を組み込み、動作させることが望ま

しい。この機能では、退場記録の無い入場者の再入場を許可しないことが望ましい。この機能を有効にした場合、デー

タセンターまたはコンピュータ室内の通常時の正規の通行を妨げないが、複数の従業員、請負業者、または来訪者が 1

枚のカードで同時に入退出することは制限される。 

扉用のカードリーダシステム  

カードリーダ 

電磁錠 

解錠ボタン／ 

カードリーダ  
操作盤 

（任意） 

    カードリーダー

システム 

 

バックエンド

サーバ 
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アクセスが特に限定される高価値領域内または機密領域内では、セキュリティ設計者は「ツーマンルール」の適用を考慮

することが望ましい。 この電子的アクセス制御システムの機能は、いかなる特定領域内においても 2 人以上の許可され

た人物が同時に存在することを必要とする。制限されている部屋または領域が無人状態の場合、2 人の許可された人

物が各自のアクセスカードを定められた時間内（通常 45 秒）に使用する必要があり、使用しないと進入を拒否され、

ログの保存または何らかの通知が行われる。 

12.6.3.9.2 マントラップ 

確実なアクセス制御を実現するために、警備員の有無にかかわらず、マントラップの両側にインタロック機能を備えた扉を

使用することが望ましい。マントラップでは、カードリーダ、生体認証装置、および区画内の超音波スキャンの全てを使用

して、マントラップの通過を、保安領域に進入を許可された要員および人数に制限することが可能である。マントラップは

入退場両方の管理に使用可能である。 

アクセス制御および侵入センサに加え、各マントラップにおいては、化学兵器、生物兵器、放射性兵器、および核兵器

の脅威を検知する機能を有していることが望ましい。 

12.6.3.9.3 サリーポート 

サリーポートは、屋内又は屋外にある、2 か所のインタロック制御付きの扉または門で守られた、歩行者用または車両用

の制限された空間を指す。サリーポートでは、施設に進入する要員または車両がサリーポート内に入った後、認証開始

前に 1 つ目の扉を閉じ、2 つ目の扉は認証後に開くようにする。データセンター内でサリーポートを設計する際は、セキュ

リティの検討項目に以下を含む。 

 ID 確認および認証中の車両または歩行者をサリーポート内に留めること 

 建物内に設置する場合、事前に所定の爆発力に耐えられることが望ましい 

 識別、認証、および検査のために安全で隔離された場所を備えること 

 車両検査用の固定式および可動式視認装置を有することが望ましい 

 通常用および緊急用通信機器を設置することが望ましい 

 サリーポート領域を離れずに聴取を可能とするために、サリーポートへのアクセスが可能な個室を有することが

望ましい 

 サリーポートには、金網フェンス等で作られた屋外用の物から防爆ガラスで作られた屋内用の物まで多くの種

類がある 

さらにサリーポートは、便乗や共連れによる無許可の進入を防止するために、車両の進入を 1 台毎に制限するように設

計することが望ましい。 

12.6.3.10 回転ゲート 

回転ゲートを使用してデータセンターの保安用に歩行者アクセスを管理する場合は、回転ゲートは人の身長を超える高

さで、電子的アクセス制御システムと連動するか、または警備員による監視および管理を実施するかのいずれかであるこ

とが望ましい。腰高の回転ゲートは容易に乗り越えられてしまうため、警備員その他の対応策で補強しなければ効果は

ほとんどない。 

12.6.3.11 守衛詰所 

守衛詰所/警備員詰所の設計・構築時は、以下の事項を考慮することが望ましい。 

 全方位の視界が遮られないようにする 

 入退場する車両を停車および検査できるようにするために車道の中央に位置する 

 出退勤時およびその他の混雑する時間帯に、利用する交通量へ対応する 
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 車両交通を効果的に制限するアーム式交通遮断機、昇降式ボラード、その他の装置を設置する 

 業務時間外の入退出用のアクセス制御 

 歩行者の通行制限の手段が不十分か、歩道が存在しない場合、またはセキュリティ要員が通行を十分に制

御できない場合は、歩行者用の回転ゲートを設置する 

 事前の許可がない者、もしくは、従業員、請負業者等のうち、ID バッジを紛失、バッジに問題のある者に対応

するための待合区域 

 運転手/同乗者全員と、前後のナンバプレートが識別可能な画像、および守衛詰所、ゲートとそれらの周辺の

画像を監視・記録するための複数のカメラを使用した VSS 監視 

 守衛詰所の全ての角に、コンクリートを充填した高さ 1m（3.5ft）以上のボラードを 1 つ以上設置する。金属

製のガードレールは代替案の 1 つである 

 犯罪率の高い地域では防弾性能を備える 

周辺警備に必要な警備員または従業員の人数を減らすことを目的とした遠隔操作の守衛詰所/検問所を採用する場

合、以下の機能を備えることが望ましい。 

 接近する車両や運転手の識別画像、および追加でゲートの画像を送信する VSS 

 日没後の運用のための照明 

 インターホンシステム 

 電動ゲート 

 1 つ以上のアクセス制御システム（例：カード、生体認証、タッチパネル） 

 ループコイル式車両検知器 

12.6.3.12 バッジ運用および識別 

定められたバッジ運用と識別に関するポリシーを遵守しなければならない。バッジ運用並びに識別に関するポリシーにつ

いての更なる情報は、『BICSI009』を参照。 

12.6.4 警報 

12.6.4.1 序文 

データセンターのセキュリティに関係するさまざまな状態を検知するために、警報は 1 つ以上のセンサ技術を使用する。セ

ンサ技術には以下が挙げられる。 

 音響 

 静電容量 

 電気機械式 

 ガラス破壊センサ 

 熱または赤外線を検知し、画像化するパッシブ型赤外線（PIR） 

 光（光電、レーザ等） 

 超音波およびマイクロ波 

 振動 

12.6.4.2 一般的な推奨事項 

音響センサは、保護対象とする領域内で発生した音を検知および録音するとともに、フェンスや通信ケーブル管路を伝

って伝播する交通や天候による音をフィルタリングして、衝突、掘削、切断等で発生する音を検知した場合に直ちに警

報を作動させることが望ましい。 
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静電容量センサは、データセンターにおいては主に保護対象物品の周囲の電界を監視することに限定され、電界の変

化の検知に用いることが望ましい。 

電気機械式センサは、フォイル、ワイヤ、およびシールド検知器、感圧マット、機械接点および磁気接点等を含む。デー

タセンター内でセンサとして使用する場合は、これらのセンサは、侵入者の行動に伴う物理的な動きや圧力を検知し、

警報を作動させるように設置することが望ましく、多様な場所に設置可能である。 

ガラス破壊センサは壁面や天井表面に設置可能であるが、センサを作動させるために必要な音波を直接受けるために、

監視する窓の正面に設置することが望ましい。一部のガラス破壊センサは、RFI による誤警報を起こしやすい。データセ

ンター内で使用するガラス破壊センサについては、RFI による誤警報を発報しない方式を採用することが望ましい。 

データセンター内のパッシブ型赤外線（PIR）センサは、侵入者がその感知範囲内を横切らざるを得ない位置に設置

することが望ましい。PIR 装置は、外周、領域、対象物品の保護に使用可能である。従来は障壁類または機械式検

知器のみで保護可能であった、天窓およびマンホール等の領域も保護できる。 

誤警報の原因としてよく知られる条件は以下の通りである。 

 温度の急速な変化 

 明るい外光または直射日光 

 虫類 

 すきま風 

 RFI 

光電センサは、データセンターまたはキャンパスの屋内外において、不可視光線の遮断を検知可能なあらゆる地点で用

いることが望ましい。誤警報は、雪や豪雨等の一定の気象条件、または屋外環境では動物によっても発生する可能性

がある。 

超音波およびマイクロ波センサの動作は、PIR センサとよく似ているが、赤外線の代わりにそれぞれ音波や電波を検知す

る。これらのセンサは、事務室、倉庫、TR、搬出入口、およびデータセンター領域等の保護対象とする領域内に動作

の種類が限定される屋内で使用することが望ましい。 

振動センサは、データセンターの安全な金庫、金庫室、倉庫、またはその他の保護領域において、壁もしくは床に穴を

開けられる恐れがある場所に設置することが望ましい。データセンター専用建物または高セキュリティ拠点では、外部境

界フェンス内またはその上部にセンサを使用することが望ましい。 

注：  センサは、隠すか容易に触れないようにすることが望ましく、特定のフェンス材、構造、または美観的要素によって実現可

能である。 

データセンターの保護領域内および外周での使用を検討することが望ましいその他のセンサには以下が含まれ、これらは

一般的に CBRNE センサと呼ばれている。 

 化学兵器 (Chemical) 

 生物兵器 (Biological) 

 放射線兵器 (Radioactive) 

 核兵器 (Nuclear) 

 爆発物 (Explosive) 

12.6.4.3 侵入警報 

侵入警報は、入口、部屋、または一般領域における無許可の人物の存在と通行、あるいは対象物への近接を検知す

るために使用する。 

侵入警報は、以下の基本的な作動条件を 1 つ以上用いることが望ましい。 
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 電気回路の開路 

 光線の遮断 

 音響の検知 

 振動の検知 

 静電容量の変化の検知 

12.6.4.4 その他の警報システム 

火災検知および防火の詳細は 11 章を参照。 

水検知は 10 章の漏水検知を参照。 

12.6.4.5 統合 

すべての警報出力は、次の 3 つの方法や場所のいずれか 1 つで表示することが望ましい。 

 現地 

 外部の集中監視センター 

 専用線（自社セキュリティ司令センターへ） 

任意の警報出力の救急、消防、警察組織への直接連絡が望ましい場合は実装しても良く、または AHJ の要求がある

場合は実装しなければならない。 

現地における警報は、警報が検知され、対処される保証がないため、データセンター設備内の唯一の警報表示場所と

して使用しないことが望ましい。現地警報は、他の表示方法と併用する場合に利点がある。利点には以下が含まれる。 

 心理的抑止効果 

 低コスト 

 犯罪活動または権限のない活動を中断させる 

集中監視センターへの警報転送を利用する場合、データセンター事業者は定期的に監視を行う会社の訓練及び対応

を試験し、評価することが望ましい。提供される監視サービスに警報への一次応動も含まれる場合は、定期的に集中

監視センターの警報応動者の身辺調査と訓練の結果を評価することが望ましい。 

警報システムとアクセス制御システムは統合して、要求するセキュリティ運用パラメータのプログラミングや、警報条件への

反応を整合することができるようにする必要がある。例えば、多くの施設では、火災警報信号の始動により自動的に施

設内の避難出口扉を開錠し、要員が施設から素早く退避できるようプログラムされている。動作感知によるセキュリティ

警報の始動により、セキュリティシステムのコンピュータにその場所の動画を自動的に表示開始させるようプログラム可能

である。 

12.6.5 監視 

12.6.5.1 序文 

警備では、人的監視およびシステムによる監視という、2 種類の監視を活用する。人的監視は、主に人間が行うもので

あり、本規格の範囲外である。システムによる監視は、通常はカメラや VSS の他要素といった電子機器によって実施さ

れる。 

VSS はデータセンターのセキュリティにおいていくつかの目的を担っている。 

 セキュリティおよび監視要員が多くの場所を同時に観察できるようにする 

 警報作動中およびアクセス制御事象発生中、監視対象領域の視覚的記録を提供する 
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 起訴告発および社内処分における証拠として使用するために、犯罪、民事の侵害、および運用上の違反を

記録する 

 データセンターに対する民事告訴および刑事告発への弁護材料として使用するために、監視対象領域および

従業員の活動を記録する 

 動画分析システムの一環として、動画の内容を所定の手法に基づき分析し、条件が満たされた場合に警報

を発報する（例：無人であるはずの領域内に動くものがある） 

12.6.5.2 推奨事項 

リスクと脅威および脆弱性評価の結果を踏まえて、カメラ位置、撮影コマ数（fps）、解像度、照明、およびその他の

基準をすべて定めることが望ましい。VSS 設計が承認される前に、資格のあるセキュリティコンサルタントが脆弱な領域

を特定し、運用的、技術的、環境的パラメータを評価することが望ましい。 

顔、車両、動作の種類、その他の重要な事実を認識するために十分な画像解像度を得られるように、カメラ位置は照

明設計者と協議して決定することが望ましい。屋外環境においては、画像感知技術の種類、レンズの特徴、および照

明が視界または記録動画の可用性に影響する可能性があるため、照明設計者との協議は特に重要である。 

VSS 機器によって、すべての監視対象の前後からの映像が得られ、安全な環境において個人を明確に識別でき、時

刻が記録できることが望ましい。 

カメラは盗難、破壊、または無力化に対して保護されることが望ましい。カメラの保護方法は以下を含む。 

 通行者および車両から届かない場所にカメラを設置する 

 安全な囲いまたはドームでカメラを保護する 

 著しい高温又は低温環境下、あるいはカメラの運用上環境管理が必要な場合には、環境管理を実施する 

 支持できる物体に確実に設置し固定する 

 高リスク状況においては、カメラに警報センサまたはスイッチを取り付けても良い 

 IPカメラはシンプルネットワークマネジメントプロトコル（SNMP）を利用可能であり、カメラがネットワークを外れ

ると警報を作動させることが可能である 

公然または秘密の監視用にカメラを選定する際、設計者は VSS 要素を選定する前に、以下の性能基準を考慮する

ことが望ましい。 

 動画解析 

 逆光補正 

 環境的な動作限界 

 撮像素子 

 インターネットプロトコル（IP）対応 

 光補正 

 同期方法 

 パワーオーバイーサネット能力 

 解像度 

 感度 

 S/N 比（SNR） 

 大きさ――寸法および重量 

 遠隔計測 

 動画出力レベル 
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固定カメラは指定の領域を監視するために設計され、調整可能な雲台とレンズを備えることで、撮影領域と焦点距離

の範囲設定が可能になる。焦点距離と撮影領域の範囲の設定後は、それらを固定したままにする。 

パンチルトズーム（PTZ）カメラは一体式電動型機構を有しており、専用のジョイスティック/キーボードコントローラから

遠隔制御で撮影範囲を動かし、カメラの動作限界範囲内で画像の拡大倍率を変更することが可能である。PTZ カメ

ラは視野範囲内の指定領域を自動的にスイープするようプログラム可能であり、不審な動きを見つけた領域を手動で

監視したり、画面を拡大したりすることが可能である。 

屋外設置のカメラは環境耐性を備え、カメラの動作可能な筐体内温度を維持するためにヒータおよびファンを内蔵する

ことが望ましい。 

光量の不足が予期される場合、VSS は以下の条件に合わせて設計されたカメラを使用することが望ましい。 

 昼夜兼用の監視カメラは、日中にカラー動画を写すために使用されることが多く、低照度の夜間には白黒動

画に切り替わる。 

 赤外線（IR）投光器は、人間の目にはほとんど見えない赤外線を発生させ、赤外線カメラが、可視光線を

投光する必要なく、夜間に高品質画像を撮影できるようにする。 

 カメラ後方からの光量またはカメラと同一方向に向かう光量を最大限にするようにカメラを設置し、カメラレンズ

を直接照らす光源を避けることが望ましい。現代のカメラ技術は、小光量下および赤外線スペクトルで感度の

高い電荷結合素子（CCD）チップを利用している。 

 動画監視を行っている領域への光源は、蛍光灯または HID メタルハライド灯等、優れた演色性を有すること

が望ましい。演色性が悪く、動画監視機器性能を十分に発揮できない低圧ナトリウムランプ、高圧ナトリウム

ランプ、および水銀灯の光源の利用は避ける。 

一部の動画監視システムは、カメラが検知した動きを識別し、警報、記録、またはログエントリ等のプログラムされた反応

を始動する「動画解析」機能を有する。動画解析機能を持つカメラは、高価値または機密領域など、特定の資産がリ

スクにさらされている場所や、攻撃頻度が低く、常時監視を記録する価値の無い場所に使用することが望ましい。 

動作しない、偽の、または「ダミー」のカメラはデータセンターのいかなる領域においても使用しないことが望ましい。これらの

偽カメラは容易に認識可能であり、発見された場合は、データセンター設備の管理者のさらなる責任問題に発展する

恐れがある。 

データセンター用の VSS を選定する際、IP カメラを検討することが望ましい。IP カメラは以下に挙げる性能面の利点を

持つが、ネットワーク性能を落とさずに適切に運用するためにネットワークエンジニアと調整する必要がある。 

 カメラはパワーオーバイーサネット（PoE）を使用して、別個の電源回路の必要を排して作業費用およびケー

ブル費用を削減できる 

 上記の設置費用の削減だけではなく、PoE ネットワーク機器へは、通常は冗長構成の UPS および発電機か

ら供給されており、PoE は、カメラやセキュリティの電源の信頼性を高めることにもつながる 

 監視画像を、権限のあるユーザがネットワークから直接共有利用可能である 

 オープンアーキテクチャ環境では、既存の構内ケーブリングシステム（SCS）インフラを使用する 

 カメラシステムは拡張性が高く、容易に増設できる 

 権限のある在館者の施設または制限空間内への入退場を把握するための定期的な動画の恒久保管は、物

理メディアではなくネットワークストレージシステムを使用しても実施可能である 

 動画を補完する目的は、調査が必要な事象が発生した場合に備え、記録を保持するためであることが多い 

VSSが警備員その他の要員により現地で使用される場合、カメラ映像の出力方法は監視対象の領域内における人ま

たは資産の脅威やリスクおよび脆弱性に基づいて決定することが望ましい。監視カメラ映像の出力方法には以下の 4 つ

の方法がある。 
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 専用モニタ 

 分割画面 

 連続切替 

 警報時切替 

VSS と警報またはアクセス制御設定との統合を、データセンターのセキュリティ計画の一部にすることが望ましい。上記の

例としては、コンピュータ室内のツーマンルールが破られた際に、当該室の固定カメラ映像への自動切替や、PTZ カメラ

の撮影範囲を当該室の出入口に自動的に合わせるが挙げられる。 

また、データセンターの物理配線インフラへの無断接続または抜去により作動したイベントおよび警報用にも、SNMP を

使用することが望ましい。上記の例としては、データスイッチへ接続を試みることで監視システムが起動し、ネットワーク運

用センターに無断立入の可能性を通知する、被監視側電気通信室内の固定 VSS カメラ、インテリジェントパッチング、

および統合警報がこの例として挙げられる。 

12.6.6 時刻同期 

12.6.6.1 必須事項 

ネットワークに接続され、時刻を使用する全ての装置は、セキュリティ上、可用性と精度が高い単一の時刻ソースに同

期させなければならない。 

12.6.6.2 推奨事項 

データセンター内のほとんどのシステムは、データセンターの内外と通信する際に正確な時刻を必要とする。更に、データ

の監視およびログシステムは、異なるシステムの記録から事象を再構成するにあたって、正確に同期された時刻を必要

とする。PC ハードウェアに内蔵される CMOS クロックをこの用途に使用することは、長期的には時刻のずれが生じるた

め、データセンター内での使用は推奨されない。 

ミッションクリティカルな用途については、非 IP のネットワークに接続された装置のマスタークロックとして原子時計

(Stratum 2 等)の設置を検討しても良い。もう一つの選択肢としては、データセンター内の高可用性のサーバ群をデータ

センターのマスタータイムサーバーとして利用することも考えられる。Windows ドメインの環境であれば、ドメインコントロー

ラーをタイムサーバーとすることで、そのドメインに接続された全てのクライアントおよび装置に時刻を提供することもできる。

複数拠点を低遅延のネットワークで接続した分散型環境においては、全ての機器（サーバ、クライアント、ネットワーク

機器等）が、データセンター内部に設置された高可用性のマスタータイムサーバーを使用することが望ましい。 

マスタータイムサーバーは外部の信頼できる時刻源と同期する必要がある。最も多く利用されているのは、マスタータイム

サーバーのみが接続する、インターネットタイムサーバーまたは GPS 時刻同期である。 

12.6.6.3 ネットワークタイムプロトコル（NTP） 

時刻同期には、一般的に NTP（Network Time Protocol）または SNTP（Simple Network Time Protocol）が

使われ、UTC 時刻を提供している。両方とも UDC ポート 123 を使用し、インターネット上で時刻を数十ミリ秒の精度

で同期できる。タイムゾーン情報を含まないため、UTC 時刻を提供するシステム間で利用できる。しかし、NTP を用いる

クライアントと SNTP タイムサーバーの間には既知の問題が存在するため、タイムサーバーとクライアントの間の同期には

検証が必要である。 

12.6.6.4 インターネットタイムサーバー 

インターネット上には、無料で時刻を提供する高可用性の NTP サーバ群が存在する。インターネットタイムサーバーの選

定に当たっては、以下の事項を考慮することが望ましい。 

 そのデータセンターが立地する国内で、立地点に最も近い公開 NTP サーバ群を選定する。 

＜次頁に続く＞ 
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 pool.ntp.org のように、サービス復旧が速い NTP サーバープールを選定する。 

 データセンター内の全ての機器を個別にファイヤーウォール経由で NTP サーバに接続せず、同期要求を集約

するマスタータイムサーバーをセンター内に設置し、外部 NTP サーバへはマスタータイムサーバーから接続する。 

12.6.6.5 GPS 時刻同期 

全球定位システム(GPS)は、位置および時刻情報を提供する衛星ベースのシステムである。GPS の時刻信号は、比

較的低コストのアンテナおよびレシーバのシステムによりマイクロ秒の精度が得られる。GPS による時刻同期装置を選定

する際には、以下の事項を考慮することが望ましい。 

 GPS 信号専用のアンテナは、BNC、TNC、N-type 等のコネクターを使用した 50 オーム同軸ケーブルを使用

する。ケーブル長が長くなる場合はアンテナを高利得とし、GPS レシーバで電源供給する。 

 GPS アンテナ／レシーバ一体型は、一般的に RS232 接続が使用されており、ケーブル長の制限と電源要件

から、採用しない。 

 GPS アンテナは屋上に設置し、360°の視角を確保して、複数の衛星から受信できるようにすることが望ましい。 

上記を重視しない場合は、アンテナを屋内の窓際に設置しても良い。 

 アンテナを屋外に設置する場合は、近隣への落雷に伴うサージ電流が NTP サーバを損傷させないため、アン

テナケーブルと直列にサージ抑制装置を設置することが望ましい。 

 軍事組織（米軍）によって運用される GPS 衛星の利用が懸念事項となるのであれば、ヨーロッパのガリレオ

全球測位衛星（GGNS）システムが 2019 年には運用開始となるので、ベンダと相談することが望ましい。 

 保守性および不具合対応のため、他の装置へのアドオンモジュールではなく、GPSアンテナに接続されたGPS

ベースの NTP 装置から時刻情報を提供することが望ましい。 

 上記の NTP 装置からは、全ての機器に直結するのではなく、単一の高可用性のマスタータイムサーバー群に

接続し、それを経由して時刻信号を提供することが望ましい。 

12.7 建物に関する推奨事項 

12.7.1 一般的な推奨事項 

データセンターは、全在館者への通知手順および避難経路の掲示を含めた避難計画を策定することが望ましい。 

見学の対象からは、機密性の高いコンピュータ機器が運用されている場所や、個人情報または機密情報が目に触れる

場所、および高価な物品の保管場所は除外することが望ましい。データセンターおよびコンピュータ室の見学を実施する

際は、カメラおよびカメラ付き携帯電話等の使用を禁止することが望ましい。 

データが通過する領域（引込室、TR、メディア保管室、コンピュータ室等）はすべて、一定水準のアクセス制御を導入

することが望ましい。 

高価値のコンピュータ、衛星、ネットワーク機器およびその他のハードウェアやソフトウェアは、EAC を備えた室内に保管し、

権限のある要員のみが入室でき、紛失時に追跡ログを得られるようにすることが望ましい。 

メディア保管庫、廃棄物処理、および化学物質保管場所は、コンピュータ、ネットワーク、通信機器から隔離することが

望ましい。 

建物管理、技術、および施工関連の請負業者などの全要員は、セキュリティ部門によって事前審査を受けることが望ま

しい。事前審査を受けていない代替要員による、敷地、建物、データセンターへのアクセスは拒否することが望ましい。 

12.7.2 戸口および窓 

屋根からの侵入経路となり得る、天窓、窓、明かり取り、アトリウム、坪庭、光庭、またはその他の開口部には、当該領

域のセキュリティ要件を満たす対応策とともに、セキュリティ設計者が承認することが望ましい。 
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62,000mm2（96in2）を超えるすべての暖房、換気、空調用の開口部には、建物内への無断侵入を防ぐために何ら

かの障壁を設置することが望ましい。この推奨事項は、屋根または壁を貫通する他のインフラ用開口部にも適用される。 

ロビーに設置する扉には、現地の建築関係法令に準拠したグレージングを施す必要がある。覗き窓およびガラス扉は、

防犯ガラス製とする必要がある。 

すべての外扉は、最低 1.3mm（16 ゲージ）厚の鋼板で補強した芯材のある扉であることが望ましい。 

屋根ハッチは、最低 1.3mm（16 ゲージ）厚の鋼板とし、施錠は内側からのみとすることが望ましい。 

屋上に上るはしごを建物外皮に設置する場合、昇降防止用のはしごカバーではしごの下端から 3m（10ft）を保護す

ることが望ましい。 

恒常的な屋根へのアクセスは、すべて建物内部からとすることが望ましい。 

屋根へ通じる扉は、ダブル・シリンダーを含め、外装扉のセキュリティ要件を満たすことが望ましい。 

窓は、コンピュータ室、倉庫、機器室、トイレ、ロッカー室、またはインフラ設備室に設置しないことが望ましい。窓が新た

に必要なまたは既にある場合は、窓枠の下端は床面または足場となる可能性のあるすべての箇所から最低 2.4m

（8ft）上に位置しなければならない。 

窓枠は、内側から固定し、こじ開けに耐えられる強固なサッシ材で施工されることが望ましい。 

すべてのインフラ設備室、引込室、TR、コンピュータ室に通じる扉は、使用していないときは必ず施錠することが望ましい。

これらの部屋に通じる扉には、扉に何かが挟まっているか 30 秒以上開放されている場合に、警報を作動させる扉セン

サを取り付けることが望ましい。 

12.7.3 表示および掲示 

すべての立入禁止領域、部外者立入禁止領域、限定公開領域、保安領域は、目立つように表示することで指定す

ることが望ましい。 

コンピュータ室、保護領域、および機密領域は、関係者以外に公開される全ての一覧表、標識、および地図に掲載し

ないことが望ましい。 

12.7.4 施工 

データセンターを既存建物に構築することを計画している場合は、床、天井、壁の突破に必要な所要時間を予測する

ために、セキュリティ調査の際にそれらの構造についての分析を行うことが望ましい。 

侵入警報および監視システムを、突破のリスクが特定された建物内外の天井、壁、床に追加することが望ましい。上記

には、管理区域上部の天井裏や、管理区域と同一防火区画内の隣接領域も含まれる。 

外扉は、使用する材質を金属板や木板、網入りガラスのみとするか、一定水準のメタルスクリーンで覆うことが望ましい。  

可能であれば、コンピュータ室には外窓または外扉がないことが望ましい。 

12.7.5 エレベーター 

保護領域に面するエレベーターは、選択したフロアを訪れる乗員を確実かつ適切に ID 識別および認証するための、電

子的アクセス制御システムを 1 つ以上備えることが望ましい。 

可能であれば、保護領域または機密領域には専用のエレベーターを別途設計することが望ましい。 

12.7.6 非常口 

非常口は、内側からのみ操作可能な設計とすることが望ましい。 

設計者は、自動ドアクローザを設置し、非常口扉の外側から扉ハンドルを取り除き、この扉を使用して施設内に進入で

きないようにすることが望ましい。 
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12.7.7 公共インフラ 

すべての公共インフラは地中引き込みとすることが望ましい。公共インフラを地上引き込みとしなければならない事情があ

る場合は、引込点の地上高を最大限確保し、建物外皮の内側まで安全に管路に収める必要がある。 

12.7.8 危険物の保管 

腐食性または可燃性の洗剤は保管庫内または専用の部屋で常時保管することが望ましい。これらは引込室、コンピュ

ータ室、メディア保管室、TR、またはその他の通信、ネットワーク、ITE が設置、保管されている場所に決して保管しな

いことが望ましい。 

洗剤およびすべての腐食性または可燃性液体は、可能な限り保管量を少なくした上で、認定された容器を用いて保

管する。 

12.8 コンピュータ室および重要設備の領域に関して特別に考慮すべき事項 

12.8.1 概要 

セキュリティ計画には、コンピュータ室および重要設備の領域に関して特別に考慮すべき事項を含めることが望ましい。 

データセンターの運用において、ミッションクリティカルとみなされる、すべてのコンピュータ室およびその他の領域は、建物の

内外を問わず、部外者の立入を禁止することが望ましい。 

すべてのセキュリティ要員は、これらの領域の位置を把握していることが望ましい。 

潜在的に侵入口となり得る天井および床下を含めたコンピュータ室の各面を、侵入警報および監視装置によって保護

することが望ましい。 

コンピュータ室およびすべての重要な領域のすべての入退を追跡および管理するために、電子的アクセス制御（EAC）

を導入しなければならない。 

アクセス制御、監視装置、および警報の使用は、すべてのコンピュータ室および重要設備を保護するため、セキュリティ

計画に定める指針および手順に記述されている通りに実施することが望ましい。これらの領域を保護するために、通常

実施される対応策には以下が含まれる。 

 錠および障壁等のアクセス制御装置 

 CBRNE の探知および防護 

 警備員の巡回 

 侵入警報 

 マントラップ 

 火災、煙、水、および温度等のセンサ起動型警報 

 標識 

 監視 

無人データセンターや、従業員およびセキュリティ要員が現場に常駐するとは限らない場合は、全社大の NOC やセキュ

リティセンター等の最低 1 か所の中央制御室にて侵入警報を監視することが望ましい。 

コンピュータ室へのアクセスは常に制御しなければならない。 

データセンターやコンピュータ室の主電源および予備電源、引込室、TR、その他ミッションクリティカルなインフラは、安全

な領域に配置し、破壊工作の有無を定期的に調査することが望ましい。 

コンピュータ室内ではバッジ運用指針を厳格に施行することが望ましい。従業員がバッジを紛失した、または忘れた場合

は、来訪者用バッジを着用し、バッジが見つかるか再発行されるまで、来訪者エスコート指針を満たすよう義務付けるこ

とが望ましい。 
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コンピュータ室内へのアクセス権を付与する権限は、可能な限り少数の要員に限ることが望ましい。 

コンピュータ室の扉は常に閉じて、施錠しておくことが望ましい。可能であれば、扉に警報を設置して、コンピュータ室の扉

が開け放しにならないようにすることが望ましい。 

すべての来訪者および請負業者には、エスコートされている場合でも、コンピュータ室へ入室する前に入退出ログに署名

を求めることが望ましい。 

コンピュータ室内に見知らぬ人物が見つかった場合は、積極的に身元を確認するよう、従業員に対して訓練することが

望ましい。 

データセンターは、コンピュータ室および高価値または機密扱いの物品が置かれている領域に対し、ツーマンルールの適

用を考慮することが望ましい。 

営業時間外のコンピュータ室へのすべての入退出は、データセンターのセキュリティ要員または責任者によって追跡および

確認されることが望ましい。 

すべてのリムーバブルメディアは、盗難または損傷の可能性を減らすために、未使用時は厳重に保管することが望ましい。 

テープ保管庫等、重要情報を保管するエリアの執務空間としての利用は禁止することが望ましい。 

コンピュータ室、高価値および機密扱いの領域から外部に出されるすべての容器（弁当箱およびブリーフケースを含む）

を検査することが望ましい。これにより、所有権を有する情報および保存メディアの無断持ち去りを防ぎやすくなる。 

すべてのベンダおよびインテグレータがインストール、保守、または更新作業を行う間、権限を持つデータセンター要員に

による、常時同行監視を義務付けることが望ましい。 

プログラミングまたはコーディング要員は、職務で必要になる場合を除き、コンピュータ室への常時アクセスを認めないこと

が望ましい。 

12.8.2 施工 

可能であれば、コンピュータ室は安全性の低い領域から物理的に離すことが望ましい。これらの領域は、標識の指針に

従い「立入禁止区域」または「管理区域」と表示することが望ましい。 

複数のテナントが入る複数階の建物に構築するデータセンターについては、データセンターの重要施設や ITE の上下階

で爆発する、可搬式爆発物による損害リスクを抑えるために、構造調査およびセキュリティ調査を実施し、調査結果と

して示された推奨事項を実施することが望ましい。 

コンピュータ室は、コンピュータ室を貫通、またはこれに隣接するスプリンクラ、冷却水配管、およびあらゆる飲用水配管

からの漏水の可能性に対処するために、十分な容量の排水システムを常に保持することが望ましい。 

コンピュータ室フロアの排水管には、必ず逆流防止弁を取り付けることが望ましい。 

コンピュータ室領域の屋根は、コンピュータ室から離れる方向へ水を排水するように施工することが望ましい。 

データセンターは、すべてのハードウェア、機器、および備品を十分に覆うことのできる防水シートまたはカバーを備えること

が望ましい。 

業務用の乾湿両用掃除機を、漏水した場合に備えてコンピュータ室の近くに配置することが望ましい。コンピュータ室で

使用する掃除機は、データセンター内に粉塵を再放出しないために、最低捕集率 99.8%の HEPA フィルタで微粒子の

濾過を行うことが望ましい。許容される粉塵の微粒子の大きさは別途規定されている可能性があるため、使用する掃

除機はこの規定の大きさに対応することが望ましい。 

12.8.3 盗聴 

高度な機密データまたは高価値データを扱うコンピュータ室は、データ処理作業の電子的な盗聴を阻止するために電

磁波低減措置（Tempest 対応）の設置を検討することが望ましい。 
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高度な機密データまたは高価値データを受領した場合、当該データを扱うコンピュータ室やデータセンター領域について

は、電気的盗聴装置の有無を定期的に調査することが望ましい。 

12.8.4 記録メディア 

コンピュータ室には、重要書類およびリムーバブルメディアを保管するために、耐火認定を取得した磁気メディアキャビネッ

トもしくは金庫を備えることが望ましい。 

記録メディアのラベリング、運搬、保管、廃棄、または使用は、特定の権限を有する従業員や請負業者に限ることが望

ましい。 

12.8.5 防火 

コンピュータ室にはごみ箱を一切置かないことが望ましい。すべての開梱作業はコンピュータ室外で行い、コンピュータ室

内のごみは即時撤去することが望ましい。 

腐食性または可燃性の洗剤液はコンピュータ室内に保管してはならない。 

12.8.6 粉塵 

シュレッダ、紙破砕機、紙裁断機は、常にコンピュータ室の外側に設置することが望ましい。 

紙製品および用紙は、常にコンピュータ室外に保管することが望ましい。 

紙製品をコンピュータ室内に保管する必要がある場合は、数量が 1 日の必要量を超えないように制限することが望まし

い。 

12.9 災害復旧計画 

12.9.1 序文 

すべてのデータセンターは、詳細な災害復旧計画を備えることが望ましい。物理的災害復旧計画は、組織の事業継続

計画（BCP）と IT 災害復旧計画を補完するか、それらの内に包含されることが望ましい。 

12.9.2 必須事項 

データセンター災害復旧計画は、以下に示す災害の各局面に対応しなければならない。 

 計画段階 

 災害/事故の発生前の活動 

 災害/事故の発生 

 災害/事故への対応 

 災害/事故からの復旧 

主要な内容、手順、およびすべての緊急対策用の一覧表を印刷したものを掲示し、その掲示物は厳重に管理し、更

新しなければならない。 

12.9.3 推奨事項 

データセンターは、災害復旧計画の調整および実施に責任を持つ災害復旧責任者（DRM）を選任することが望まし

い。 

短期および長期の事業中断の影響を詳細に分析することが望ましい。データセンターが最大 30 日間に及ぶ完全停止

となった場合の影響を評価することが望ましい。 

災害復旧計画の立案および定期更新に、専任の従業員および請負業者を参加させることが望ましい。 

災害の分類と、それらに対する計画は、『NFPA 1600』に示された指針に従うことが望ましい。 
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災害復旧計画は次の種類の大規模災害を考慮することが望ましい。 

 航空機墜落 

 化学薬品事故 

 粉塵 

 地震 

 伝染病 

 落下物 

 火災 

 電気事故 

 ハリケーン 

 地滑り 

 水、電気、および通信等の公共インフラの喪失 

 その他の自然災害 

 異常気象 

災害復旧計画は、データセンターに壊滅的な影響を与える恐れのある、次の種類の犯罪行為を考慮することが望まし

い。 

 放火 

 脅迫 

 突入/侵入盗 

 贈収賄 

 談合 

 陰謀 

 風紀を乱す行為 

 横領 

 恐喝 

 詐欺 

 誘拐 

 略奪 

 強姦 

 暴動 

 テロ 

 窃盗 

 不法侵入 

 破壊行為 

 知能犯罪 

データセンターは定期的および恒常的に災害復旧演習を行うことが望ましい。 

あらゆる問題に対処するために、この演習を評価し災害復旧計画を改善していくことが望ましい。 

災害復旧計画には、他の企業または組織との相互補助協定の作成を含めることが望ましい。 

災害復旧計画には、災害発生中にデータセンター運営を復旧させるために必要な、主要従業員または請負業者の指

名を含めることが望ましい。 
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指名された 1 次要員が対応不可能な場合に備え、予備要員を指名しておくことが望ましい。 

データセンターとセキュリティの要員は、道路および災害区域を管轄する適切な連邦、州、地方当局と協議して、自然

災害、IT 災害、人的災害時に必要な識別手段および権限を証明するものを定めることが望ましい。 

災害時データセンター運用の復旧に不可欠な者として指定された各従業員または請負業者は、データセンター設備が

災害区域内と指定された場合、そのような災害区域に進入するための事前に認められた識別手段および権限を証明

するものを所持することが望ましい。 

災害計画では、想定される緊急アクセス経路を明示し一覧にすることが望ましい。 

災害計画では、データセンターの運用復旧に必要な主要要員間の主連絡手段および予備連絡手段を明示すること

が望ましい。 

指名された従業員および請負業者は、各 1 次対応要員および予備対応要員の氏名、住所、電話番号、その他の連

絡先情報を載せた連絡先一覧を容易に閲覧できることが望ましい。 

災害時の通信手段の可用性は不安定であるため、以下を含む複数の通信手段を確保しておくことが望ましい。 

 固定電話 

 携帯電話 

 電子メッセージ機能付きの個人用通信端末（ショートメール、電子メール等） 

 IP 電話 

 ポケットベル 

 携帯型無線機 

 簡易無線 (Citizens Band) 

災害復旧計画には、以下を含むデータセンターの非常時の運用の各局面についての詳細な計画を網羅することが望ま

しい。 

 平常時は立入禁止の領域を含む、すべての領域の入退出バッジ、鍵、カード 

 非緊急要員用のアクセス制御計画 

 緊急対応要員にとって馴染みがない可能性がある機器の操作に関する、詳細な文書および指示書を含む

運用チェックリスト 

 設備停止手順 

 非常時の警備手順 

 すべての緊急用機器の配置 

 消火用機器および非常用機器の使用 

12.9.4 セキュリティ計画および災害復旧（DR） 

セキュリティ計画には、天災、人災、またはサイバー災害発生時の召集と応動、そしてデータセンターの緊急運営に関す

る、詳細な計画の策定を含めることが望ましい。 

データセンター事業者、セキュリティ企画者および設計者は、想定可能な天災などのあらゆる災害を特定、評価、およ

び軽減するために他の部門および既存の計画と連携することが望ましい。セキュリティ計画は、可能な限り脅威の防止

および軽減に焦点を当てることが望ましい。 

セキュリティ計画は、種々のデータセンターまたは企業の資産を確認、記録し、保護・復旧指針および手順の優先順位

づけを行うことが望ましい。 

セキュリティ計画において、災害発生前に導入するシステム、プロセス、および手順については、データセンターにおいて以

下を明記することが望ましい。 
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 天災、人災、またはサイバー災害への備え 

 災害対応 

 災害復旧 

 災害発生中の行政または軍事機関との協力 

セキュリティ計画は、以下を保全するための詳細な方法を定めることが望ましい。 

 データセンターまたはキャンパスにいる者の災害時の安全と衛生 

 災害に対応する緊急サービスおよび災害対応要員の安全と衛生 

 データセンターの運営を継続する能力 

 企業の知的財産のセキュリティおよび回復 

 用地、キャンパス、建物、重要なインフラ、通信インフラの状態および可用性 

 公共インフラおよび通信サービス 

 環境 

 企業の経営財務状態 

 規制上および契約上の義務 

 企業の名声 

セキュリティ計画では、災害時に備えて承認された、民間主体および行政主体の互助の合意について、明記することが

望ましい。 
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13 データセンター設備およびその付帯設備に関する、IP 対応の管理システム 

13.1 序文 

データセンターの主たるミッションは、ネットワーク機器および ITE のアップタイム要件を満たすための空間（例：コンピュー

タ室）並びにそれに関連する全てのサービスの提供であるが、データセンター運用を支えるためには、そのための設備、イ

ンフラ、および付帯するシステムを追加することもできる。データセンターに付帯するシステムには以下を含む。 

 電話および VoIP システム 

 事業を支える LAN 

 無線 LAN 

 データセンターインフラ管理(DCIM) 

 建物の自動化並びに管理 

 携帯電話等のシステムを支える DAS 

 サウンドマスキングとプライバシー 

 照明及び空調制御 

13.2 一般的な要件 

13.2.1 空間 

コンピュータ室以外に設置するシステムについては、データセンターのコンピュータ室を支える空間のうち、通信室（TR）

等の一般的に定義されている通信用の空間に割り当てる。 

注：Figure 14-5 に通信配線トポロジの一例を示す。 

13.2.2 通信配線および通信配線のためのインフラ 

コンピュータ室以外に設置するシステムの配線および関連する配線インフラについては、該当する規格（例：

『ANSI/TIA 568.0-D』、『ISO/IEC 118001-1』）を満たさなければならない。これらのシステムには、13.4～13.7 項に

定義される追加要件が該当する場合がある。 

13.2.3 筺体 

筺体は壁取付型、ラック取付型、またはキャビネット取付型のいずれかに分類される。キャビネットまたはラック取付型の

筐体は、適用可能な ISO/IEC または ANSI の要件を満たし、482.3mm（19in）か 584.2ｍｍ（23in）のラック内

への取り付けを可能にしなければならない。屋外用の筐体は以下のことが求められる。 

 壁に対して安全に取り付けるために、固定箇所を十分に確保する 

 設置環境に対し、最低でも筐体に収容する機器が求める水準の保護を行う 

 施錠可能とする 

屋内用の筐体は以下のことが求められる。 

 導入する配線を成端し、適切に保護するために十分な空間を確保し、かつ壁空間内に収まる寸法とする 

 必要な場合、施錠可能とする 

 現地の消防関連法令を満たして、火災発生中の機器の存続する可能性および信頼性を確保する 

13.3 一般的な推奨事項 

大規模データセンターにはゾーンベースのトポロジを推奨する。 
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13.4 データセンターインフラ管理（DCIM） 

13.4.1 序文 

注：  DCIM に関する情報については、『BICSI 009』を参照。 

データセンターインフラ管理（DCIM）は、設備内の複数のサブシステムからのデータを収集し、監視し、集積するために

設定された 1 つのまたは 1 揃いのアプリケーションソフトウェアである。DCIM 自体はデータセンターの装置や要素を直接

制御していないため、管理ツールではなく、データ収集および報告ツールとして使用されている。集積したデータは、効率

性を高め、フォールトトレラントと、ワークフロー管理を実現し、設備の拡張または統合による変更を実施する目的で、物

理的インフラを自動または手動で調整するために使用される。 

DCIM は、電気的要素（例：UPS、PDU、RPP）または空調的要素（例：CRAC、CRAH、温度センサ、湿度

センサ、ワイヤレス室内環境報告装置）等の直接接続された要素からデータを取得可能である。建物オートメーション

システム（BAS）または建物管理システム（BMS）等の下位システムによる自動制御機能は、これらのシステムを通

じて起動する。 

DCIM は、BAS、BMS、および EPMS 等のその他の設備システムからデータを取得、共有することも可能である。その

他の設備システム内の個々のヒューマンマシンインタフェース（HMI）も、BAS および BMS によって行われる、設備毎

の制御内容を決定するために必要な、DCIM が収集した集積データを利用することが可能である。 

13.4.2 推奨事項 

Figure 13-1 に DCIM アーキテクチャの例を示す。DCIM は公開型の通信アーキテクチャで構成されることが望ましい。

このアーキテクチャは、標準 IP および業界の通信プロトコルに対するあらゆるサードパーティソフトウェアまたは装置と連動

する特有の能力を示す。重要なしきい値の超過、および潜在的リスクを予想するためのトレンディングに警報を必要とす

る。DCIM は拡張性が高いことが望ましい。ユーザは、小規模データセンター内に直接接続された装置に限らず、企業

環境内の下位システムを介して間接接続された装置の状態も監視可能となる。DCIM は、相応の数の装置および計

器類から得られた集積データに基づいて計算する能力を備えることに加えて、装置および計器類の数量を増減させた

仮定条件下での想定値を算出できることが望ましい。 

DCIM は収集したデータを次のように利用できるーーより多くの情報に基づいた決定、ダウンタイムと運用コストの削減、

重要な指標の改善とパフォーマンスの向上、資産の利用率の向上、より多くの情報に基づいた方策の実施、予測のた

めの挙動モデルの開発。データセンターの専門家は個別の事例や将来のシナリオに対して、どのデータが必要となるかを

批判的思考に基づき見極めなければならない。これにより重要な測定項目を見落とすことと、不必要なデータの収集を

防止することができる。 

DCIM アーキテクチャは、企業や組織大のネットワークまたは別個の専用ネットワークなどに接続する装置も、管理できる

ようにすることが望ましい。さらに DCIM は、パブリックおよびプライベート LAN 上の両方に接続可能な管理装置を設置

することが望ましい。管理および監視機能が、アプライアンス内のファームウェアまたはソフトウェアのいずれかの設定として

導入される可能性がある。データセンター内のサーバまたはサービスプロバイダのデータセンター内にあるクラウドを通じて、

ワークフロー管理、変更管理、解析等のその他のより複雑な機能が実行可能である。アプリケーション要件には、将来

拡張および強化ができるようにエンドユーザの拡張性を含めることが望ましい。 
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Figure 13-1 DCIM アーキテクチャの例 

 

データセンター監視・管理システムには、ITE および設備インフラの両方を網羅した、全体のライフサイクル管理を含める

ことが望ましい。リソース管理はデータセンターの関係各者が事前に計画するが、プロセスが繰り返されるため、その計画

は見直すことが可能である。具体的なタスクとして次に挙げる。空間と設備容量の計画、電源と冷却システムの最適化、

使用停止中または待機中の ITE の検出、ITE リソースの最適化、電源や環境要件を踏まえた負荷配分、ICT 機器

間の負荷配分、仮想化管理方策を総合的にすることで、パフォーマンスの最適化を図ることができる。この場合、全て

の資産を対象とすることが望ましい。 

13.5 設備システム 

13.5.1 序文 

一般的に設備システムには、照明、暖房・換気・および空調(HVAC)、電力監視、商用電源監視が含まれる。 これら

のシステムは一般的に、一つ以上の建物オートメーションシステム（BAS）により制御される。BAS は、建物の運用の

ために用意された様々な機能とサービスを、制御、監視、および最適化するために設計された製品の集合と定義できる。

設備管理の体系によっては、防災システム、セキュリティ、その他当該建物に関連したシステムについても設備システム

に含める場合がある。 

13.5.2 一般的な要件 

設備システム製造者から厳密に指定されていない限り、通信およびネットワーク配線と関連する配線経路並びに配線

インフラに関しては、該当する規格（例：『ANSI/BICSI 007』、『ANSI/TIA-862-B』、『ISO/IEC 11801-6』）に定

めた仕様を満たさなければならない。 
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コントローラ 

システム 

コントローラ 

VAV 

コントローラ 

トリップ 

ユニット 

ポンプ 
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13.5.3 建物オートメーションおよび管理システム 

13.5.3.1 序文 

規格に準拠したストラクチャードケーブリングシステムは、イーサネット、ARCnet、『TIA/EIA-485-A』等の BAS に使用さ

れる多種多様なプロトコルを送受信可能な汎用ケーブリングシステムであり、ケーブルを変更せずに BAS を更新可能と

する。ストラクチャードケーブリングシステムにより、配線の新設を伴わずに新規のサービスを展開することが可能となり、さ

らに、非ストラクチャードケーブリングシステムよりも、管理および故障対応が容易である。しかし、一部の独自機器または

旧 BAS 機器が規格準拠のストラクチャードケーブリングで適切に動作しない恐れがあるため、エラーを最小限として予

定外のシステム停止を回避するために、追加で個別のネットワークすることが求められる。 

13.5.3.2 必須事項 

すべてのハードウェアはフォールトトレラントでなければならない。これは故障時にもシステムを安定した運用状態に維持

することを指す。安定した運用状態とは、固有のシステム設定に応じて開、閉、入、または切の位置を維持することを意

味する。機器のハードウェア冗長性の規模は、BAS がサポートしているシステムのクラスに基づき決定しなければならな

い。 

BMS/BAS システムは、監視すべき機器およびシステム用インタフェースのオープンアーキテクチャ仕様に適合するとともに、

その他の管理システムへステータスを通知するため、SNMP に対応しなければならない。 

ミッションクリティカルなデータセンターの BAS をサポートするネットワークは、高度な信頼性および可用性を備える必要が

ある。セキュリティシステムの可用性を確保するためには、設計と施工においてはネットワークの機能の継続性を考慮しな

ければならない。特に次が挙げられる。 

 重要な機器およびプラットフォームの接続について、デュアル（またはマルチ）ネットワークケーブリングを検討す

ること。デュアルネットワークを構成するケーブルは、同時に損傷する可能性を最小限に抑えるため、異なる経

路に敷設することが望ましい。 

注：  冗長な機器を設置するために別々の TR を割り当て、火災その他の現場災害時、一度にすべての機器が損

傷する可能性を減らすために、十分な物理的離隔を確保すること。 

 アクティブな要素および機器を設置するのは、リンク端のみであり、リンク内には決して設置してはならない。 

 PoE ミッドスパン装置を TR、HDA、MDA、またはリンク端が存在する場所に設置しなければならない。 

BAS 配線および通信システムのケーブリングは、両者間に電磁干渉が起こる可能性がある場合は必ず、別々の経路

を使用しなければならない。BAS 配線専用の経路および空間は、その旨明示しなければならない。 

センサ等の機器において、ストラクチャードケーブリングを使用しないシステム部については、階層型スター構成以外の構

成が必要になる可能性がある。その場合、製造者の指示および現地の法令規則に従うこと。 

データセンターの設備監視箇所、またはネットワークを監視する同様の場所で、BMS/BAS 警報の監視が利用可能で

なければならない。 

13.5.3.3 推奨事項 

BAS システムプロトコルを選定する際、最大限の柔軟性をもたらすために、標準のストラクチャードケーブリングを使用し

て BAS をサポートする。 

1 列（または 1 群）のキャビネット/ラックは、各自のゾーン管理筐体またはパッチパネルを有する可能性がある。しかし、

中央制御部から監視する警報および制御システム用には、直結のリンクを提供することが望ましい。 

BAS は、安全に関する規格に定められたガイドラインを超えない範囲内で、最長の無停止運用時間を提供できるよう

に設計することが望ましい。 

ミッションクリティカルな BAS システムのために、専用の配線経路を設置することが望ましい。 
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データセンターにおける BAS 配線は、別々の専用 IDC（Insulation Displacement Contact）ブロックおよびパッチパ

ネルに成端し、他の通信リンクと IDC ブロックおよびパッチパネルを共有しないことが望ましい。データセンターにおける

BAS に使用する IDC ブロックおよびパッチパネルは、その旨を明示することが望ましい。 

建物オートメーションは、データセンターの中央電気空調監視管理システム（PEMCS）と連動させることが望ましい。

PEMCS は、すべての自動制御および設定値用の操作に必要な、手動オーバーライドおよび遠隔作業端末を含めるこ

とが望ましい。 

BMS/BAS システムは、機器、コントローラ、その他管理システムとの間の通信に、信頼性とセキュリティの高いオープンな

通信規格を用いることが望ましい。BMS/BAS システムは、セキュアな設計とし、遠隔管理、遠隔アップデート、そしてリ

アルタイムのイベント監視の各機能を備えていることが望ましい。 

新設のデータセンターについては、HTTPS と SNMP v3 を使用した REST ベースの Web サービスのような最新のセキ

ュアなプロトコルを使用したシステムを選定することが望ましい。BMS/BAS システムは、データセンターの中央電気空調

監視管理システム（PEMCS）等の複数拠点を網羅する統合管理システムとの通信が必要となる場合があり、前述

のプロトコルにより将来に渡っての動作や柔軟性を担保することができる。 

BACNet, Modbus, LONTalk や OPC などを含む多数のオープンな規格が提案され、広く採用されている。しかし、

TCP/IP 環境が最適ではないプロトコルの使用は、パフォーマンスとセキュリティの両方の理由から減少傾向にある。

TCP/IP 環境で動作するようにアップデートされた古いプロトコル（例：『ISO 16484-5』）で、容易に対策できないセ

キュリティ上の脆弱性を抱えているものは、採用しないことが望ましい。 

BACNet や Modbus 等のプロトコルを使う古い機器については、TCP/IP 上で動く場合であっても、ゲートウェイ装置を

用いて当該機器とゲートウェイ間のプロトコルを別ネットワーク（例：VLAN、物理リンク）に隔離することが望ましい。

ゲートウェイにて HTTPS や SNMP v3 といった最近のプロトコルを使用して他の管理システムのネットワークに接続する

ことが望ましい。 

13.5.3.4 追記情報 

通常、BAS および BMS システムは、ボイラ、熱源装置、熱源装置制御システム、配管システム、水処理、膨脹タンク、

およびユニット加温装置等の建物の空調システムと、もっとも迅速なシステム監視および制御を可能にする周辺装置と

の間に、専用配線が必要になる。最新鋭のシステムでは、この水準のケーブリングには独自ケーブリングまたは非標準通

信ケーブリングが必要になる可能性が高い。この種のケーブリング特有の限界に対応できるように、これらの周辺装置は

接続先の空調システムに物理的に近接した範囲内に設置することが望ましい。 

2 つの異なるメディアが通信リンクを構成するために連動しなければならない場合は、必ずメディア変換が必要となる。例

えば、平衡撚り対線から光ファイバへのメディア変換装置を、光ファイバリンクの両端に設置することで、長距離または高

い EMI を伴うなどの経路環境下における、平衡撚り対線ポート間の通信を可能とする。一部の装置では、ストラクチャ

ードケーブリングでは通常使用されない種類のケーブルを必要とする場合もある。しかし、そうしたケーブルは、将来のアッ

プグレードやベンダの入れ替えができなくなる可能性がある。 

 

13.5.4 照明 

13.5.4.1 序文 

IP に対応した低電圧の照明システムを使用することで、従来型の照明よりもエネルギー消費を減らすことができる。 

13.5.4.2 必須事項 

コンピュータ室内で IP に対応した低電圧の照明システムを使用する場合、本規格の 9.8 項と 14 章、並びに

『ANSI/BICSI 007』の該当する要件を満たさなければならない。 
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13.6 電子的安全およびセキュリティシステム 

13.6.1 序文 

データセンターの安全およびセキュリティ計画を遂行するために、従来の安全およびセキュリティシステムに対して、ネットワ

ークの概念やインフラを導入する傾向にある。これは「コンバージェンス」と呼ばれ、通信機能とネットワーク能力は現在、

安全システム（例：火災検知および通知、アクセス管理、動画監視、侵入検知）を含めたあらゆるシステムに存在

する。さらに、こうしたシステムは照明・温度管理等のその他の建物システムとも統合されつつある。 

13.6.2 通信配線のためのインフラ 

13.6.2.1 必須事項 

すべてのシステムは適用可能な規則および AHJ の要件を満たさなければならない。また、ESS システム用の通信配線

のためのインフラは『ANSI/BICSI 005』の規定を満たさなければならない。 

13.6.2.2 推奨事項 

防災システムおよび重要なセキュリティシステム用の通信配線のためのインフラは、最低でもクラス C2 の要件を満たすこ

とが望ましい（14.2 項を参照）。 

ESS システムに使用される配線経路は、通信その他のシステムの配線経路と分離することが望ましい。 

13.7 ワイヤレスシステム 

13.7.1.1 序文 

非重要区画（例：事務室）、あるいは携帯電話や無線通信での使用を目的として、ワイヤレス方式による通話やデ

ータ通信システム（例：WLAN、DAS）が必要となる場合がある。 

13.7.1.2 必須事項 

無線 LAN システムは、『ANSI/BICSI 008』の要件を満たさなければならない。 

実装する DAS は、提供するサービスに適用される法令基準並びに AHJ 要件を満たさなければならない。DAS 内で実

装される配線および関連するインフラについては、『ANSI/BICSI 006』の要件を満たさなければならない。 

13.7.1.3 推奨事項 

防災システムおよび重要なセキュリティシステム用のワイヤレスシステム向けの通信配線のためのインフラは、最低でもクラ

ス C2 の要件を満たすことが望ましい（14.2 項を参照）。 
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14 電気通信ケーブリング、インフラ、経路、および空間 

14.1 序文 

本項の目的は、以下の施設に関連する電気通信ケーブリング要件のための設計基準を示すことである。 

 新設データセンター 

 既設データセンターの増設 

 既設データセンターの改修および建て替え 

注：  『ANSI/TIA-942-B』、『CENELEC EN 50173-5』、『ISO/IEC 11801-5』等の、データセンターにおける電気通信配

線の構成および配線に関する、データセンターにおいて適用可能な電気通信配線規格を参照。 

電気通信における配線とは、配線経路およびその関連空間、ならびに分配配線システムという 2 つの基本要素から成

る。 

このため、電気通信における配線は、電気通信サービスの提供の一部分であり、平衡撚り対線、非平衡配線（同軸

等）、光ファイバ配線、機器/パッチコード、接続ハードウェア、その他の要素から成る特定のシステムとして扱われる場

合がある。 

配線設計の際には、以下に抜粋する一般的なサービスおよびシステムについて、考慮することが望ましい。 

 音声、モデム、ファクシミリ等の電気通信サービス 

 スイッチおよびサーバ機器 

 電気通信とコンピューターを管理するための接続 

 キーボード/ビデオ/マウス（KVM）の接続 

 インテリジェントインフラ管理（IIM） 

 ワイドエリアネットワーク（WAN） 

 ローカルエリアネットワーク（LAN） 

 ストレージエリアネットワーク（SAN） 

 ワイヤレス LAN を含む、データセンター内で使用されるワイヤレスシステム 

 その他の建物制御システム（防災、セキュリティ、電力、HVAC、EMS 等の建物自動化システム） 

配線は、現在の電気通信要件を満たすだけでなく、継続的な保守および移設を低減するように計画することが望まし

い。将来の機器およびサービスの変更にも対応することが望ましい。機器のニーズが変化する都度、配線の変更を必要

とする可能性を低減または排除するために、ユーザの多様な用途に対応することが望ましい。フリーアクセスフロアの床下

または頭上のケーブルレースウェイシステムに設置する場合、配線は再構成のためにアクセスできるようにすることが望まし

い。ただし、適切に計画された設備内では、配線の変更は配線の増設時に限って生じる。 

14.2 電気通信配線インフラのクラス 

14.2.1 序文 

適切に設計、設置、施工された電気通信配線インフラが、ネットワークアーキテクチャを支える。正しく設計・施工された

場合、電気通信配線インフラは、当初のネットワークアーキテクチャのニーズを満たすだけではなく、可能な範囲で将来

のネットワークアーキテクチャの冗長、拡張性、および柔軟性に関する要件にも適合する。 

ネットワークのアーキテクチャおよびインフラの中から、その一部分である電気通信配線インフラだけをデータセンターサービ

スの個別のレイヤとして抽出することは、異例と思われるかも知れない。電気通信配線インフラ要素の物理特性を管轄

する規格団体（ISO/IEC、TIA 等）と、ネットワークプロトコルの上位層を管轄する規格団体（IEEE 等）の間には

明確な線引きが存在するため、通信ケーブルインフラとして、データセンターにおける一つのサービスレイヤとして扱われる。 
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データセンターサービスのエンドツーエンドでの BICSI 信頼性クラス分類を行う際に、この線引きを保つことを尊重し、これ

らの規格団体によって個々に定められた規格の間でも、整合性を持つ適切な施工とベストプラクティスの指針が提供で

きる。データセンターの設計は各サービスレイヤを上から順に徹底的に理解することから始める必要があるが、データセン

ターの物理的な構築は、最下層のレイヤから順に上がるネットワーク配線インフラの物理的な設計と施工は、多くの場

合、ネットワークアーキテクチャの詳細が完全に確定する前に行わなければならない。しかし、目標とする信頼性クラスが

特定されている場合は、適切な物理ネットワーク配線インフラの設計および施工が可能となる。 

電気通信配線インフラのサービスレイヤは、以下で構成される。 

 引込経路：サービスプロバイダ所有、賃借、または顧客所有の、敷地境界線からデータセンター建物までの

屋外施設の配線に伴う引込経路 

 引込室（ER）：ネットワークサービスプロバイダのエッジスイッチ等を収容する部屋または区域で、屋外施設

のケーブルを成端し、それらに向けた光スイッチ用を提供する ER は、meet-me room（MMR）の機能を有

する場合もある。 

 meet-me room（MMR）：14.6.3 項を参照 

 主分配エリア(MDA)：顧客所有のコアスイッチ等を収容する部屋または区域で、ルータ、コアスイッチ、ファイア

ウォール、ロードバランサ、DNS、および場合によってはコア SAN ファブリックスイッチを含む 

 水平分配エリア(HDA)：MDA と EDA の間の中間スイッチングおよび水平クロスコネクト装置を収容する区域 

 機器分配エリア(EDA)：ITE のハードウェアを格納する機器キャビネットおよびラック。大規模 CPU またはスト

レージ機器を収容する機器エリアも EDA とみなされる。 

電気通信配線インフラの信頼性クラスに関しては、「配線インフラ」信頼性基準を表すことを明示するため、対応するク

ラスの名称は「C」で始まる。 

14.2.2 クラス C0 および C1 の電気通信インフラ 

クラス C0 または C1 の電気通信配線インフラは、単一経路の配線インフラである。クロスコネクト装置は、データセンター

全体にわたり、単一経路の非冗長ネットワークアーキテクチャに対応している。 

Table 14-1 クラス C0 および C1 の概要 

引込経路： 敷地境界線から ER までの単一経路、複数管路（14.5.1 項を参照）。 

引込室： 単一の ER に、全てのサービスプロバイダを収容。 

主分配エリア： 単一の MDA に、全てのコアスイッチ等を収容。 

中間分配エリア： 各 HDA には単一の MDA または IDA が対応。 

水平分配エリア： HDA は非冗長であり、あらゆる中間スイッチング機器および水平クロスコネクト装置を収容

する。大規模なコンピュータ室では、ポート数および配線距離の制限に対応するために、複

数の HDA を必要とする場合がある 
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Figure 14-1 クラス C0 および C1 概念図 
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14.2.3 クラス C2 の電気通信インフラ 

クラス C2 の電気通信配線インフラは、単一経路の配線インフラである。クロスコネクト装置は、データセンター全体にわ

たり、単一経路の非冗長ネットワークアーキテクチャに対応している。冗長の引込経路を有し、最低でも、2 プロバイダか

らの単一リンク、または単一プロバイダからのリング型構成に対応する。 

 

Table 14-2 クラス C2 の概要 

引込経路： 冗長であり、異なる複数経路で、各経路は敷地境界線から ER まで複数管路（14.5.1 項

を参照）を有する。 

引込室： 全てのサービスプロバイダを単一の ER に収容。 

主分配エリア： 単一の MDA に、全てのコアスイッチ等を収容。 

中間分配エリア： 各 HDA には単一の MDA または IDA が対応。 

水平分配エリア： HDA は非冗長であり、あらゆる中間スイッチング機器および水平クロスコネクト装置を収容す

る。大規模なコンピュータ室では、ポート数および配線距離の制限に対応するために、複数の

HDA を必要とする場合がある 
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Figure 14-2 クラス C2 概念図 
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14.2.4 クラス C3 の電気通信インフラ 

クラス C3 の電気通信配線インフラは、全てのバックボーンネットワーク配線に、冗長クロスコネクト装置を有する、冗長

経路の配線インフラである。冗長なバックボーン配線の目的は、冗長ネットワーク構成に対応することである（例：冗

長スイッチ、ルータ等。15.1 項のクラス N3 ネットワーク構成を参照）。 

機器キャビネット（EDA）までの物理的に分離された冗長水平クロスコネクト、および冗長水平配線も推奨される。冗

長の MDA、IDA、または HDA を物理的に分離することにより、それらを支える重要インフラに内在の可能性がある、共

通の故障モード（スプリンクラシステム、二重床、配線経路システム、接地系統等の故障）のリスクを最小限に抑えら

れる。また物理的な分離により、MDA または HDA キャビネットの外部における、ヒューマンエラーまたは要素故障に起因

する何らかの事象が発生した際、隣接するキャビネットを故障リスクに晒す危険性を抑えられる。分配および配線を冗

長化することで、運用が複雑になる可能性がある。 

 

Table 14-3 クラス C3 の概要 

引込経路： 冗長であり、異なる複数経路で、各経路は敷地境界線から各 ER まで複数管路（14.5.1

項を参照）を有する。 

引込室： 複数サービスプロバイダを収容する 2 か所の ER。冗長なプロバイダの端末機器は物理的に

分離する。 

主分配エリア： MDA は主クロスコネクト(MC)およびバックボーンネットワーク機器を収容する。冗長な MDA

は物理的に分離することが望ましい。 

中間分配エリア： IDA は中間クロスコネクト(IC)、場合によってはバックボーンネットワーク機器を収容する。冗長

な IDA は物理的に分離することが望ましい。 

水平分配エリア： HDA は水平クロスコネクトを収容し、アクセスレイヤのスイッチも収容する場合がある。機器キ

ャビネット（EDA）は、物理的に分離された異なる 2 つの HDA への水平配線を持つことが

望ましい（ただし、必須ではない）。 
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Figure 14-3 クラス C3 概念図 

 
  

C
0
/C

1
 

C
3

 

C
2

 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

ITE ITE ITE ITE 

水平分配エリア

（C3、任意） 

機器分配エリア 

ゾーン分配エリア 

機器分配 

エリア 

機器分配 

エリア 

機器分配 

エリア 

注：  

注：共通の故障モードの影響を最小限に抑えるために、冗長な MDA と HDA は物理的に分離する必要がある。 

C3 

C3 C0/C1 

C0/C1 

C0/C1 

C0/C1 

C
0
/C

1
 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

ITE ITE ITE ITE 

水平分配エリア

（C3、任意） 

機器分配エリア 

ゾーン分配エリア 

機器分配 

エリア 

機器分配 

エリア 

機器分配 

エリア 

C3 

C3 

C0/C1 

C0/C1 

C0/C1 

C0/C1 

注：  

大規模なコンピュータ室でのみ、ポート数および配線距離の制限に

対応するために必要 

主分配エリア  

（C3） 
C3 

注： 

C0/C1 
C3 C3 

C3 

水平分配エリア

（C0/C1） 

水平分配エリア

（C0/C1） 

C0/C1 

引込室  

（C3） 
C3 

C
3

 

C
0
/C

1
 

C
3

 

C3 

通信室 

事務室、  

監視センター、  

付帯設備室 コンピュータ室 

引込室 

（C0/C1） 

主分配エリア 

（C0/C1） 

C
0
/C

1
 

サービス 
プロバイダ 

サービス 
プロバイダ 

サービス 
プロバイダ 

サービス 
プロバイダ 

マンホール 

（C2） 

マンホール  

（C0/C1） 

C3 

C3 

C3 

C3 

C3 

C3 

C3 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

380 

14.2.5 クラス C4 の電気通信インフラ 

クラス C4 の電気通信インフラは、データセンター全体に冗長なネットワークアーキテクチャを収容するための冗長なクロス

コネクト装置を持つ、冗長経路の配線インフラである。これは冗長な引込設備を有し、複数ネットワークサービスプロバイ

ダを用いる構成に対応する。 

冗長な MDA、IDA、または HDA を物理的に分離することにより、それらを収容する重要インフラに存在する可能性が

ある共通の故障モード（スプリンクラシステム、二重床、配線経路システム、接地系統等の故障）、並びに MDA また

は HDA キャビネットの外部での、ヒューマンエラーまたは要素故障に起因する何らかの事象が、隣接するキャビネットを故

障リスクに晒す危険性を最小限に抑えられる。 

 

Table 14-4 クラス C4 の概要 

引込経路： 冗長であり、異なる複数経路で、各経路は敷地境界線から各 ER まで複数管路（14.5.1

項を参照）を有する。 

引込室： 複数サービスプロバイダを収容する 2 か所の ER。冗長なプロバイダの端末機器は物理的に

分離する。 

主分配エリア： 冗長のコアスイッチ等を収容するための 2 か所の MDA。MDA に供給する重要インフラに存在

する共通の故障モードの影響を最小限に抑えるために、冗長な MDA は物理的に分離する

必要がある。 

中間分配エリア： 物理的に分離された冗長な IDA。HDA のバックボーン配線が複数の IDA に至る場合、

HDA までは 2 つの物理的に分離された IDA から、異なるルートにてバックボーン配線を提供

する必要がある。 

水平分配エリア： あらゆる中間冗長スイッチング機器および水平クロスコネクト装置に対応するための冗長

HDA、追加 HDA が、大型 CPU 室内のポート数および距離制限に対応するために「A」「B」

両方のネットワークファブリックに必要になる可能性がある。HDA に供給する重要インフラに存

在する共通の故障モードの影響を最小限に抑えるために、冗長な HDA は物理的に分離す

る必要がある。 
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Figure 14-4 クラス C4 概念図 
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14.3 配線トポロジ 

14.3.1 序文 

データセンターでのスター型トポロジにおける基本的な配線の要素には以下を含む。 

 水平配線 

 バックボーン配線 

 機器への配線 

 主分配エリア（MDA）内の、TIA で言う主クロスコネクト（MC）、または ISO/CENELEC で言う主配線盤

(MD) 

 中間分配エリア（IDA）内の、TIA で言う中間クロスコネクト（IC）、または ISO/CENELEC で言う中間配

線盤（ID） 

 水平分配エリア（HDA）、中間分配エリア（IDA）、または主分配エリア（MDA）内の、TIA で言う水平

クロスコネクト（HC）、または ISO/CENELEC で言うゾーン分配（ZD） 

 ゾーン分配エリア内の、TIA で言うゾーンアウトレットと分岐点（CP）、または ISO/CENELEC で言うローカ

ル分配点（LDP） 

 機器分配エリア（EDA）内の機器アウトレット（EO） 

14.3.2 水平配線のトポロジ 

14.3.2.1 必須事項 

水平配線は、スター型トポロジで設置しなければならない。各 EDA は水平配線によって HDA、IDA、または MDA 内

の TIA で言う HC または ISO/CENELEC で言う ZD に接続しなければならない。 

14.3.3 バックボーン配線のトポロジ 

14.3.3.1 必須事項 

バックボーン配線は、Figure 14-5 に示すような階層型スター型トポロジを使用し、HDA 内の各 HC から MDA 内の

MC または IDA 内の IC に直接配線しなければならない。バックボーン配線のクロスコネクトの階層数は、2 階層以下に

しなければならない。 

距離的な制約が存在する場合は、HC まで直接のバックボーン配線が許容される。 

14.3.3.2 推奨事項 

HDA または IDA の存在は必須ではない。HDA、IDA、または MDA 内の TIA で言う HC、または ISO/CENELEC で

言う ZD から、EDA 内の物理的な成端部への配線は、水平配線とみなす。HDA、IDA、または MDA 内のクロスコネク

トへの将来的な移行を可能とするために、水平ケーブルに十分ゆとりを持たせることが望ましい。 

バックボーン配線のクロスコネクトは、TR、コンピュータ室、MDA、IDA、HDA または引込室に設置して良い。 

14.3.4 非スター型トポロジへの対応 

14.3.4.1 序文 

データセンターの各種分配エリア内に Figure 14-5 に示すような適切なインターコネクション、エレクトロニクス、またはアダ

プターを備えることで、リング、バス、ツリー等の非スター型トポロジに設計されたシステムに対応することができる。 

14.3.4.2 推奨事項 

冗長構成を、2 か所の HDA に分散した配線経路により実現する場合、配線の距離制限を超えないために、引込室

間、MDA 間、IDA 間、および HDA 間の配線が許容される。 
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Figure 14-5 データセンターにおける配線トポロジの例 
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14.3.5 冗長な配線トポロジ 

14.3.5.1 序文 

冗長トポロジには、冗長な分配エリアを持つ複数の同等の階層構成も含まれる。本規格で定められたスター型トポロジ

に加えて、このようなトポロジも許容される。 

14.3.6 低レイテンシーのトポロジ 

従来のデータセンターにおけるアーキテクチャは、レイヤ間の縦方向（North-South）の通信を基本としていたが、最近

のアプリケーションでは同一レイヤ内の横方向（East-West）の通信量が増えており、MD と IC の輻輳化が進み、遅

延の原因となっている。 

レイテンシーの改善を図るために、トポロジにファブリックアーキテクチャを採用することもできる。具体的には、全てのアクセ

ススイッチを、全てのインターコネクションスイッチに接続することを指す。これは、スタートポロジを置き換えるのではなく、ス

タートポロジに追加の接続を加えた変型である。 

Figure 14-6 は、EDA でクロスコネクトを行う冗長構成のファブリックアーキテクチャで、1 階層のバックボーンの例を示

す：ネットワークアーキテクチャに関する追加の情報は、15 章を参照。 

 

 

  

Figure 14-6 冗長構成のファブリックアーキテクチャの例 
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14.4.1 序文 

電気通信配線およびその関連機器を収容するためのデータセンター空間を以下に挙げる。これらの空間には以下を含

む。 

 引込室 

 主分配エリア(MDA) 

 中間分配エリア（IDA） 

＜次頁に続く＞ 

MDA MDA MDA MDA MDA MDA 

HDA 

EDA 

EDA 

EDA 

EDA 
EDA 

EDA 

EDA 
EDA 

EDA 
EDA 

HDA 
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

HDA 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

385 

 水平分配エリア(HDA) 

 ゾーン分配エリア（ZDA） 

 機器分配エリア(EDA) 

これらの空間は物理的に別室とするか、あるいはパーティションや離隔を設け、同一室内の別区画に配置することも可

能である。 

14.4.2 設計および構造に関する必須事項 

MDA や引込室等のデータセンターにおける電気通信スペースの規模は、計画された用途と想定される拡張を踏まえた

最大容量に対応したものとしなければならない。 

全ての電気通信用のデータセンター空間の電気・空調設備の冗長は、コンピュータ室と同一でなければならない。 

コンピュータ室は、M1I1C1E1 環境（『ISO/IEC TR 29106』または『TIA TSB-185』を参照）を適用可能な、電気通

信配線およびデータセンター規格に定められた制限および要件に沿って、運用環境を備えなければならない。 

扉寸法や天井高を含めた、電気通信用の空間に関する設計要件および推奨事項については 7 章を参照。 

14.4.3 引込室 

14.4.3.1 序文 

引込室は、アクセスプロバイダおよび顧客所有のケーブルの両方を収容することができる。この空間には、アクセスプロバ

イダの分界ハードウェアと機器、並びに屋外施設用途に適したケーブルと敷地内（屋内施設）用途に適したケーブル

の変換を行う場所を含んで良い。 

引込室は、MDA を通じてデータセンターのインターフェイスとなる。しかし、回線の距離制限を超過しないために、中間

分配エリア（IDA）または水平分配エリア(HDA)から引込室へ直接接続する場合もある。引込室は MDA に隣接また

は統合することができる。 

14.4.3.2 必須事項 

建物に通信サービスを提供するアクセスプロバイダに連絡し、敷地への引込点および当該プロバイダの電気通信配線、

端子、機器の要件を確認しなければならない。 

クラス C2 以上のデータセンターでは、複数の異なる引込設備を設置し、データセンターから異なるアクセスプロバイダま

で異経路であることが好ましい。例えば、クラス C2 データセンターは複数の通信局舎および複数のサービスプロバイダの

POP に対して、敷地への異なる引込口から接続する場合がある。 

各引込設備の配置は、アクセスプロバイダの経路および構内配線の経路と調整しなければならず、電気、ガス、水道

等のその他建物設備の配置と競合してはならない。 

14.4.3.3 推奨事項 

アクセスプロバイダの屋外設備のための建物引込点は、それぞれ建物の別々の（場合によっては反対側の）面に配置

することが望ましい。アクセスプロバイダの通信局舎およびサービスプロバイダのアクセスポイントから、建物引込設備まで

の管路等の経路およびそれらに関連する保守点検口は、全体にわたって最低 20m (66ft)以上の離隔を確保すること

が望ましい。 

ダクトバンクによりデータセンターの全周を囲み、適切な位置に保守点検口を備え、複数の建物引込設備を備えること

の検討が望ましい。 ケーブルの張替を迅速化するために、各屋内経路および引込経路において、最低 1 条は張替用

の管路を用意することが望ましい。効果的なケーブルマネジメントと、管路の利用率を高めるために、従来型または繊維

製のインナーダクトの使用を推奨する。  
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複数の引込室を使用する場合は、それぞれの引込室を最低 20m（66ft）以上離し、異なる防火区画に配置するこ

とが望ましい。2 つの引込室は、PDU や空調機器を共有しないことが望ましい。 

データセンター用の通信引込ケーブルは、管路やその他の手段で建物共通のアクセスから区画されない限り、建物共通

設備の機器室を通らないことが望ましい。 

引込室は、セキュリティを高めるために、コンピュータ室の外に配置することが望ましい。しかし、回線の配線距離が問題

となる場合において、セキュリティが課題とならない、またはその他のセキュリティ手段（コンピュータ室内にいる全ての技

術者のエスコートと作業監視等）が確保されている場合は、引込室をコンピュータ室内に配置するか、主分配エリアと

統合することも可能である。 

データ帯域の増大に伴い、光ファイバーケーブルの心線数も急増している。これは、引込室のスプライス/パッチングの数

量に影響を与えるため、引込室を設計する際に考慮することが望ましい。このことにより、引込室に割り当てる床面積の

拡大につながる場合もある。 

引込室の設計に当たっては、以下の項目を検討することが望ましい。 

 ケーブルの数量、寸法、重量 

 必要となる管路の寸法と数量 

 管路、ケーブルトレイ、光ファイバーダクト等の配線経路の、積載可能な重量および配線容量 

 アクセスプロバイダとその顧客の間の、物理的に明確な分界点 

14.4.3.4 追記情報 

分界点として使用する場合、引込室内に通常、アクセスプロバイダの区域を区画・分離する。 

平衡撚り対線を用いた回線のための分界（DS-0、ISDN BRI、電話線、DS-1 （T-1 または Fractional T-

1）、ISDN プライマリレート、E-1 （CEPT-1）等） 

 同軸ケーブルを用いた回線のための分界（DS-3 （T-3）および E-3 （CEPT-3）等） 

 光ファイバを用いた回線のための分界（SONET/SDH、高速 Ethernet、1/10/40/100 ギガビット Ethernet

等） 

これらの各機能は、顧客が用意する meet-me ラック、キャビネット、または架に備え、全てのサービスプロバイダがその回

線を引き渡すことが可能である（14.6.3 項を参照）。 

アクセスプロバイダがそのサービスをキャビネットまたはラック内で分界する場合、顧客は通常、アクセスプロバイダの分界

点から、希望するパッチ箇所またはユーザ機器まで配線する。 

14.4.4 主分配エリア（MDA） 

14.4.4.1 序文 

MDA は、データセンターの統合配線システムの中央分配点である主クロスコネクト（MC）を含んでいる。主クロスコネ

クト（MC）は、『CENELEC EN 50173-5』および『ISO/IEC 24764』では主配線盤（MD）と呼ばれている。 

一般的に MDA 内に配置されている機器には以下が含まれる。 

 コアルータ 

 コア、スパイン、またはインターコネクションレイヤ LAN および SAN スイッチ 

 スーパーコンピュータ用スイッチ 

 PBX または音声ゲートウェイ 

 T-3（M13）多重化装置 
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MDA は、データセンター内にある 1 つ以上の IDA、HDA、および EDA に接続し、併せて、事務所空間、運用センタ

ー、およびその他の外部付帯設備室に対応する、コンピュータ室空間外に位置する 1 部屋以上の通信室（TR）に

接続する。 

MDA は機器エリアまで MDA から直接接続されている場合、水平クロスコネクト（TIA）またはゾーン分配

（ISO/CENELEC）を含むことがある。この空間はコンピュータ室内に位置するが、セキュリティを高めるため専用の部

屋に配置される場合もある。 

14.4.4.2 必須事項 

あらゆるデータセンターは、最低 1 つの MDA を設置しなければならない。電気通信インフラの可用性要件（例：クラ

ス C4）を満たすためには、第 2 の MDA を設置しなければならない。2 か所の MDA が存在する場合は、両方とも、

該当するデータセンター規格に定められた MDA の要件をすべて満たさなければならない。 

アクセスプロバイダ提供の機器（M13 多重化装置等）は、回線距離制限があるため、そのために第 2 の引込室を必

要とするならば、引込室内ではなく MDA 内に配置してもよい。 

14.4.4.3 推奨事項  

クラス C3 データセンターには、2 か所目の MDA が推奨される。各 MDA は、複数の引込点へアクセスするために完全

異ルートのケーブル経路を備えることにより、敷地内に単一障害点が存在しないようにすることが望ましい。 

2 か所の MDA を使用する場合、MDA は以下の通りにすることが望ましい。 

 コアルータおよびスイッチを MDA 間で分散させる 

 回線を 2 つの空間の間で分散させる 

 異なる防火区画に配置する 

 異なる PDU および空調機器から供給する 

14.4.5 中間分配エリア（IDA） 

14.4.5.1 序文 

中間分配エリア（IDA）は、中間クロスコネクトを収容する空間である。中間クロスコネクトは、『CENELEC EN 

50173-5』および『ISO/IEC 24764』では中間配線盤（ID）と呼ばれている。 

これは、MDA および HDA のみでは対応できない大規模データセンター内に、もう 1 段階の下位配線システムを設ける

ために使用される場合がある。IDA の使用は任意であり、LAN および SAN スイッチ等のアクティブな機器を含む場合が

ある。 

IDA は、IDA から直接接続される機器エリア用の水平クロスコネクト（TIA）またはゾーン分配（ISO/CENELEC）

を含む場合がある。 

14.4.5.2 推奨事項 

IDA は、コンピュータ室内に配置する場合もあるが、セキュリティ強化のために専用の部屋またはコンピュータ室内の安全

なケージ内に配置することも可能である。 

14.4.6 水平分配エリア（HDA） 

14.4.6.1 序文 

HDA は、IDA または MDA の水平クロスコネクト（HC）またはゾーン分配(ZD)で対応していない機器の接続に使用

される。HDA は EDA までの配線のための分配点である。 

一般的に HDA 内に配置されている機器には以下が含まれる。 
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 LAN スイッチ 

 SAN スイッチ 

 キーボード/ビデオ/マウス（KVM）スイッチ  

HDA の使用により、EDA 内に配置された機器までのネットワークコネクティビティが確保される。小規模データセンターの

場合、データセンター全体に MDA から配線できるため、HDA が不要な場合がある。一般的なデータセンターは、複数

の HDA を備える。 

14.4.6.2 推奨事項 

HDA は、コンピュータ室内に配置する場合もあるが、セキュリティ強化のために専用の部屋またはコンピュータ室内の安

全なケージ内に配置することも可能である。 

14.4.7 ゾーン分配エリア（ZDA） 

14.4.7.1 序文 

ZDA は、水平配線の頻繁な再構成や柔軟性の強化を可能とするために、HDA と EDA の間に任意に設置できる接

続点である。 

ZDA 内の分岐点は、『CENELEC EN 50173-5』および『ISO/IEC 24764』ではローカル分配点（LDP）と呼ばれ

ている。 

14.4.7.2 必須事項 

水平配線は HDA 内の HC と EDA 内の物理的な端子の間に、最大 1 か所の ZDA しか組み込めない。 

14.4.7.3 推奨事項 

ZDA は、コンピュータ室内の近傍にある機器への、ゾーンアウトレットとしても機能する場合がある。 

14.4.8 機器分配エリア（EDA） 

14.4.8.1 序文 

EDA は、演算処理装置と記憶装置を含む ITE と、あらゆる形式の電気通信機器（コンピュータ機器、電話機等）

に割り当てられた空間である。 

EDA 内の電気通信アウトレット（TO）は、『ISO/IEC 24764』、『CENELEC EN 50173-5』および『ANSI/TIA-

942-B』では機器アウトレット(EO)と呼ばれている。 

14.4.8.2 必須事項 

EDA 区域は、引込室、MDA、IDA、または HDA のために使用してはならない。 

14.5 屋外施設の通信ケーブルインフラ 

14.5.1 地中経路 

14.5.1.1 必須事項 

地中ケーブル経路の上面を、地表面から 600mm（24in）未満の深さにしてはならない。 

上方を車両が通行する場合、または管路に曲がりがある場合、非金属管路は最低 17.24MPa (2500lb/in2)の圧縮

強度を持つコンクリートで覆わなければならない。 

電気通信の引込経路はデータセンター内の安全な区域で終端しなければならない。 

電気通信の引込経路は、物理的および運用的な観点から適切な経路間の離隔を維持しつつ、その他の地下電力

経路（管路等）および地下配管システム（上下水等）と調整しなければならない。 
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14.5.1.2 推奨事項 

データセンター用地には、敷地境界線からデータセンターまで複数のダクトバンクと、プロバイダーの顧客が所有する点検

口を備えなければならない。 

ダクトバンク、最低でも 4 本以上の 100mm（米国の size 4 に相当）または同等の管路かレースウェイで構成するこ

とが望ましい。当初計画の段階で、施設に通信サービスを提供するアクセスプロバイダを 4 社以上としている場合は、4

社目以上のアクセスプロバイダの 1 社毎に、100mm（米国の size 4 に相当）または同等の管路かレースウェイを 1

本追加することが望ましい。各キャリアの配線は、当該アクセスプロバイダ専用の管路またはレースウェイで分離することが

望ましい。複数のアクセスプロバイダが経路を共有しないことが望ましい。 

管路の本数設定に当たっては、想定される構内建物間および通信事業者とのケーブル仕様、増加率、および管路の

配線容量を踏まえることが望ましい。 

AHJ の定めがない場合、ダクトバンクおよび管路は、地表面から十分深い位置、通常 600mm（24in）から 750mm

（30in）に設置することが望ましく、これにより動荷重および静荷重や土圧に、管路構造が耐えることができる。管路

は、想定される将来の掘削深度よりも深く設置することが望ましい。 

地表の凍結の恐れがある地域では、管路の上端を凍結線より深くすることが望ましい。また、実用的でない場合は、特

に建物引込点での地盤変位の結果、管路が損傷しないように、十分な保護を施すことが望ましい。 

データセンター用地内の保守点検口およびハンドホールには、錠または特殊ボルト等の、アクセス抑止手段を備えること

が望ましい。保守点検口およびハンドホールには、建物セキュリティシステムに接続された侵入検知装置を設置し、動

画監視その他の手段で保守点検口およびハンドホールを監視することが望ましい。 

冗長なダクトバンク間の離隔距離は、敷地境界線から施設までの全ルートにわたって、最低 20m（66ft）とすることが

望ましい。可能であれば、冗長の保守点検口の間を、最低 1 本の 100mm（米国の size 4 に相当）、または同等

の管路かレースウェイで接続することが望ましい。 

ケーブル張替用の管路は、増設ケーブル用管路と別に確保し、明確に表示を行うことが望ましい。 

複数のアクセスプロバイダが施設に通信サービスを提供している場合、各アクセスプロバイダのセキュリティ要件の調整

は、セキュリティ区域内において実施することが望ましい。 

電気通信引込設備（管路終端部）を収容するセキュリティ区域は、コンピュータ室ではなく、電気通信引込室に配

置することが好ましい。 

公開領域またはテナント共用部に配置されている、データセンター内配線（引込ケーブルまたはデータセンターの構内

配線）用のプルボックスまたはスプライスボックスは、すべて施錠可能であることが望ましい。同時に、カメラまたは遠隔警

報のいずれかを通じて、これらをデータセンターセキュリティシステムによって監視することが望ましい。 

電気通信の引込室、およびその他のデータセンター用の通信ケーブルが使用する共同溝、または洞道の入口は、施錠

可能であることが望ましい。洞道が複数のテナントによって使用されるか、または施錠不可能である場合、カメラまたは

遠隔警報のいずれかを通じて、これらをデータセンターのセキュリティシステムによって監視することが望ましい。 

14.5.2 架空経路 

14.5.2.1 必須事項 

架空経路は、可用性およびセキュリティの観点から地中経路と同様の適用指針に従わなければならない。全ての架空

経路は、AHJ 要件に従い適切にボンディングおよび接地しなければならない。 
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14.5.2.2 推奨事項 

架空ケーブル経路の使用は、通信サービスの停止の危険が高くなるため、通常避けることが望ましい。架空ケーブル経

路の選定にあたり、地形、土壌条件、美観、直接埋設式や地下の公共インフラへの近接性、アクセス、および気候条

件等を含む多数の要素を考慮に入れることが望ましい。 

顧客所有の衛星アンテナ群や電波塔は、敷地外周セキュリティの内側に配置することが望ましい。 

14.6 アクセスプロバイダ 

14.6.1 アクセスプロバイダの調整 

14.6.1.1 必須事項 

データセンター設計者は全アクセスプロバイダと調整して、各アクセスプロバイダの要件を特定し、データセンター回線、分

界、および引込設備について、アクセスプロバイダの仕様を満たす要件を用意しなければならない。 

14.6.1.2 追記情報 

アクセスプロバイダは通常、引込設備を計画する際に以下の情報を必要とする。 

 建物の住所 

 他のテナントの分も含めた、建物のデータセンター以外の用途に関する、一般的な情報 

 保守点検口、ハンドホール、およびプルボックスを含めた、敷地線から引込室までの電気通信引込管路の詳

細図を付した計画 

 アクセスプロバイダへの、管路およびインナーダクトの割り当て 

 引込室の平面図 

 アクセスプロバイダのプロテクタ、ラック、およびキャビネットの配置割り当て 

 引込室内の配線経路（フリーアクセスフロア床下、キャビネットおよびラック頭上、その他等） 

 計画または予想される増設またはアップグレードを含めた、アクセスプロバイダによる提供が見込まれる回線の

数および種類 

 キャリアが提供する回線の媒体の種類および概算距離 

 サービスレベル契約(SLA) 

 アクセスプロバイダが引込配線および機器を引込室に設置できる日時および必須運用開始日時を含めた、プ

ロジェクトの詳細な工程 

 アクセスプロバイダが提供予定の各種回線の分界について、希望する場所およびインタフェース 

 複数のアクセスプロバイダ局舎からの接続が望ましい。最低でも 2 つに分かれたアクセスプロバイダの局舎およ

びアクセスポイントが望ましい 

 アクセスプロバイダ経路は異ルート化が望ましく、いかなる 2ルート間においても、ルート全体を通して最低 20m 

（66ft）の離隔距離を取ることが望ましい 

 アクセスプロバイダの配線に使用される経路の仕様（全て地中とするか、架空を許容するか等） 

 現地で使用されている防火区画材の種類および定格 

 希望される利用開始日時 

 顧客の主たる連絡先および現地での連絡先の、氏名、電話番号、電子メールアドレス 

 施錠可能な筐体およびキャビネットに関するセキュリティ要件 

 顧客に代わって申請する場合、コロケーションプロバイダが顧客名および連絡先詳細を提供することが必要と

なる可能性がある 

アクセスプロバイダは通常、以下の情報を提供する。 
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 平衡撚り対ケーブルの SPD および成端の空間と設置の要件 

 顧客のキャビネット・ラックへの提供を予定している場合、アクセスプロバイダのキャビネット・ラックの数および寸

法、または空間要件 

 コンセントの種類を含めた、機器の電力要件 

 アクセスプロバイダ機器が必要とする離隔距離 

 アクセスプロバイダの通信局舎の所在地 

 アクセスプロバイダ配線の経路、および複数ルート間の最低離隔距離 

 使用される経路の仕様（例：全区間地中、または一部区間が架空） 

 設置工事およびサービス仕様 

14.6.2 冗長  

14.6.2.1 序文 

複数のアクセスプロバイダを利用することで、1 社のアクセスプロバイダのみに影響し、他に影響しないサービス停止時に、

全サービスの喪失を防止できる。しかし、このためにはアクセスプロバイダが設備を共有していないことが肝要である。共

有している場合、1 つ以上の単一障害点が存在し、その結果複数のアクセスプロバイダがあっても全サービスの喪失を

招く。 

14.6.2.2 推奨事項 

データセンターへの電気通信アクセスプロバイダサービスの継続性は、複数のアクセスプロバイダ、複数のアクセスプロバイ

ダ通信局舎、およびアクセスプロバイダ通信局舎からデータセンターまで、複数の異経路を利用することで向上させること

ができる。 

顧客は、そのサービスが別々のアクセスプロバイダ通信局舎から提供されており、アクセスプロバイダの配線センターおよび

通信局舎までの経路が異なるルートとすることが望ましい。こうして異ルート化された経路は、ルートに沿ったすべての地

点で、物理的に 20m（66ft）以上離隔することが望ましい。 

アクセスプロバイダは、両方の引込室に回線提供用の機器を設置することで、必要となるすべての種類の回線をそれぞ

れの部屋から引き込めるようにすることが望ましい。一方の引込室のアクセスプロバイダ回線提供用の機器は、他方の

引込室の回線提供用の機器に従属させないようにすることが望ましい。各 ER に設置されたアクセスプロバイダ所有の

機器は、他の ER の障害時にも動作を継続することが望ましい。 

14.6.3 アクセスプロバイダの分界  

14.6.3.1 序文 

単一ユーザーのデータセンターにおいて、一般的に全てのアクセスプロバイダとの分界点は、通信引込室内に集約して設

置されている。コロケーションデータセンターでは、通信サービスプロバイダ（例：アクセスプロバイダ、コンテンツプロバイダ、

インターネットサービスプロバイダ）がその顧客または各プロバイダ同士で接続する場所は meet me room (MMR) と呼

ばれている。MMR と通信引込室は、同室でも別室でも構わない。通信サービスプロバイダ機器の設置個所については、

通信引込室と MMR のいずれの場合もあり、データセンターとプロバイダが協議の上で決定する。 

14.6.3.2 一般的な必須事項 

全館免震構造を採用した建物では、アクセスプロバイダはケーブルに十分なゆとりを持たせて、免震装置の変位に対応

しなければならない。 

14.6.3.3 一般的な推奨事項 

アクセスプロバイダは、クロスコネクトおよび回線の管理を単純化するため、各自のキャビネットまたはラックではなく、建物

所有者が指定する共通キャビネットまたはラックに、各自の回線用の分界を設けることが望ましい。回線の種類別に個
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別の分界キャビネットまたはラックを用意することが望ましい場合もある（STM-x/OC-x サービスおよび Ethernet 提供

用の低速、E-1/T-1、E-3/T-3、光ファイバ等）。コンピュータ室から引込室までの配線は、分界エリアで成端することが

望ましい。 

14.6.3.4 低速回線の分界 

14.6.3.4.1 推奨事項 

アクセスプロバイダには、低速回線の分界を、圧接接続（IDC）ハードウェアに設けるよう要求することが望ましい。サー

ビスプロバイダは、特定の種類の IDC 接続ハードウェア（66 ブロック等）を好むことがあるが、要求に応じて別種の

IDC 接続ハードウェアに変更する可能性もある。アクセスプロバイダは、使用されるコネクタの種類を、データセンターで使

用されるコネクタの種類と整合させることが望ましい。 

低速回線の分界エリアから主分配エリアまでの配線は、アクセスプロバイダの IDC 接続ハードウェアに近接する IDC 接

続ハードウェアにて成端することが望ましい。 

アクセスプロバイダからの回線は、1 対または 2 対のケーブルでアクセスプロバイダの IDC 接続ハードウェアに成端される。

Figure 14-7 および Figure 14-8 に示すように、回線が異なれば成端シーケンスは異なる。 

 

 

 

 

 Figure 14-7 T568A 8 ピンシーケンスに 

おけるモジュラージャックへ配線される IDC 接続 

ハードウェアまでのクロスコネクト回線 

 

 
 Figure 14-8 T568B 8 ピンシーケンスに 

おけるモジュラージャックへ配線される IDC 接続 

ハードウェアまでのクロスコネクト回線 

 

 
データセンター内の引込室から他空間までの各 4 ペアケーブルは、ケーブルが引込室外で成端される場合、互換可能

な IDC コネクタまたは 8 極 8 心モジュラージャックに成端することが望ましい。IDC コネクタまたは 8 極 8 心モジュラージ
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ャック電気通信アウトレット/コネクタは、『IEC 60603-7』等の規格に定められたモジュラーインタフェース要件を満たすこと

が望ましい。 

ピン/ペアの割り当ては、T568A シーケンスに示すとおりにするか、または 8 ピンケーブリングシステムに対応する必要があ

る場合は、T568B シーケンスに従うことが望ましい。ここに示した色は、水平分配ケーブルに関連する。Figure 14-7 お

よび Figure 14-8 は、電気通信アウトレット/コネクタのメス側の正面図を示し、様々な回線種別に対応したペア位置

の一覧を挙げている。 

14.6.3.4.2 追記情報 

アクセスプロバイダの 1 ペアおよび 2 ペア配線から、データセンターの構内配線システムが使用する 4 ペア配線への変換

は、低速回線の分界エリアまたは主分配エリア(MDA)内のいずれかで行ってよい。 

アクセスプロバイダおよび顧客 IDC 接続ハードウェアは、ベニヤ木板、架、ラック、またはキャビネットに取り付け可能であ

る。多数の IDC 接続ハードウェア（3,000 ペア以上）の取り付けには、両面架を使用することが望ましい。 

14.6.3.5 E-1 および T-1 回線の分界 

14.6.3.5.1 序文 

DS-1/E-1 分界エリア内に DS-1/E-1 DSX パネルを設置する、アクセスプロバイダと調整する。その機器は、482.6mm

（19in）のラック/キャビネットに収まることが好ましい。しかし、特に北米の一部のアクセスプロバイダは、584.2mm

（23in）ラック/キャビネットを求める可能性がある。 

14.6.3.5.2 推奨事項 

DSX-1 パッチパネルは表示灯用の電力を必要とする可能性がある。そのため、アクセスプロバイダの DSX1 パッチパネル

を収容するキャビネットまたはラックは、DSX1 パネルに給電するために最低 1 つの電気回線またはコンセントバーを備え

ることが望ましい。ほとんどの DSX-3 設備は、その指示器に給電するために -48VDC または +24VDC を使用するため、

あらゆる DSX 設備は直流電源およびヒューズ盤に対応させることが望ましい。 

アクセスプロバイダおよび顧客パッチパネル用に、今後の拡張を見越しつつ、キャビネットまたはラック空間を割り当てること

が望ましい。アクセスプロバイダは、DSX-1 パッチパネルに給電するための整流器用に、キャビネットまたはラック空間を必

要とする場合がある。 

単線 4 ペアケーブルは、1 つの T-1 送受信ペアに対応できる。複数の T-1 回線をマルチペアケーブル構成で設置する場

合には、複数のケーブルを設けることが望ましい。送信信号を 1 本のマルチペアケーブルで送信し、受信信号を別のマル

チペアケーブルで受信することが望ましい。 

保守要員が T-1 回線の問題を解決するための点検機器および知識を有する場合は、主分配エリア(MDA)にての T-1

配線を成端する際に、DS-1 分界エリアで DSX-1 パネルを用いることが可能である。こうした DSX-1 パネルの背面は、

モジュラージャックまたは IDC 成端であることが望ましいが、ラッピングも受容可能であり、まだ使用されている場合がある。 

主分配エリア用の DSX-パネルは、分配配線に使用されるものと同一のラック、架、またはキャビネットに配置可能であ

る。DSX パネルを別置する場合、分配配線に使用されるキャビネットまたはラックに隣接した空間に配置することが望ま

しい。 

建物所有者またはその代理人は、アクセスプロバイダの E-3/T-3 回線を個別の E-1/T-1 回線に多重分離するために、

多重化装置（M13 や類似の多重化装置）を備える決定をする可能性がある。多重化装置はコンピュータ室内に設

置可能であり、引込室から E-1/T-1 回線が提供可能となる距離を延長する。顧客提供の多重化装置から延びる E-

1/T-1 回線は、引込室の E-1/T-1 分界エリア内で終端しないことが望ましい。 
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同軸ケーブルまたは光ファイバ接続のハードウェアは、他のアクセスプロバイダのパッチパネルに使用されるものと同一また

は別のラック、架、またはキャビネットに配置可能である。別とする場合は、アクセスプロバイダ機器に割り当てられたラック/

キャビネットに隣接させることが望ましい。 

その他のサービスと同様、アクセスプロバイダに相談して E-1/T-1 キャリアのサービスフォーマットを決定し、これに同意して

もらうことが望ましい。通常の場合、これらのサービスは電気通信アウトレット/コネクタを通じて提供される。 

可能であれば、アクセスプロバイダに、DS-1 分界エリア設置の顧客所有ラックに取り付けられた DSX-1 パッチパネル上

での E-1/T-1 で接続する、RJ48X ジャック（折り返し付き個別 8 極 8 心モジュラージャック）への変更を依頼すること

が望ましい。複数のアクセスプロバイダおよび顧客のパッチパネルが同一のキャビネットまたはラックを使用する可能性があ

る。 

14.6.3.5.3 追記情報 

アクセスプロバイダは IDC 接続ハードウェア上にて DS-1 回線を引き渡すこともできる。この IDC 接続ハードウェアは、低

速回線用 IDC 接続ハードウェアと同一の架、木板、ラック、またはキャビネットに設置可能である。 

顧客は、回線の距離制限を超過しないように、E-3 または T-3 回線の分界を、引込室ではなく MDA 内に設けるよう

求める可能性がある。データセンターにおける T-1 および E-1 回線の距離については『ANSI/TIA 942-B』を参照。

『ANSI/TIA 942-B』に記載のとおり、顧客側の DSX パネルは回線への試験アクセスを可能とするが、最大回線距離

を短縮することに留意する。 

14.6.3.6 T-3 および D-3 の同軸ケーブル回線の分界 

14.6.3.6.1 推奨事項 

アクセスプロバイダは、可能ならば E-3/T-3 分界エリア設置の顧客所有キャビネットまたはラックに取り付けられた DSX-3

パッチパネル上で、E-3 または T-3 同軸回線をメスの BNC コネクタペアにて引き渡すよう依頼することが望ましい。複数

のアクセスプロバイダおよび顧客のパッチパネルが同一のキャビネットまたはラックを使用する可能性がある。 

アクセスプロバイダとの調整には、DS-3 分界エリア内への DS-3 DSX パネルの設置を含めることが望ましい。この機器

は、他のラック/キャビネットとの整合性を維持するために、482.6mm（19in）のキャビネットまたはラックに設置することが

望ましい。しかし、特に北米の一部のアクセスプロバイダは、584.2mm（23in）キャビネット/ラックを求める可能性があ

る。 

保守要員が E-3 または T-3 回線の問題を解決するための点検機器および知識を有する場合は、主分配エリア(MDA)

までの 734 型同軸ケーブリングを成端する際に、E-3/T-3 分界エリアにて DSX-3 パネルを用いることが可能である。これ

ら DSX-3 パネルは背面に BNC コネクタを有することが望ましい。 

DSX-3 パッチパネルは表示灯用の電力を必要とする可能性がある。そのため、アクセスプロバイダの DSX-3 パッチパネ

ルをに対応するラック/キャビネットは、最低でも 1 つの電気回路およびコンセントバーを持つことが望ましい。ほとんどの

DSX-3 設備は、その指示器に給電するために -48VDC または +24VDC を使用するため、あらゆる DSX 設備は直流電

源およびヒューズ盤に対応させることが望ましい。 

アクセスプロバイダおよび顧客パッチパネル用に、今後の拡張を見越しつつ、キャビネットまたはラック空間を割り当てること

が望ましい。アクセスプロバイダは、DSX-3 パネルに給電するための整流器用に、キャビネットまたはラック空間を必要とす

る場合がある。 

E-3/T-3 分界エリアから主分配エリアまでの配線は、734 型の同軸ケーブルにすることが望ましい。E-3/T-3 分界エリア

内のケーブルは、75Ω の BNC コネクタで顧客パッチパネルに成端するか、アクセスプロバイダ DSX-3 パッチパネルに直接

成端することが可能である。アクセスプロバイダ DSX-3 パッチパネルは通常、パネル背面に BNC コネクタを備える。この
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ため、主分配エリアまでの配線用の BNC パッチパネルは、キャビネットまたはラックのアクセスプロバイダ DSX-3 パッチパネ

ルの背面と同じ側にパッチパネルの前面を向けることが望ましい。 

E-3 および T-3 ケーブリング用のコネクタおよびパッチパネルはすべて 75Ω の BNC コネクタを使用することが望ましい。 

14.6.3.6.2 追記情報 

顧客は、回線の距離制限を超過しないように、E-3 または T-3 回線の分界を、引込室ではなく MDA 内に設けるよう

求める可能性がある。データセンターの同軸ケーブリング全体にわたる T-3 および E-3 回線の最大距離については、適

用可能なケーブリング規格を参照（『ANSI/TIA 942-B』等）。『ANSI/TIA 942-B』に記載のとおり、顧客側の DSX

パネルは回線への試験アクセスを可能とするが、最大回線距離を短縮することに留意する。 

14.6.3.7 光ファイバ回線の分界 

14.6.3.7.1 推奨事項 

アクセスプロバイダは、光ファイバ用の分界エリア内のキャビネットまたはラックに設置された光ファイバパッチパネル上で光フ

ァイバ回線を成端することが望ましい。複数のアクセスプロバイダおよび顧客の光ファイバパッチパネルが同一キャビネットま

たはラックを使用することができる。光ファイバインタフェースは、基準とする配線規格（『IEC 61754-20（2 芯 LC-

APC）』等）に定められた要件に準拠することが望ましい。要求があれば、機器コードおよびパッチコード要件を単純化

するために、使用されている既存コネクタフォーマットと互換性を持つ別フォーマットのコネクタをアクセスプロバイダが提供

できる場合がある。 

アクセスプロバイダとの調整には、光ファイバ用の分界エリア内への光ファイバパネルの設置を含めることが望ましい。この

機器は、他のラック/キャビネットとの整合性を維持するために、482.6mm（19in）のキャビネットまたはラックに設置する

ことが望ましい。しかし、特に北米の一部のアクセスプロバイダは、584.2mm（23in）キャビネット/ラックを求める可能性

がある。 

光ファイバ分界エリアから主分配エリア内の主クロスコネクトまでの配線を調整することで、適正な数、回線の種類、メデ

ィアの種類、およびインタフェースの種類を備えることが望ましい。 

14.6.3.7.2 追記情報 

顧客は光ファイバ回線の分界を、サービス提供に関する性能要件および、下流の回線距離制限を超過しないように、

引込室ではなく MDA 内に準備するよう求める可能性がある。 

高密度ファイバ環境においては、アクセスプロバイダは 2 ポストフレーム等の自立架の設置を考慮することが望ましい。 

ダークファイバー回線（光ファイバ回線のうち、ケーブル心線とコネクタで構成され、通信機器を含まないもの）について

も、光ファイバ分界エリアにて成端することが望ましい。ダークファイバー回線は、データセンター所有者またはアクセスプロ

バイダ等の第三者により提供および保守される。これらの回線は、アクセスプロバイダまたはデータセンター所有者が提供

するパッチパネルに成端される。 

14.7 通信ケーブルの経路 

14.7.1 概要  

14.7.1.1 必須事項 

別途定められている場合を除き、データセンターにおける配線経路は、『ANSI/TIA-569-D』、『CENELEC EN 

50174-2』、または『ISO/IEC 14763-2』等で定めた配線および管路の仕様に準拠しなければならない。 

データセンターにおける経路の規模は、計画された用途と想定される拡張を踏まえた最大容量に対応したものとしなけ

ればならない。 
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底板のある配線経路（ケーブルトレイ、ダクト等）内での電気通信配線の最大高さは、経路の深さに関係なく

150mm（6in）を超えてはならない。 

底板が無い配線経路の場合、設置する配線の最大高さは、経路の支持点にかかる局所荷重およびそれにより生じる

圧力に応じて決定される。ケーブルの積載高さは式 14-1 または 14-2 を使用することで算出できる。ここで L,はケーブル

経路上の支持点間の最大距離、H は算出されたケーブルの許容高さである。 

 

L の値をミリメートル単位（mm）で計算する場合。 

H (mm) =  
150 

 (14-1)  
1 + (L × 0.0007) 

 
L の値をインチ単位（in）で計算する場合。 

H (in) =  
152.4 

 (14-2)  
25.4 + (L × 0.4516) 

 
経路内のケーブル積載高さは、上記の算出値を超えてはならない。便宜上、Table 14-5 に一般的な支持点間の離

間距離におけるケーブル積載高さの計算値をまとめている。 

 
Table 14-5 ケーブル経路の最大ケーブル積載高さ 

L 

支持点間の  

距離（mm） 

H 

ケーブル経路の最大積載

高さ（mm） 

 L 

支持点間の  

の距離（in） 

H 

ケーブル経路の最大積載

高さ（in） 

0mm 150.0mm  0in 6.00in 

100mm 140.2mm  4in 5.60in 

150mm 135.7mm  6in 5.42in 

250mm 127.7mm  12in 4.94in 

500mm 111.1mm  24in 4.21in 

750mm 98.4mm  36in 3.66in 

1000mm 88.2mm  48in 3.24in 

1500mm 73.2mm  60in 2.90in 

 
配線経路システムの固定は、AHJ、現地の耐震要件、および長期間において想定する荷重に基づいて設計・施工し

なければならない。フリーアクセスフロアシステムを使用する場合は、以下に示す方法のいずれも使用できる。 

 配線経路およびフロアシステムの双方のメーカーが認めれば、配線経路を取り付ける支持部材を、タイル下の

複数の横桁間に固定することも許容される 

 フリーアクセスフロア床下で、建物床へ適切に取り付けられた金属支材への取り付け 

 全ネジによる、建物床への直接設置 

 床スラブへボルト留めされた架台への取付 
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ストラクチャードケーブリングは、光ファイバー機器コードおよびパッチコードを敷設する専用の光ファイバーレースウェイに敷

設してはならない。防湿の観点から、地面に密着しているコンクリート床の素地面にケーブルを直置きしてはならない。ケ

ーブルトレイの容量は、データセンターの最大実装状態を基に計画する。特に、トレイからの盤側へのケーブル取り出し

部分と、トレイの交差部分の配線容量に注意を払うこと。 

14.7.1.2 推奨事項 

将来の拡張および予定される用途を踏まえたデータセンターの最大実装時に合わせた大きさに、経路の大きさが対応

することが不可能な場合は、他の媒体（光ファイバ等）または別のネットワークアーキテクチャ（分散 LAN・SAN のスイ

ッチング等）を検討して、配線量の要件を削減する。 

地震活動による潜在的なリスクが存在する場所では、電気通信経路は AHJ および該当する基準に従い固定すること

が望ましい（8 章を参照）。 

平衡撚り対ケーブルと光ファイバケーブルを分離するために、個別のレースウェイを使用するか、レースウェイ内に仕切りを

設けることが望ましい。光ファイバと平衡撚り対ケーブルを分離することが現実的でない場合、光ファイバケーブルは、平

衡撚り対ケーブルの下ではなく上に重ねることが望ましい。 

光ファイバ機器コードおよびパッチコードは専用の光ファイバ経路に設置し、施設全体を通して適切な曲げ半径を確保

することが望ましい。 

光ファイバケーブルがケーブルトレイから外れる際には、床スラブやフリーアクセスフロア上に触れないようにすることが望まし

い。 

通信配線および配線経路は、天井高がそれを可能とする限り、頭上に設置することが望ましい。 

フリーアクセスフロア床下の通信ケーブルは、国家認定された検査機関（NRTL）が規格認定または格付けした配線

経路に、全てを設置することが望ましい。機器キャビネット通路内では、電力用の配線と、通信用の配線を異なる通路

に割り当てる。通信ケーブルはホットアイル内（キャビネット背面側の通路）に、電力ケーブルはコールドアイル内（キャ

ビネット前面側の通路）に収めることが望ましい。コールドアイル内への通信ケーブルの配線を推奨しない理由は、通信

用のレースウェイがコールドアイルの穴あき床タイルへの気流を阻害する可能性があるためである。 

14.7.2 セキュリティ  

14.7.2.1 必須事項 

データセンター用の電気通信の配線は、ケーブルが密閉された管路またはその他の安全な経路内にない限り、一般人

や建物内の他のテナントがアクセス可能な空間内に設置してはならない。 

14.7.2.2 推奨事項 

ケーブリングインフラへの物理的なアクセスは、アクセスの必要性に厳格に基づき、データセンターの配線エンジニアおよび

（データセンター監視の下で）アクセスプロバイダ要員に限定することが望ましい。 

データセンター用地の保守点検口またはハンドホールは、無断アクセスを防ぐために錠やその他の手段を用いることが望

ましい。 

14.7.3 電力ケーブルと通信ケーブルの離隔  

14.7.3.1 必須事項 

電力ケーブルと平衡撚り対ケーブルの電磁的結合を最小限に抑えるために、電力ケーブルと平衡撚り対ケーブルの分

離および離隔は、AHJ 並びに該当する配線および経路の基準で定めた要件に従わなければならない。 

AHJ により、配線および経路の基準で定めたものより大きな離隔や、障壁の設置が求められる場合がある。 
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金属製のケーブル経路を使用する場合は、AHJ 要件および該当する基準（『ANSI/NECA/BICSI-607』、

『ANSI/TIA-607-C』、『ISO/IEC 30129』等）に従い、適切にボンディングおよび接地をしなければならない。 

14.7.3.2 推奨事項 

電力ケーブルおよび平衡撚り対ケーブル用に、フリーアクセスフロアシステムの床下空間を使用するコンピュータ室では、

電力ケーブルおよび通信ケーブルに、可能な限り別々の通路を割り当てる。主要な通路にて、電力ケーブルと通信ケー

ブルに別な通路を割り当てられない場合、同一通路内で電力ケーブルと通信ケーブルの間に水平・垂直の両方向の離

隔を確保する。水平方向の離隔については、主要通路の異なるタイル列を電力ケーブルと通信ケーブルに割り当てるこ

とで確保する。さらに、垂直方向の離隔については、通信ケーブルを、（ワイヤバスケットトレイ等の）ケーブルトレイに収

めた上で電力ケーブルから可能な限り上方に配置することが望ましい。この場合、ケーブルトレイの上端はフリーアクセス

フロアタイルの下端より 50mm (2in)以上離すことが望ましい。ケーブルは、キャビネット内の機器への気流を妨げないこと

が望ましい。 

14.7.3.3 追記情報 

該当する電力規則にて求められている場合を除き、電力ケーブルと通信ケーブルが直交する際には離隔は不要である。 

電力ケーブルと通信ケーブルの離隔要件については、該当する配線規格（『 ISO/IEC 14763-2』、『CENELEC 

50174-2』、『ANSI/TIA-942-B』等）を参照。 

配線経路システムの性能は、その支持材や配線も含めた、設計・施工の適切さによって決定される。設置および保守

に関する指針を無視すると、人身傷害や財産への損害をもたらす可能性がある。 

14.7.4 ケーブルトレイの支持システム 

14.7.4.1 一般的な必須事項 

通信ケーブルをケーブル経路からキャビネットや架の引込口まで敷設する場合や、異なる高さのケーブル経路間に敷設

する際には、ケーブルの最小曲げ半径を確保し、ケーブル経路から外れる際には損傷を受けないよう保護しなければな

らない。 

トレイ型またはラダー型のケーブルラックは、製造者の推奨事項に従い設置しなければならない。 

トレイ型またはラダー型のケーブルラックの支持物は、通信用以外の経路(ダクト、管路、配管、照明器具等）から独

立させなければならない。 

ケーブルと接触する恐れのある（例えばケーブルトレイ内やケーブルラダーの近隣などで）全ネジの露出部ならびに末端

部を防護することが望ましい。 

 

警告：  ケーブルラックは、最初からその意図で設計されている物でない限り、通路、梯子、または手摺として使用して

はならない。 

 

細径（直径 4mm 未満）の非アーマーケーブルおよび光パッチコードは、底板の無いバスケットトレイや、R ガイドの付い

ていない支持経路上に配線しないことが望ましい。 

14.7.4.2 頭上ケーブルラック  

14.7.4.2.1 必須事項 

頭上の配線経路を使用するデータセンターでは、経路の上端からその直上に位置する、天井や別な経路等の障害物

まで、最低 200mm（8in）のアクセス用空間を確保しなければならない。この離隔距離要件は、ケーブルラックが互い

に交差する場所や、梁、配管、その他の建物構造物と交差する場所には適用されない。 
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ケーブルの頭上設置の際に使用される一般的なケーブルラックの種類としては、金属製ケーブルラックの隣接する区間は、

製造者の指針、『ANSI/NECA/BICSI 607』、その他の適用可能な基準（『ANSI/TIA 607-C』、『ISO/IEC 30129』

等）、および AHJ（『NFPA 70』等）の要件に従ってボンディングおよび接地しなければならず、この用途での NRTL

の基準適合または格付けを得ていなければならない。金属製のケーブルラックシステムは、データセンターの共通ボンディ

ング網にボンディングしなければならない。 

上方から支持する場合、トレイ型（使用する場合）または梯子型の頭上ケーブルラックは、構造上必要な M12 

（0.5in）以上の直径の全ネジを使用して、上方の構造物から吊り下げなければならない。また、トレイ型またはラダー

型ケーブルラックは、ケーブルラックおよびケーブルの荷重を支えるために設計された支持柱または吊金物を使用して、頭

上の支持構造物によって支持される場合がある。 

耐震固定の一部として利用する場合、トレイ型またはラダー型ケーブルラックは、壁から壁まで連続させ、機器の耐震固

定に耐えられるようにしなければならない。 

ケーブルラックは、スプリンクラまたは消火システムの直下を通過させてはならない。 

14.7.4.2.2 推奨事項 

頭上の配線経路を使用するデータセンターでは、経路の上端からその直上に位置する、天井や別な経路等の障害物

まで、最低 300mm（12in）のアクセス用空間を確保することが望ましい。 

天井高が許容できる範囲において、頭上配線は冷却効率を高め、床下ケーブルおよびケーブル経路による、給気の支

障および乱流による損失を大幅に低減できるベストプラクティスである。頭上ケーブルラックシステムのその他の潜在的な

利点には、フリーアクセスフロアの省略、通信ケーブルと電力ケーブル・配管の分離、洪水時の影響低減、およびケーブ

ルへのアクセス性向上が挙げられる。これらにはトレイ型やラダー型のケーブルラックを含む。頭上配線の設置にあたり、

還気流の障害とならないように留意しなければならない。（10.5 項も参照）。 

容量を追加するために、多段の頭上ケーブルトレイを設置しても良い。2 段または 3 段のケーブルトレイのうち 1 段を電

力ケーブルに、残りの 1 段または 2 段を通信ケーブルに割り当ててもよい。これらの頭上ケーブルラックを、さらに光ファイ

バ機器コードやパッチコード用のダクト、またはトレイシステムが補完し、フリーアクセスフロアシステムが存在しない場合は、

それにコンピュータ室ボンディングネットワーク用の金具がさらに加わる。 

コロケーション施設等の共有テナントデータセンターの通路等の共用部では、頭上ケーブルラックを以下の手段のいずれ

かにより保護することが望ましい。 

 底板およびカバー 

 床上 2.7m（9ft）以上の高さに設置し、物理的アクセスを制限 

 偶然および故意の損傷からの、他の手段による保護 

ケーブルラックの支持を頭上または下方のどちらから行うかを選択する際は、天井から吊った方が異なる高さのキャビネッ

トおよびラックの増設や撤去の際に対応の柔軟性が確保できるため、頭上からの吊下げが好まれる。しかし、ケーブルラ

ックを吊り下げる場合、天井の構造的一体性を維持するために、専用のインフラと追加の計画が必要となる場合がある。

キャビネットまたはラックにケーブルラックを直接固定すると、よりコンパクトな設計で済み、天井の構造的一体性にも影

響しない。ただし、この方法は、ケーブルラックを取り付けるキャビネットおよびラックがコンピュータ室の寿命を通じて存続し、

しかもケーブルラックの取付高さを上回る高さの機器、キャビネット、またはラックを必要としないことが確実でない限り、相

応しくない。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

400 

14.7.4.3 床下ケーブルラック 

14.7.4.3.1 必須事項 

通信ケーブルをフリーアクセスフロアの床下に敷設する場合は、敷設するケーブル経路には、ケーブルを傷つける恐れのあ

る尖端部があってはならない。 

床下ケーブルラックをフリーアクセスフロアの支持脚または横桁に取り付ける場合は、その荷重および取付方法が床の製

造者の仕様に準拠していなければならない。 

ケーブルラックまたは他のレースウェイの上端からフリーアクセスフロア床タイルの下端までの離隔距離を 50mm (2in)以上

確保し、ケーブルラックの上端から損傷なく、ケーブル束およびインナーダクトがケーブルラックから外れられるようにしなけれ

ばならない。 

床下で使用される金属製ケーブルラックは、NRTL の基準適合または格付けを得ていなければならない。金属製ケーブ

ルラックの隣接する区間は、機械的にボンディングし、電気的な連続性および導電性を確保しなければならない。金属

製のケーブルラックシステムは、データセンターの共通ボンディング網にボンディングしなければならない。 

ケーブルラック内における通信ケーブルの最大積載高さは、ケーブルラックの高さに関係なく 150mm (6in)を超えてはなら

ない。 

14.7.4.3.2 推奨事項 

容量を追加するために、多段の床下ケーブルラックを設置しても良い。2 段または 3 段のケーブルラックのうち 1 段を電力

ケーブルに、残りの 1 段または 2 段を通信ケーブルに割り当ててもよい。これらの床下ケーブルラックを、さらに光ファイバ機

器コードやパッチコード用のダクトまたはトレイシステムが補完する平行、かつ互いに直接段積みされる床下ケーブルトレ

イの各段間の離隔距離は、最低でも 200mm（8in）以上、できれば 300mm（12in）以上であることが望ましい。 

フリーアクセスフロア下の場合、上段のトレーを下段より狭くするか、前後にケーブルトレイの無い空間を 1 タイル分確保

することで、下段におけるケーブル敷設・撤去用の作業空間を確保することが望ましい。 

14.7.4.4 ケーブルラックのルート調整 

14.7.4.4.1 推奨事項 

通信ケーブル用の頭上ケーブルラックの計画は、照明、配管、HVAC、電力、防災・消火の各システムを設計している

設計士、空調技師、電気技師、配管・構造技師と調整することが望ましい。調整では、ルート、離隔距離、アクセス

可能性を考慮することが望ましい。調整を容易にするため、三次元 CAD 図面の使用も考慮する。 

照明器具（照明）およびスプリンクラヘッドは、ケーブルラックの直上ではなく、ケーブルラック間に配置することが望まし

い。 

床下ケーブルラックのルートは、建物の計画段階でその他の床下システムと調整することが望ましい。 

14.7.4.5 床下フォームマット 

14.7.4.5.1 必須事項 

床下の経路またはコンテインメント用にフォームマットを使用する場合は、既存のケーブルがわずかまたは敷設されていな

い区域で使用し、床下通気を妨害しないようにマットを固定しなければならない。 

また、フォームマットは、それを設置する空間の耐火要件を満たさなくてはならない。 

14.7.4.5.2 推奨事項 

床下経路またはコンテインメント用にフォームマットを使用する場合、厚さは最低で 13mm（0.5in）以上とし、床支持

脚間の通路を埋めることが望ましい。 
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14.8 バックボーン配線 

14.8.1 序文 

バックボーン配線の役割は、データセンターケーブルシステム内の MDA、IDA、HDA および引込室間を接続することであ

る。 

バックボーン配線は、バックボーンケーブル、MC/MD、IC/ID、端子、機器コードに加え、バックボーン間のクロスコネクショ

ンに使用されるパッチコードまたはジャンパで構成される。 

バックボーン配線は、データセンター利用者の単一または複数の計画上の期間における需要を満たすことを期待されて

いる。一期間は、日、月、または年単位に及ぶ可能性がある。計画上の各期間において、バックボーン配線の設計は、

ケーブルの増設なしでサービス要件の拡大および変更に対応できるようにすることが望ましい。計画上の期間の長さは

最終的に、部材調達、輸送、設置および仕様管理を含む設計上の調達要件に応じて決定される。 

14.8.2 一般的な必須事項 

バックボーン配線は、ネットワークの再構成および将来の拡張を、バックボーン配線に支障を与えずに可能としなければ

ならない。 

14.8.3 一般的な推奨事項 

バックボーン配線は、LAN、WAN、SAN、コンピュータチャネル、および機器コンソール接続等の、ネットワーク接続と物

理接続の両方について、様々な接続要件に対応することが望ましい。 

14.8.4 ケーブルの種類 

14.8.4.1 序文 

本規格で示したケーブルは、データセンター環境内の様々な用途の要件に適用可能である。伝送媒体の選択は、個

別の用途の特性に応じて選択することが望ましい。選択するにあたっては、以下の要素を考慮する。 

 対象とするサービスの観点からの柔軟性 

 ケーブルに要求される耐用年数 

 コンピュータ室の規模 

 対応するシステムの種類と数量 

 配線システム内のチャネル容量（伝送性能特性） 

 機器ベンダの推奨事項または仕様 

14.8.4.2 必須事項 

認証されたケーブルは、それぞれの該当するケーブル規格の各カテゴリーまたはケーブル種別において、定められた用途に

適した個別の特性を有している。単一種のケーブルのみで、あらゆるエンドユーザの要件を満たすことはできない。バック

ボーン配線に複数の媒体を使用することが必要な場合がある。この場合においても、異なる媒体が同一施設内の同じ

アーキテクチャを使用し、同一箇所のクロスコネクト、端子、建物間引込設備を使用する。 

バックボーン配線を利用するサービスおよび用地の規模が多岐にわたるため、複数の伝送媒体が認められている。本規

格では、バックボーン配線において単独で使用する伝送媒体と、組み合わせて使用しなければならない伝送媒体を定

めている。 

認証されたケーブル、関連する接続ハードウェア、ジャンパ、パッチコード、機器コード、および ZDA 内のコードは、該当す

る規格および関連する補遺（例：『ISO/IEC 11801-1』、『ANSI/TIA-568.2-D』、『ANSI/TIA-568.3-D』）に定め

られた要件を全て満たさなければならない。 

バックボーン配線は、下記のうち 1 種類以上の媒体で構成しなければならない。 
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 100Ω 平衡撚り対線カテゴリ 5e/クラス D 以上（カテゴリ 6/クラス E 以上を推奨） 

 OM3 以上のマルチモード光ファイバケーブル（OM4 または OM5 マルチモード光ファイバケーブルを推奨） 

 OS1 または OS2 のシングルモード光ファイバケーブル 

 75Ω 同軸ケーブル(『Telcordia GR-139-CORE 734 または 735』型) 

注： 

1. 『Telcordia GR-139-CORE』に定められている 734 型および 735 型 75Ω 同軸ケーブルは、E-1、E-3、および T-3 回

線での使用を承認されている。  

2. 特定のアプリケーションでその他の種類のケーブル（インフィニバンドケーブル、『ANSI/TIA-232』、V.35、SCSI 等）が必

要な場合は、上に挙げたケーブルに加えてそれらを設置してもよい。 適用可能な基準に準拠した伝送性能を現地要件

に適用しなければならない。 

3. 上記ケーブル種別の、特定用途への適合性を判断するためには、システムの供給者、機器製造者、およびシステムインテ

グレータと協議することが望ましい。  

14.8.5 冗長バックボーン配線 

14.8.5.1 序文 

冗長バックボーン配線は、主系バックボーン配線の損傷による通信の停止を防ぐ。冗長バックボーン配線は、必要な保

護の度合いに応じていくつかの方法で設置可能である。 

14.8.5.2 推奨事項 

2 つの区域間（例：水平分配エリアと主分配エリアの間）のバックボーン配線は、両区域の間に 2 つのケーブルチャネ

ルを、異なるルートで配線することで実現可能である。コンピュータ室に 2 か所の MDA を配置する場合は、その 2 か所

の MDA までのケーブルは異ルート化することが望ましいが、HDA までの冗長バックボーン配線は必須とは限らない。 

HDA 間にバックボーン配線を設置することで、ある程度の冗長を確保することも可能である。MDA から HDA までのバ

ックボーンケーブルが損傷した場合は、別の HDA を経由した接続が可能である。 

14.8.6 バックボーン配線の距離制限 

14.8.6.1 序文 

本規格で認められた媒体に対応したバックボーン配線トポロジは、用途と媒体に依存する。光ファイバと平衡撚り対線

に関する、用途に応じた推奨する最大配線長と最大挿入損失などの、配線設計上の配慮事項については、該当する

規格文書を参照すること。 

1Gbps 以上の伝送速度を必要とする場合は、新規配線の設計だけでなく、既設の配線による対応も含めて詳細に

検討することが望ましい。光ファイバについては、個別の光ファイバリンクの設計時や既設の光配線の評価に際して、用

途別の最大許容挿入損失を考慮する必要がある。平衡撚り対ケーブルについては、ケーブルのカテゴリに応じて用途別

の利用可能距離が制約される。 

該当する各規格文書（『ANSI/TIA-568.0-D』、『EN 50173-5』、『ISO/IEC 11801-5』等）に、用途別の詳細な

情報が編集されており、光ファイバおよび平衡撚り対ケーブルの利用とシステム設計に際しての意思決定に必要な基本

的な情報を得ることができる。 

本規格の対象外ではあるが、個別区域間のインターコネクションについても、通常は広域用に使われている機器と技術

を適用することで実現可能である。 
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14.8.6.2 必須事項 

長い平衡撚り対線の機器コードおよびパッチコードを使用し

ているデータセンターでは、最大コード長を踏まえたバックボー

ン配線距離を設定し、機器コード、パーマネントリンク、パッ

チコードを合計した挿入損失が、用途における上限値を越

えないようにしなければならない。 

14.8.6.3 推奨事項 

本規格の利用者が本項で述べる配線を特定の用途に適

用する際には、予定しているサービスに関連した規格を参照

するか、または機器の製造者やシステムインテグレータと協議

して、用途に対する配線の適合性を確認することを勧める。 

平衡撚り対ケーブルについては、多数の接続が近接すること

による、NEXT 損失および反射減衰量への影響を軽減する

ため、チャネル内での接続点間の最低離隔距離について、

ケーブルシステム製造者の指針を求めることが望ましい。上

記の指針がない場合、バックボーンケーブル長は 15m

（50ft）以上とすることが望ましい。 

14.8.7 光ファイバの中央集中化配線 

14.8.7.1 序文 

多くのデータネットワークのユーザは、コンピュータ室内におい

て分散型ではなく集中型のエレクトロニクスを実装している。 

中央集中化配線は、プルスルー、インターコネクション、また

は HDA や IDA での接続を許容することで、EDA から集中

化されたクロスコネクトまでの接続を確保する。 

集中化された光ファイバトポロジにより、IDA および HDA に

おいてスイッチを省略することが可能となる。 

Figure 14-9 に、中央集中化された光ファイバ配線の例を

示す。 

 

Figure 14-9 中央集中化された光ファイバ配線の例 

14.8.7.2 一般的な必須事項 

集中化された光ファイバ配線における移設・変更・増設は、全て集中化されたクロスコネクトにて実施しなければならな

い。中央集中化配線の設計では、プルスルー（成端せず通過）ケーブル、インターコネクション、または融着から、クロス

コネクト構成への（一部または全部の）将来的なマイグレーションに対応可能としなければならない。 

中央集中化された配線設計では、水平配線およびバックボーンの光ファイバ配線の増設および撤去に対応しなければ

ならない。HDA と IDA には、プルスルー、インターコネクト、およびスプライスで接続した回線を、クロスコネクトへ将来変

更する際に必要な追加のパッチパネルを増設するために、充分な空間を確保しなければならない。 

HDA および IDA のケーブルに十分な余長を持たせることで、クロスコネクションへの将来変更時に必要なケーブルの移

動を可能としなければならない。光ファイバケーブル余長を主要する箇所では、光ファイバケーブルの最小曲げ半径に違
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反しないよう、ケーブルの曲げ半径を確保しなければならない。光ファイバケーブルの余長部分は、保護された筐体内に

収納しなければならない。 

14.8.7.3 一般的な推奨事項 

ケーブルの余長は、ジャケットの付いたケーブルとして、またはジャケットの無い光ファイバ（バッファまたは被覆付き）の、

いずれの状態でも収納可能である。成端部材の配置は、モジュール単位の拡張を円滑に実施できるレイアウトとするこ

とが望ましい。 

14.8.7.4 中央集中化された光ファイバ配線長の制限 

中央集中化配線の実施に当たっては、特にマルチモード光ファイバの、現在および将来予期されるプロトコルにおける、

通信距離の制限を考慮しなければならない。 

注：  将来の用途は、光ファイバからより広帯域の性能を追求し、実用的なチャネルの距離を短縮する可能性がある。 

14.8.7.5 中央集中化配線の設計・施工 

14.8.7.5.1 必須事項 

中央集中化配線の設計では、プルスルー（成端せず通過）ケーブル、インターコネクション、またはスプライスから、配線

盤内の構成可能機器（スイッチ等）や、クロスコネクト構成への（一部または全部の）将来における変更を実施可

能としなければならない。中央集中化配線は、準拠する配線規格における電気通信管理およびラベリングの要件に対

応しなければならない。移設および変更は、集中クロスコネクトにおいて実施しなければならない。さらに、コンピュータ室

のスプライスおよびインターコネクトのハードウェアは、各終端ポジションに固有の識別子をラベリングしなければいけない。

極性については、準拠する配線規格の要件に従わなければならない。光ファイバケーブルの曲げ半径の制限に抵触し

ないように、余長収納箇所では曲げ半径を確保しなければならない。 

14.8.7.5.2 推奨事項 

コンピュータ室のバックボーン下位システムは、予備回線容量を設計時に確保することで、コンピュータ室に追加のバック

ボーンケーブルを引き込まず、集中化クロスコネクトでのネットワーク機器のニーズに対応することが望ましい。コンピュータ

室のバックボーン光ファイバの芯線数は一般的に、光ファイバ配線システムに接続するネットワーク接続機器 1 台あたり、

最低でも 2 本の光ファイバ芯線が必要となる。クロスコネクトまたは分散機器構成へ将来に変更するための、ケーブルの

余長は、ジャケットの付いたケーブルとして、またはジャケットの無い光ファイバ（バッファまたは被覆付き）のいずれの状

態でも収納可能である。 

14.9 水平配線 

14.9.1 序文 

水平配線は、電気通信ケーブリングシステムの一部であり、EDA 内の機器アウトレット（EO）から HDA、IDA、または

MDA 内の TIA における HC または ISO/CENELEC における ZD に至る。 

水平配線には以下を含む。 

 水平ケーブル 

 端子 

 機器コード、パッチコード、またはジャンパ 

14.9.2 ゾーンアウトレット、分岐点（CP）、ローカル分配点（LDP） 

14.9.2.1 必須事項 

水平配線を利用する用地の規模およびサービスが多岐にわたるため、複数の伝送媒体が認められている。本規格は、

水平配線において単独で使用する伝送媒体と、組み合わせて使用しなければならない伝送媒体を定めている。 
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認証されたケーブル、関連する接続ハードウェア、ジャンパ、パッチコード、および機器コードは、該当する規格および関

連する文書（『ISO/IEC 11801-1』、『ANSI/TIA-568.2-D』、『ANSI/TIA-568.3-D』）に定められた要件を全て満

たさなければならない。 

水平配線は、下記のうち 1 種類以上の媒体で構成しなければならない。 

 4 対の 100Ω 平衡撚り対線カテゴリ 6/クラス E 以上（カテゴリ 6A/クラス EA 以上推奨） 

 OM3マルチモード光ファイバケーブル（光ファイバによる水平配線長が 70m（230ft）を超える場合は、OM4

または OM5 マルチモード光ファイバケーブルを推奨） 

 OS1 または OS2 のシングルモード光ファイバケーブル 

注： 

1. すでにカテゴリ 5e/クラス D ケーブルを使用している既設データセンターでは、カテゴリ 5e/クラス D ケーブルが使用可能であ

る。   

2. 『Telcordia GR-139-CORE』に定められている 734 型および 735 型 75Ω 同軸ケーブルは、E-1、E-3、および T-3 回

線での使用を承認されている。  

3. 特定のアプリケーションでその他の種類のケーブル（インフィニバンドケーブル、『ANSI/TIA 232』、V.35、SCSI 等）が必

要な場合は、上に挙げたケーブルに加えてそれらを設置してもよい。 適用可能な基準に準拠した伝送性能を現地要件

に適用しなければならない。 

4. 上記ケーブル種別の、特定用途への適合性を判断するためには、システムの供給者、機器製造者、およびシステムインテ

グレータと協議することが望ましい。  

14.9.3 水平配線の冗長  

14.9.3.1 推奨事項 

重要システムへの水平配線は、耐障害性能を高めるために、異ルートとすることが望ましい。配線経路を選定する際に

は、最大水平配線長を超えないように注意することが望ましい。最大配線長制限を超えない限り、重要システムに対し

2 箇所の異なる水平分配エリアから配線できる。2 か所の水平分配エリアが同一の防火区画内にある場合は、これによ

り得られる耐障害性能は、単一の水平分配エリアから異なる冗長経路で配線した場合からほとんど向上しない。 

14.9.4 平衡撚り対ケーブル 

14.9.4.1 序文 

平衡撚り対ケーブルの性能は、ISO/IEC および TIA が、それぞれクラスまたはカテゴリに基いた分類を使用して記述され

る。バックボーン配線ではカテゴリ 3/クラス C が最低許容性能であるが、水平配線ではカテゴリ 6/クラス E が『ANSI/TIA-

942-B』および『CENELEC EN 50173-5』の最低要件であり、カテゴリ 6A/クラス EA が『ISO/IEC 24764』に示された

最低要件である。 

Table 14-6 は、所定の平衡撚り対ケーブルの最低限のケーブルチャネル性能要件に基づいている。 
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Table 14-6 平衡撚り対ケーブルのチャネル性能 

CENELEC および ISO のクラス/カテゴリ 1 TIA カテゴリ 周波数特性 

Class D/Category 5 Category 5e 100MHz 

Class E/Category 6 Category 6 250MHz 

Class EA/Category 6A Augmented Cat6 500MHz 

Class F/Category 7 n/a2 600MHz 

Class FA/Category 7A n/a2 1,000MHz 

Class I/Category 8.1 Category 83 2,000MHz 

Class II/Category 8.2 Category 8 2,000MHz 

注 1：   要素の性能は”Category”で、システムの性能は”Class”で示される。 

注 2：  TIA には同等の規定はない。 

14.9.4.2 推奨事項 

通信引込室に置かれた外部ネットワークインタフェース（ENI）のネットワークアクセスケーブルを除けば、データセンター

の平衡撚り対ケーブルの推奨最低性能レベルは、カテゴリ 6A/クラス EA である。 

14.9.4.3 平衡撚り対ケーブルの最大通信距離 

用途別の平衡撚り対ケーブルの最大通信距離は、該当する配線規格に定められている（『ISO/IEC 11801-5』、

『CENELEC EN 50173-5』、『ANSI/TIA-568.0-D』等）。 

14.9.5 光ファイバケーブル 

14.9.5.1 序文 

マルチモード光ファイバケーブルには 5 つのクラスが存在し（OM1、OM2、OM3、OM4、および OM5）、シングルモード

光ファイバケーブルには 2 つのクラスが存在する（OS1 および OS2）。Table 14-7 に光ファイバケーブル種別ごとの、最

低帯域幅または光学的性能を示す。 
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Table 14-7 種類別の光ファイバケーブルの性能 

分類 光ファイバの種類 性能 

OM11 62.5/125µm マルチモード 
波長 850nm および 1,300nm における最低 OFL 帯域はそれぞれ 200MHz•km

および 500MHz•km である。 

OM21 
50/125µm マルチモード 

62.5/125µm マルチモード 

波長 850nm および 1,300nm における最低 OFL 帯域はそれぞれ 500MHz•km

および 500MHz•km である。 

OM3 
50/125µm 850nm 

レーザ最適型 

波長 850nm および 1,300nm における最低 OFL 帯域はそれぞれ 1500MHz•km

および 500MHz•km であり、限定モード励振（垂直共振器面発光レーザ

[VCSEL]等）での波長 850nm の有効な帯域幅は 2000MHz•km である。 

OM4 
50/125µm 850nm 

レーザ最適型 

波長 850nm および 1,300nm における最低 OFL 帯域はそれぞれ 3,500MHz•km

および 500MHz•km であり、限定モード励振（VCSEL 等）での波長 850nm の

有効な帯域幅は 2,000MHz•km である。 

OM5 
50/125µm 850nm 

レーザ最適型 

波長 850nm および 1,300nm における最低 OFL 帯域はそれぞれ 3,500MHz•km

および 500MHz•km であり、限定モード励振（VCSEL 等）での波長 850nm の

有効な帯域幅は 2,000MHz•km である。 

OS1 シングルモード 

シングルモード光ファイバケーブルの特性では、最低帯域幅をマルチモードと同一の方

法で表記していない。屋内用では波長 1,310nm および 1,550nm の損失特性が

1.0dB/km、屋外用では波長 1,310nm および 1,550nm の損失特性が

0.5dB/km である。 

OS2 シングルモード 

シングルモード光ファイバケーブルの特性では、最低帯域幅をマルチモードと同一の方

法で表記していない。屋内用および屋外用の両方で、波長 1,310nm、1,383nm、

および 1,550nm の損失特性は 0.4dB/km である。OS2 ファイバは、波長

1,383nm のウィンドウにおける性能が最適化されている（『ITU-G652.D』に定めら

れている）。 

注：  OM1 および OM2 はデータセンターでの利用を認められておらず、参考として記載している。 

14.9.5.2 必須事項 

OS1 シングルモードおよび OM3 マルチモードケーブルが、本規格に適合する最低限の光ファイバのクラスである。 

14.9.5.3 推奨事項 

100Gbps Ethernet の対応には、OM4 マルチモード光ファイバを、特に 4 レーン構成で使用することが推奨される。

40G および 100G Ethernet への対応が当初または将来見込まれる場合（例：ディストリビュータ間、トップオブラック

スイッチ間、および高性能サーバ間のバックボーンケーブリング等）は、マルチモード光ファイバを MPO コネクタに成端する

ことが望ましい。OM5 は OM4 と同様の性質を持つが、100Gbps を超えるイーサネットにも対応している。 

14.9.5.4 コンポーネントチャネル法 対 アプリケーションベース法 

光ファイバケーブルソリューションの設計手法としては、コンポーネントチャネル法とアプリケーションベース法の 2 種類があ

る。 

14.9.5.4.1 コンポーネントチャネル法 

従来のコンポーネントチャネル法では、最終的に光ファイバケーブルチャネル上で稼働するアプリケーションに対する綿密

な検討を行わずに、光ファイバケーブルのソリューションを設計・構築してきた。アプリケーションの検討がされない結果、ネ
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ットワーク機器が稼働不能であると判明した場合に、設計者・施工者・運用者の間で、責任に関する議論や見解の不

一致が発生する。 

光ファイバケーブルインフラを効果的に構築し、将来にわたって効果的に運用するためには、インフラを利用するアプリケー

ションに関する知識が不可欠である。設計者は最初に必要とするアプリケーションを確定し、コネクタの種類、帯域幅性

能、および光ファイバケーブリングの種類を決定することが望ましい。次に、設計者はそれらの決定を基に、準拠する配

線規格の光学的な性能に関する図表を参照する。これにより、設計者は光ファイバの種別ごとに、最大許容損失値お

よび当該アプリケーションの最大通信距離を得ることができる。要素の選定と組み立ては、累積損失をベースとして決定

される。最終的な性能はチャネル単位で測定され、要素ごとの損失値や個別の最悪事象を把握していない。 

この方法は、3 つ以上のコネクタか、チャネル長が短いほど信号損失が大きくなるコネクタを使用する設計者および運用

者にとっては有利に働く。これを機会として、実質的に帯域の変動からコネクタ損失に切り替えた。システムの累積減衰

が大きくなるため、ほとんどの製造者は、シングルモード・マルチモードを問わず、光ファイバケーブルチャネル上での、6 個

（スプライスを含まない 3 対）を超えるコネクタの使用を推奨または対応していない。 

最新や次世代の高速アプリケーションの要求性能は、大幅な距離制限と引き換えの側面がある。媒体選定、距離、

帯域、要素損失の全てをバランスさせ、対応するすべてのアプリケーションの規定範囲内に収めない限り、アプリケーショ

ンの効果的な稼働は期待できない。 

14.9.5.4.2 アプリケーションベース法 

実装するアプリケーションが既知であれば、データセンターの配線設計者は、準拠する配線規格から、当該アプリケーショ

ンに求められるチャネル損失および最大チャネル距離に関する詳細情報を得ることができる。認定された部品群から、専

用のホーム・ラン光ファイバケーブルソリューションを構成できる。 

14.9.5.5 光ファイバケーブルの通信可能距離 

用途ごとに求められる光ファイバケーブルの最大チャネル損失および最大チャネル距離に関する詳細情報については、該

当する基準（『ANSI/TIA-568.0-D』、『ISO/IEC 11801-5』、『CENELEC EN 50173-1』等）を参照。これらの基

準の適用表は、OM1−OM5 クラスのマルチモードファイバおよび OS1−OS2 クラスのシングルモードファイバの最低性能

要件に基づいている。 

14.9.5.6 シングルモードおよびマルチモードにおけるコネクタ色の推奨事項 

シングルモードコネクタ全体、またはその外観部分は、光ファイバの先端が平面研磨の場合は青色、APC 研磨の場合

は緑色とすることが望ましい。単一のデータセンター区域または部屋に OS1 と OS2 が混在する場合は、ファイバの種類

を明確にするために追加の識別手段を適用することが望ましい。 

マルチモードコネクタ全体、またはその外観部分の配色は、以下の通りとすることが望ましい。 

 OM1、62.5μm コネクタ（本規格には不適合）はベージュ 

 OM2、50μm コネクタ（本規格には不適合）は黒 

 50μm レーザ最適化の OM3 または OM4 のコネクタは水色 

 50μm レーザ最適化の OM5 のコネクタはライムグリーン 

単一のデータセンター区域または部屋に OM3 と OM4 が混在する場合は、ファイバの種類を明確にするために追加の

識別手段を適用することが望ましい。 

アダプターのハウジングの色は、上記のコネクタ配色に準じて、内蔵したファイバの種類と性能に応じた配色とすることが

望ましい。 
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14.9.6 水平配線の距離制限 

14.9.6.1 序文 

水平配線の距離制限は、HDA、IDA、または MDA の TIA における HC または ISO/IEC における ZD のケーブリング

成端から、EDA の EO へのケーブリング成端までのケーブル長を対象とする。 

14.9.6.2 必須事項 

最大および最小のケーブル長については、該当する配線規格を参照。 

14.9.6.3 推奨事項 

コンピュータ室内の水平配線の距離は、データセンターの分配エリア内部におけるより長い機器コードとなることを見込み、

短縮が必要となる場合がある。このため、水平配線距離の決定に当たっては、機器コードを接続後にケーブル長が伝

送要件を満たすように慎重に考慮することが望ましい。 

注：  平衡撚り対ケーブルでは、NEXT 損失および反射減衰量への近接する複数接続の影響を軽減するために、ZDA 側の

端子と HDA 側の端子の間は、製造者の追加指針がない場合は 15m（50ft）以上の配線距離を確保することが望ましい。

選択した製品群が許容可能な最短距離については、ケーブルシステムの製造者に確認する。その結果、製造者の推奨により、

最短距離を短くすることができた場合、ケーブル余長を収納するための空間を削減できる可能性がある。 

14.9.6.4 平衡撚り対線の距離制限 

14.9.6.4.1 序文 

平衡撚り対線の機器コードおよびパッチコードアセンブリは、単線導体または撚り線導体のいずれも適用可能である。こ

れらのコードを構成する撚り線導体の挿入損失（減衰量）は、単線導体ケーブルの減衰量よりも大きい。汎用ケーブ

ルシステムにおける物理的チャネル距離の上限は 100m（328ft）であるが、これはケーブルチャネルの両端の機器コー

ドおよびパッチコードの合計長さが 10m（33ft）を超えないことを想定した値である。撚り線機器コードと撚り線パッチコ

ードを合計した長さが 10m（33ft）を超える場合は、最大コード長に関する該当する配線規格を参照すること。 

14.9.6.4.2 必須事項 

該当する撚り線、機器コード、およびパッチコードの減衰量特性を、それらの製造者に確認して、設置されたケーブルチ

ャネルが、該当する配線規格に適合した性能を持つことを担保する。 

ZDA のゾーンアウトレット内で使用される平衡撚り対線の機器コードは、該当する配線基準に定められた最低性能要

件を満たさなければならない。 

ゾーンアウトレットには、ゾーンエリアでの最大許容ケーブル長を表示しなければならない。これを実現する 1 つの方法とし

ては、ケーブル長がマーキング（印字）されたケーブルを用いることである。 

14.9.6.5 水平配線の設計・施工 

14.9.6.5.1 必須事項 

光ファイバについては、各光ファイバリンクの設計または既設ケーブルの評価の際に、アプリケーション毎の最大許容される

チャネル挿入損失を考慮しなければならない。 

14.9.6.5.2 推奨事項 

光ファイバケーブルおよび平衡撚り対ケーブルについては、ケーブルのカテゴリまたは種類によって、アプリケーション毎の通

信距離が制約される場合がある。該当する各規格文書で（『ANSI/TIA 568.0-D』、『CENELEC EN 50173-5』、

『ISO/IEC 11801-5』等）に、用途別の詳細な情報が記述されており、光ファイバ平衡撚り対ケーブルの利用とシステ

ム設計に際しての意思決定に必要な基本的な情報を得ることができる。 
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14.9.7 ケーブルシース共有の指針 

14.9.7.1 序文 

本項で述べるケーブルシース共有の指針は、すべてのシステムの設計および施工をカバーすることを意図していない。ユ

ーザーが機器の製造者、アプリケーションの規格、およびシステムプロバイダに、追加情報について相談・参照することを

推奨する。 

一般的に、共通の周波数を持たないアプリケーション同士は、互いに干渉しない場合が多い。アナログ音声とデジタルデ

ータ信号を同一ケーブルシース内に混在させることは、この一例である。単一の平衡撚り対ケーブルでは、同種のアプリ

ケーションを異なる撚り対線で、問題なく同時に稼働させることができる。 

14.9.7.2 推奨事項 

設計者および施工者は、該当する配線規格に定められたケーブルシースの共有に関する、推奨事項に従うことが望ま

しい。 

14.9.7.3 ハイブリッドケーブルおよび複合ケーブルアセンブリへの適用 

14.9.7.3.1 序文 

ハイブリッドケーブルおよび複合ケーブルアセンブリは、複数のケーブルをまとめ、同一経路に敷設される単一のケーブルユ

ニットとするために使用される。まとめられるケーブルは、その種類（光ファイバケーブリングおよびバランスツイストペアケー

ブリング等）やカテゴリ（カテゴリ 6A/クラス EA とカテゴリ 6/クラス E ケーブリング）が、同一の場合もあれば異なる場合

もある。 

ハイブリッドケーブルアセンブリは工場での製造になるが、複合ケーブルアセンブリは工場または第三者の設備、もしくは施

工者が現地で組み込むかのいずれも可能である。 

注：  複合ケーブルは、loomed, speed-wrap, または whip cable assemblies とも呼ばれている。 

14.9.7.3.2 必須事項 

複合ケーブルおよびハイブリッドケーブルを水平配線に使用する場合は、各ケーブルの種類は認定され、当該ケーブル種

類の伝送（認証カテゴリ/クラス等）および色識別（4 ペア色識別グルーピング等）についての仕様を満たさなければ

ならない。また、ハイブリッドケーブルまたは複合ケーブルアセンブリは、該当する規格（例：『ISO/IEC 11801-1』、

『ANSI/TIA-568.2-D』、『ANSI/TIA-568.3-D』、『CENELEC EN 50173-1』）のハイブリッド・複合ケーブルアセンブ

リに関する要件を満たさなければならない。これらの要件は、設置前に組み込まれているハイブリッドケーブルおよび複合

ケーブルに適用される。 

ハイブリッドケーブルと複合ケーブルアセンブリは、ケーブルまたはコネクタ付きアセンブリのどちらとしても設置可能である。ト

ランクケーブルアセンブリとして知られるこれらのアセンブリは、片端または両端にコネクタを取り付けることができる。これら

のハイブリッドケーブルや複合ケーブルアセンブリを使用する場合は、該当する規格のハイブリッド・複合ケーブルの伝送性

能に関する要件を満たす必要がある（『 ISO/IEC 11801-1』、『ANSI/TIA-568.2-D』、『ANSI/TIA-568.3-D』、

『CENELEC EN 50173-1』等）。 

14.9.7.3.3 推奨事項 

本規格で定義されていない水平配線の種類が多数存在し、その一部は特定のアプリケーションについては有効な場合

もある。これらの水平配線は、本規格の要件には含まれないものの、本規格で示すベストプラクティスに追加して使用で

きる。 
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14.9.7.4 トランクケーブルアセンブリ 

14.9.7.4.1 序文 

トランクケーブルアセンブリは、2 つ以上の同一または異なる種類・カテゴリのコネクタ付きケーブルリンクで構成されており、

1 つの外皮で全体が覆われているか、または個別ケーブルユニットの集合で、単一トランクユニット形成のために 1 つに束

ねられている。この 1 つの外皮で全体を覆う形式の採用は、配線経路上のケーブル本数を減らし、ケーブルマネジメント

を容易にする一方で、配線経路の曲率半径が大きくなる場合もある。 

トランクケーブルアセンブリは工場から出荷されるため、工場取付コネクタの採用により現場取付コネクタと比較して性能

が向上する場合もある。また、ケーブル本数と現場取付コネクタの数量の減少により、ケーブル施工の所要時間が短縮

する場合もある。 

トランクケーブルアセンブリは製造開始前に各ケーブルリンクの正確な長さを算出する必要があり、損傷した場合、アセン

ブリ内の複数のケーブルリンクに影響を及ぼすこともある。 

14.10 ケーブルの敷設 

14.10.1 一般的な必須事項 

ケーブルは、最小曲げ半径を確保するように注意して敷設・整理しなければならない。光ファイバの巻き溜めを、床面上、

もしくはその他の損傷を受ける恐れのある場所に放置しないように、特に注意すること。 

14.10.2 ケーブルマネジメント 

14.10.2.1 序文 

ケーブルおよび接続ハードウェアの性能は、初期構築時および構築後のケーブルマネジメントの推奨事項が守られない

場合、低下する可能性がある。水平配線およびバックボーンケーブルの敷設および固定のための施工及び保守の方法

は、関連するインターコネクションおよびクロスコネクションの施工・保守の方法とは大きく異なる。 

 

14.10.2.2 必須事項 

コネクタ成端、反射減衰量、およびあらゆる形の漏話（近端漏話（NEXT）、従来 ELFEXT と言われていた遠端減

衰クロストーク比 （ACRF）等）により発生する伝送の不連続は、すべての伝送パラメータに影響する。特に平衡撚

り対線においては、ペアのバランスを阻害しインピーダンス変動の原因となる、撚り対線の撚り戻し等の施工方法の影響

を受けやすい。こうした問題を防ぐために、施工者は以下の施工方法を遵守しなければならない。 

 ケーブルジャケットは、成端およびトリミングに必要な分のみ除去する。 

 取り付け、成端、およびケーブルマネジメントに関する製造者の指示に従う。 

 接続ハードウェアへの成端に伴う、撚り対線の撚り戻しの量を最小限に抑える。撚り戻したケーブルについては、

対線の撚りを成端点に可能な限り近い所まで維持し、カテゴリ 5e 以上のケーブルの撚り戻し長は 13mm 

（0.5in）以下としなければならない。 

注：  この必須項目の意図は、対線の撚り戻しおよび対線の導体間の距離を最小限に抑えることにある。これはケーブルまた

はジャンパ線の、製造時の撚りについての仕様を意図したものでは無い。 

頻繁なアクセスが必要な成端部分（ネットワークの設定に使用するクロスコネクト等）については、成端の均一性を実

現する手段としては、適切な性能要件を満たした工場組立の機器コード、パッチコード、およびパッチパネルを使用する

ことが挙げられる。ジャンパ線によっても同等の性能を確保できるが、通常は変更の実施にあたり、より高度な技能を必

要とする。 
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ケーブルやコードが床上に直置きされて踏まれたりしないように、ケーブルはケーブルマネジメントおよび配線経路内に整

線しなければならない。 

14.10.2.3 推奨事項 

通信ケーブルは、媒体の設置に充分な空間を備えた配線経路（コンテインメント）内に敷設することが望ましい。専用

の経路に敷設する通信ケーブルのコンテインメントに当たっては、以下の方法を検討する。 

 密閉レースウェイによる分配（管路等） 

 ゾーン分配（エンクロージャー等） 

 ケーブルトレイ（上面開放型システム等） 

 

注意： 配線経路システムで使用するケーブルについては、難燃・発煙についての該当する基準・規格および規制を順

守すること。 

 

接続ハードウェアのうち、以下のいずれかに該当するものに限り、フリーアクセスフロア環境への設置が認められる。 

 ゾーン分配エリア（ZDA）内の、 TIA における CP、ISO/CELENEC における LDP、または TIA のゾーンア

ウトレット 

 機器分配エリア（EDA）またはワークステーション内の EO 

 建物オートメーションシステム（BAS）の水平接続点（HCP） 

クロスコネクションは、移設、増設、および変更が可能な柔軟性を持たせて設計されている。一般的に、ネットワーク変

更を実施するためのクロスコネクションの変更は、ストラクチャードケーブルシステムのユーザの責任となっている。クロスコネ

クション設備の設計、運用管理、およびその訓練の指導に当たっては、ユーザの技能水準が一定ではないという現実を

踏まえることが望ましい。適切な管理の実践のために、以下の指針に従うことが望ましい。 

配線経路および通信スペース内においては、ケーブルの取り回しおよび整線のために適切な部材を用いて、多様な種

類のケーブルを整理し、効果的に管理する。以下のケーブルマネジメントの注意事項に従うことが望ましい。 

 ケーブルを吊下げる場合は、支持物間の距離を 1.5m（5ft）以内に制限する。 

 ケーブル結束バンドの使用に当たっては、製造者の許容範囲を超えたケーブルの変形を引き起こさないように

行うことが望ましい。ケーブルの結束はきつ過ぎず、無理なく回転できるようにし、締め付け等によりケーブルを

変形させないようにすることが望ましい。金属製やプラスチック製のケーブル結束バンドの代わりに、面ファスナー

の採用を検討すること。ケーブル結束バンドは、J フック等の不連続支持体の代用としてはならない。ケーブル

やコードの変形を防止するため、これらの不連続支持体は角を丸めることが望ましい。 

 伝送性能に影響する可能性があるため、ケーブルジャケットが敷設中にねじれないようにする。 

 平衡撚り対ケーブルについては、反射減衰の共振を防ぐため、ケーブル結束の間隔を意図的に不揃いとする。 

注：  ケーブル結束の間隔を均等にすると、反射減衰の共振現象が発生することは明らかとなっている。しかし、この

現象を回避するために必要な、結束間隔の最小変動幅は、定められていない。 

 

警告：  データセンターでは、通信ケーブルの固定に、ステープルおよびステープル工具を使用してはならない。 

 

遵守することが望ましい、クロスコネクト設備の管理上の注意事項を以下に示す。 

 各クロスコネクトの完了後、整線部内における機器コード、パッチコード、およびジャンパの余長はゼロまたは最

小限に抑制する。 

＜次頁に続く＞ 
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 平衡撚り対線または光ファイバの機器コードまたはパッチコードを使用するクロスコネクションでは、コードの曲げ

半径の限界を確保することが難しくなる恐れがある。機器コードとパッチコードの曲げ半径を確保することは、上

記の限界を遵守し、ケーブルチャネルの性能を維持するために重要である。 

 水平ケーブルは、ケーブルと同等またはそれ以上の性能（カテゴリ）を持つ接続ハードウェアに成端することが

望ましい。異なる性能カテゴリ要件の要素を使用した配線の伝送性能は、最も低い性能の要素のカテゴリと

見なすべきである。 

 水平ケーブルおよびバックボーンケーブルは常に別々のコネクタに終端されるため、水平ケーブルとバックボーンケ

ーブルはパッチコードまたはジャンパを使用して接続する。 

 分配部におけるスイッチおよびパッチパネルの配置は、パッチコードの長さが最短となるように考慮する。 

14.10.3 曲げ半径および最大張力についての指針 

14.10.3.1 序文 

ケーブル敷設時には、製造者による曲げ半径および最大張力に関する指針を厳守すること。敷設中に推奨されるケー

ブルの最小曲げ半径は、敷設後の推奨曲げ半径より大きくなる可能性に留意する。これは、ケーブルが敷設中に経路

上の角を曲がる際の、張力や変形を最小限に抑えるためである。 

ケーブル曲げ半径の要件は、設置されたケーブルリンクの伝送性能への、ケーブルの曲がりの影響を最小化する。この要

件は、管路の曲げ半径に関する仕様とは別である。 

14.10.3.2 一般的な推奨事項 

複数の種類のケーブルが一つの経路内で併用される場合は、併用されるケーブルの中で最も大きな曲げ半径の要件を

採用する。 

敷設中の最小曲げ半径については、製造者による仕様を参照する。実際に使用する最小曲げ半径は、製造者による

仕様および本規格の要件のうち、大きな値を採用する。 

14.10.3.3 平衡撚り対ケーブルの曲げ半径および最大張力に関する必須事項 

平衡撚り対ケーブルの最大張力についてのベストプラクティスは、ケーブル製品の製造者が確立しなければならない。ベ

ストプラクティスについては、該当するケーブル製品の製造者に問い合わせること。Table 14-8 を参照。 

14.10.3.4 光ファイバケーブルの曲げ半径および最大張力に関する必須事項 

光ファイバケーブルの最大張力についてのベストプラクティスは、ケーブル製品の製造者が確立しなければならない。ベス

トプラクティスについては、該当するケーブル製品の製造者に問い合わせること。Table 14-9 を参照。 

 

Table 14-8 平衡撚り対ケーブルの最小曲げ半径および最大張力 

ケーブル/コードの種類 
無負荷（無荷重）時の曲りの

内側での必要最小曲げ半径 

負荷（荷重）時の 

必要最小曲げ半径 

負荷（荷重）下での 

推奨される最大張力 

4 ペアの平衡撚り対線のパッチ

/機器コード 
コード/ケーブル外径の 4 倍 コード/ケーブル外径の 4 倍 製造者の仕様に従う 

4 ペアの平衡撚り対ケーブル ケーブル外径の 4 倍 ケーブル外径の 4 倍 110N（25lb） 

多対の平衡撚り対ケーブル 製造者の仕様に従う 製造者の仕様に従う 製造者の仕様に従う 
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Table 14-9 光ファイバケーブルの最小曲げ半径および最大張力 

ケーブルの種類および設置の詳細 敷設中の最大張力 

最小曲げ半径 

最大張力（敷設中） 無荷重 （設置後） 

2 芯または 4 芯の屋内用水平ケーブル  220N（50lb） 50mm（2in） 25mm（1in） 

4 芯を越える屋内用水平ケーブル 製造者に従う ケーブル外径の 20 倍 ケーブル外径の 10 倍 

12 芯までの屋内/屋外ケーブル 1,335N（300lb） ケーブル外径の 20 倍 ケーブル外径の 10 倍 

12 芯を超える屋内/屋外ケーブル 2,670N（600lb） ケーブル外径の 20 倍 ケーブル外径の 10 倍 

屋外施設ケーブル 2,670N（600lb） ケーブル外径の 20 倍 ケーブル外径の 10 倍 

引張って敷設するドロップケーブル 1,335N（300lb） ケーブル外径の 20 倍 ケーブル外径の 10 倍 

直接埋設、トレンチに設置、またはダクトに吹き

こまれたドロップケーブル 
440N（100lb） ケーブル外径の 20 倍 ケーブル外径の 10 倍 

注：  断面が非円形のケーブルの曲げ半径の要件は、曲がりやすい方向に基づき、ケーブル断面の短軸長をケーブル径として決定される。 

 

14.10.4 放棄ケーブル 

14.10.4.1 序文 

本規格における放棄ケーブルとは、いずれの端もコネクタまたはその他の機器で成端されておらず、かつ将来用であること

を示す何らかの形のラベリングが存在しない、敷設済みの通信ケーブルと定義されている。 

14.10.4.2 必須事項 

放棄ケーブルは、AHJ が求めるとおりに撤去する。 

14.10.4.3 推奨事項 

データセンター内の放棄ケーブルについては、撤去することがベストプラクティスであると考えられている。 

14.10.5 光ファイバーコネクタ接続部の清掃 

14.10.5.1 概論 

光ファイバコネクタ端面の汚れは、ネットワークの不具合の主要な原因の一つとなっている。非常に重要で、長距離を接

続し、膨大な帯域が設定されている回線であっても、汚れている光ファイバコネクタによる接続が 1箇所あることで、光信

号の強度が設計値の範囲外となり、初期導入時の開通遅延や、トラブル調査のための人員や測定器確保などの悪

影響が広範囲になる。また、データセンター内、もしくはデータセンター間の光ファイバ配線の場合、保守管理の区分が

複数に亘ることからも、不具合解消が長時間化する、もしくは多くの関係者の調整や現場対応が発生するなど、その

被害の波及規模は想像を超える場合もある。通信に影響を与える汚れの大きさは、2μm 以下の場合もあり、その清

掃の精度は非常に高いものが要求される。 

本項においては、光ファイバコネクタのクリーニングについて、最新の動向を踏まえながら、適切な清掃道具や試験器の

選定とその使用方法、避けるべき事象についても解説する。 

注：  『ISO/IEC 14763-3』、『IEC TR 62627-01』、『 IEC TR 62627-05』に、コネクタとアダプタの清掃についての記述があ

る。 
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14.10.5.2 必須事項 

光ファイバのコネクタ（オス側）、アダプタ（メス側）を接続する場合には、接続の都度にその端面の清掃を行わなけ

ればならない。端面の清掃は、その接続部のオス側とメス側の両方を清掃しなければならない。また、清掃を行っただけ

でなく、必ずその清掃の結果を確認するために、光パワー計（OLTS 試験）や、端面検査器（スコープ）を用いて、

汚れの影響が無いことを確認しなければならない。 

乾式の清掃用品は、必ず未使用の部分でのコネクタ清掃を行わなければならない。 

使用する清掃用品にメーカーの手順書がある場合には、その指示に従わなければならない。 

14.10.5.3 推奨事項 

光ファイバ配線は最終的に末端・末端での通し試験にて、その正常性を確認することが必要とされることが一般的であ

るが、作業順序や日程、要員の配置の都合によって、当該のコネクタ・アダプタの前後のコネクタからの確認や当該接続

部の再接続が難しい場合がある。 

その場合は、受光レベルの確認（OLTS）と、端面検査器（スコープ）の両方を使用して、清掃状態の確認を行う

ことが望ましい。 

清掃に関する手順書には、コネクタ側およびアダプタ側の両方の端面検査結果を保存することを反映することが望まし

い。 

14.10.5.3.1 従来の清掃用品の注意事項 

エタノール、メタノール、IPA（イソプロピルアルコール）等のアルコール類をコットンおよび綿棒に染みこませて、清掃する

ことが、従来は一般的であった。しかし、人体への影響や、揮発後もシミ状に跡が残ってしまうことがあるため、現在にお

いては、積極的な使用は推奨されない。清掃の仕上げに用いるエアーダスター（エアー缶）の使用においても、室内の

空気やアダプタ内部の埃を舞い上がらせて、端面に付着させてしまったり、その風圧と埃や塵によって、端面を傷つけてし

まう可能性もあることを使用者は理解する必要がある。 

14.10.5.3.2 工法の指定や不良品の排除 

発注者および施工管理者は、作業者に対して、コネクタおよびアダプタの清掃に関する工法を指定することが望ましい。

また、極めて安価な不良品や、作業者の判断による不適切な代替品の使用などによる、トラブルを防止するために、使

用前に検証された製品の使用を指定することも有効な手段である。 

14.10.5.3.3 新品パッチコードの汚れ 

納品直後のパッチコードであっても、出荷時から使用開始の間にすでに汚れてしまっている場合がある。そのため、新品

の使用であっても、必ず清掃とその結果の確認をすることが望ましい。 

14.10.5.3.4 キャップによる汚れ防止 

コネクタまたはアダプタにキャップをすることで、汚れのない状態を維持できるとされているが、キャップそのものが汚れている

ことを目視では確認できず、また現場では、キャップ側に付着している汚れを測定器やスコープで発見することはできない。

ただし、コネクタ側の汚れの有無については、測定器やスコープで確認することができる。そのため、キャップをすれば汚れ

ないと過信せずに、コネクタまたはアダプタのキャップを外した後には、コネクタが汚れていないことを確認する。 

コネクタまたはアダプタの清掃後にはキャップをするのではなく、接続直前に清掃して、そのまま確認、接続をすることが望

ましい。 

14.10.5.3.5 コネクタ端面の焼け焦げ 

コネクタ端面が汚れた状態で接続し、その配線を利用開始した場合、接続された通信機器の光信号の送信出力が

強い場合は、その汚れに高強度の光信号が照射されることとなり、長期間の場合は、焼け焦げとして、コネクタ端面に
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固着することがある。その場合、運用中の回線に影響を与えるだけでなく、他回線への流用時の再構成によって発生す

る、そのポートの再利用時に、清掃ではその状況を改善できずに、使用不可となる場合もある。 

14.10.5.3.6 ネットワーク機器のポート内の清掃 

光トランシーバなどの、ネットワーク機器に装着されているアダプタ部の清掃においては、十分な予備知識が必要となる。

内部の構造には、光コネクタ接続のようにフェルールによる物理的な嵌合によるものではなく、レンズやプレートなどの異な

る部材が配置されている場合があり、それらを、知識なく目視で判断することは難しい。また、非常に精密な部材も含ま

れることから、当該機器の取り扱いを正しく理解するために、メーカーの推奨する手順と工法を確認しなければならない。 

14.10.5.4 追記情報 

14.10.5.4.1 主なクリーナーの種類 

乾式：布によって、端面の汚れを拭き取るもの 

ペン型、スティック型、リール型などがある。これらは、一般的に通常の清掃作業において広く使われている。 

 ペン型は、本体に内蔵している清掃用の紐状の繊維がペン先で露出しており、光コネクタ部に接触させて汚

れを絡め取るもの。紐状の繊維は本体内蔵の未使用のリールと使用済みのリールに巻かれる。この場合、技

術的習熟は比較的不要とされているが、その容易さ、手軽さから、清掃作業時に丁寧さや慎重さを忘れてし

まい、結果清掃不良となることもある。 

清掃時は、「まっすぐに」ペン先をコネクタに押しつける必要があり、目の高さでの作業など、体勢に無理がなけ

れば支障は見られないが、しゃがんだり、腕を上げて使用したりする場合など、体勢が不自然な場合は、「まっ

すぐに」押し込むことは、意外に難しい。そのことが原因となり、清掃不良を引き起こすことがある。これを解消す

るために、作業姿勢を複数名で確認したり、定規を用いて直角や水平との体のずれを確認したりすることで、

一定の「まっすぐに」押し込む習熟訓練とすることができる。本製品は、ペン先に取り付けたアダプタをつけ外し

することで、コネクタ、アダプタの両方を清掃することが可能である。 

 スティック型は、綿棒状であり、その先端には清掃用の布が巻かれている。 

押しつける力や、軸の回転数が作業者により異なりやすいため、使用には技術的な習熟が必要とされる。また、

保管時に清掃布の部分が剥き出しになりやすく、埃や汚れが付きやすいので注意が必要である。本製品はア

ダプタ側の端面の清掃はできるが、コネクタ側の端面の清掃はできない。 

 リール型は、多くの製品が手のひら全体で握れる大きさであり、テープ状の清掃布が、リールに巻かれており、

清掃に使用した後に使用済みのリールに機械的に巻き取られる。清掃布は使用する分ごとに、本体のスリット

もしくは小窓に露出、ダイヤルやハンドルの操作によって、未使用の清掃布が繰り出される。 

その繰り出しの操作と、その面にコネクタ端面を押しつけるようにして 1 方向に滑らせることが清掃の基本動作

となる。詳細については製品ごとによって、微妙に異なるので、必ず取り扱い説明書を一読し、その内容に従う

ことが必要となる。構造的に使用済みの清掃布の部分を送り出さないと、未使用の布が露出しないので、使

用時には必ず未使用の布で清掃し、使用済みの清掃布を再利用しないように注意する。本製品はオス側の

清掃はできるが、アダプタ内部のメス側の清掃はできない。 

湿式：液体を塗布して、端面の汚れを取りやすくするもの 

乾式のクリーナーで除去しきれない汚れに対して用いられる。速乾性のある清掃用の液体と清掃専用のティッシュもしく

は綿棒を使用して、コネクタ端面を濡らして清掃し、仕上げの拭き取りを行う（Wet to Dry）。清掃用の液体は、スプ

レー式のボトルや、ペン型の容器に充填されている。液体には、可燃性の製品もあるため、作業環境によっては使用規

制があり、その場合は、不燃性の液体を選択する。また、人体への影響についても、十分な注意が必要な液体もあるこ

とを念頭におく。製品の使用方法を熟知する必要があり、作業者の知識不足で清掃が不完全となることがある。特に

多すぎる液体の塗布や、仕上げの拭き取り不足がその原因となる。 
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拭き取りを行うティッシュの包装形態には、箱型、筒型、個包装などがあるので、作業環境に応じて使い分ける。特に

個包装のものは、屋外での使用を想定しているが、使用頻度や保管環境、清掃に関する意識の高さによっては、デー

タセンターでの使用にも適している。 

また、綿棒の種類によっては、アダプタ内に挿入した後に、軸の部分を湾曲させるようにって一定の力で押し込むことで、

綿棒の清掃面がほぐれて、その性能を発揮する製品もあるので、使用する際は、製品ごとの使用方法を確認する必要

がある。 

本方式は、ティッシュをコネクタ側、綿棒をアダプタ側として使い分けることで、オス側とメス側の両方に使用することができ

る。 

14.10.5.4.2 実際の現場での不適当な例 

下記には、正しい清掃が必要であることについて、より一層の理解を深めるため、清掃に関する知識の不足と不注意が

原因となって、実際の発生した実例を挙げる。 

 清掃直後の会話、くしゃみにより、唾液が飛沫となって、コネクタを汚した。 

 再接続時に、わずかな時間でのコネクタ開放であったからといって、清掃をしなかったために、汚れている状態で

接続し、規定値を超える接続損失を発生させた。 

 複数のコネクタの清掃をまとめて実施し、いくつかのコネクタの清掃を忘れた（飛ばした）。 

 清掃後のコネクタを上に向けて、端面に埃が再度付着した。 

 清掃のやり直しが続き、思わず強い力をかけすぎて、コネクタに傷をつけた。 

 複数名で作業している時、コネクタの手渡しをして、作業着の袖口にコネクタの端面がわずかに触れて汚した。 

 アルコールの入った瓶を落としてしまい、液体を室内に撒いた。 

 携行した清掃用品の予備が十分でなく、作業途中で足りなくなった。 

14.10.5.4.3 清掃状態の確認方法 

一般的に清掃状態を確認する方法には、以下の 3 種類がある。 

 スコープによる確認（汚れの量） 

 OLTS による確認（接続損失） 

 OTDR による確認（反射減衰量） 

これらによって、コネクタ接続の勘合と清掃状態の適正さを確認することができる。ただし、上記いずれか 1つの手段で適

正が確認されたとしても、下記のような事象があり、必ずしも異常がないことを証明できるものではない。 

 OLTS によって光損失が適正であっても、スコープで確認すると汚れが確認される。 

 スコープで汚れが無いとしても、OLTS では適正でない損失値となる。 

 反射減衰量が十分であっても、接続損失は規格値外となる。 

 異なる製造者のスコープで、正常、異常の自動診断結果が異なる。 

コネクタの汚れ付着は、清掃完了後から、接続完了までの数秒間においても、発生する可能性がある。そのため、適切

な清掃を実施した場合であっても、清掃不良となることがある。よって、データセンター所有者、管理者は、その責任の

下で実施される清掃手順と工法を手順書に定め、その通りに作業が実施されることを管理することが望ましい。 

このことは、データセンターの保守運用時に重視されることと思われがちであるが、コネクタの焼損なども発生する可能性

があることから、構築時にも適切に実施する必要がある。 
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14.11 データセンターの通信ケーブルの現場試験 

14.11.1 序文 

現場試験は、設置した通信ケーブルの伝送性能を評価する有効な方法である。設置済みの平衡撚り対ケーブルまた

は光ファイバ通信ケーブルの現場試験の測定結果は、以下に挙げるいくつかの要因により決まる。 

 ケーブルの伝送性能 

 接続ハードウェアの伝送性能 

 機器コード、パッチコード、およびクロスコネクトケーブルの伝送性能 

 接続点の総数 

 施工者の施工方法および経験 

 使用される保守の手法 

平衡撚り対ケーブルおよび光ファイバケーブルに実施する現場試験は、特定の規格に準拠したものでなければならない。 

注：  本規格の 3 章および Appendix I に示した規格一覧を参照。 

本項では以下の項目を含むチャネルおよびパーマネントリンクの現場試験に関する、必須事項および推奨事項を定め

る。 

 施工状況の規格への適合 

 現場試験機材の仕様 

 現場試験時の測定方法 

 試験結果の解釈 

14.11.2 施工状況の規格への適合 

14.11.2.1 序文 

施工状況の規格への適合は、現場試験が施工請負契約の契約条件に則って、完了されたことを保証する 

14.11.2.2 必須事項 

設置請負契約には、配線の目視点検に加え、特定の業界規格に基づいた、施工した配線の現場試験を含まなけれ

ばならない。施工した配線の性能に関する現場試験での測定結果に関する書類は、請負契約の要件に従い、要件

が定められていない場合は認証された試験機器によって発行された書式で、建物テナント、建物施主、または代理人

に提供しなければならない。 

設置したケーブリングの目視点検では、以下を観察する。 

 ケーブルの状態、施工の質、そして仕上げを確認し、ケーブルに明らかな損傷が存在しないことも確認する

（例：曲げ半径、裂傷、EMI 源からの離隔等） 

 印字（ラべリング）が明瞭で、仕様に従い取り付けられているか 

 機械的な損傷や、部品の望ましくない動きや、ずれが無いか 

 部材や表面材の剥離が起きていないか 

目視点検による施工状況の規格への適合証明のためには、書式に目視点検の結果を記入し、提出しなければならな

い。 

14.11.3 100Ω 平衡撚り対ケーブルの現場試験 

14.11.3.1 序文 

平衡撚り対ケーブルの認証では、以下の 1 つ以上のケーブルカテゴリ/クラスに示される性能要件を、試験対象のケーブ

ルが満たしているかを判断する。 
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 TIA カテゴリ 3 ケーブル 

 ISO クラス C ケーブル 

 TIA カテゴリ 5e ケーブル 

 ISO カテゴリ 5 のコンポーネントを使用した ISO クラス D ケーブル 

 TIA カテゴリ 6 ケーブル 

 ISO カテゴリ 6 のコンポーネントを使用した ISO クラス E ケーブル 

 TIA カテゴリ 6A ケーブル 

 ISO カテゴリ 6A のコンポーネントを使用した ISO クラス EA ケーブル 

 ISO カテゴリ 7 のコンポーネントを使用した ISO クラス F ケーブル 

 ISO カテゴリ 7A のコンポーネントを使用した ISO クラス FA ケーブル 

 TIA カテゴリ 8 ケーブル 

 ISO カテゴリ 8.1 のコンポーネントを使用した ISO クラス I ケーブル 

 ISO カテゴリ 8.2 のコンポーネントを使用した ISO クラス II ケーブル 

注：  既存の ISO クラス E および TIA カテゴリ 6 ケーブルは、限定された距離において『IEEE 10GBASE-T』に対応している

が、実現するためには追加の試験と対応策によって何が実現可能かを確認する必要がある。さらなる詳細については、『TIA 

TSB-155-A』および『ISO/IEC TR 24750』を参照。 

14.11.3.2 平衡撚り対ケーブルの現場試験の試験構成 

14.11.3.2.1 パーマネントリンクに関する必須事項 

恒久設置する平衡撚り対ケーブルの性能を認証するためには、パーマネントリンク試験構成が使用される。 

注：  合格したパーマネントリンクと、規格準拠のパッチコードを組み合わせたチャネルは、必ず規格に準拠することが保証され

る。 

パーマネントリンクには以下が含まれる。 

 最大 90m（295ft）の水平ケーブル 

 水平配線の両端の接続 

 分岐点（CP）またはローカル分配点（ISO/IEC および CENELEC において ZDA 内の CP に相当）を追

加するオプションあり 

パーマネントリンクの試験構成には、現場試験機器のコードのケーブル部分および現地試験機器への接続点は含まな

い。パーマネントリンクの例については Figure 14-10 を参照。 

 

 

Figure 14-10 パーマネントリンクの例 

パーマネントリンク 

ZDA 内 CP 

水平クロスコネクト 

（HDA または MDA 内） 

EDA 内 EO 

凡例 

C 接続点 HDA 水平分配エリア 
CP 分岐点 MDA 主分配エリア 
EDA 機器分配エリア ZDA ゾーン分配エリア 
EO 機器アウトレット 

CP C C 機器 C 機器 
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14.11.3.2.2 チャネルに関する必須事項 

チャネル試験を実施する場合は、チャネル試験構成を使用して、設置した平衡撚り対ケーブルのエンドツーエンドのチャ

ネル性能を確認しなければならない。 

注：  これは通常、アクティブな機器を接続する前に実施される。 

チャネルには以下を含む。 

 水平ケーブル 

 パッチコードおよび機器コード 

 通信アウトレット/コネクタ 

 分岐点(CP)またはローカル分配点（ISO/IEC および CENELEC において ZDA 内の CP に相当）を追加

するオプションあり 

 水平クロスコネクトにて、最大 2 か所までの接続 

チャネル試験構成の内容は、水平配線がバックボーンケーブルとクロスコネクトされる場合には適用されない。チャネルの

例は Figure 14-11 を参照。 

 

 
               Figure 14-11 チャネル試験の例 

 

14.11.3.3 平衡撚り対ケーブルの現場試験における測定項目 

14.11.3.3.1 必須事項 

現場試験で測定する測定項目は、準拠する配線規格（『ANSI/TIA-1152』、『EN 50346』等）の要件を満たさな

ければならない。現場試験の機材は、配線規格に定められたすべての現場試験の測定項目に対応しなければならな

い。 

各測定項目の合否は、当該測定項目の許容範囲に基づいて決定しなければならない。試験結果と許容規格値の差

が、試験機材の測定誤差よりも小さい場合は、当該の結果にアスタリスク(*)を付けなければならない。 

現場試験は、ケーブルを使用する予定の温度で実施しなければならない。 

14.11.3.4 平衡撚り対ケーブルの現場試験機材 

14.11.3.4.1 必須事項 

現場試験機材は、該当する規格（『ANSI/TIA-1152』または『IEC 61935-1』等）に定められたケーブルカテゴリまた

はクラスの精度要件を満たさなければならない。現場試験機材は以下の要件を満たさなければならない。 

 

チャネル 

ZDA 内 CP 

水平クロスコネクト 

（HDA または MDA 内） 

EDA 内 EO 

CP C C 機器 C 機器 

凡例 

C 接続点 HDA 水平分配エリア 
CP 分岐点 MDA 主分配エリア 
EDA 機器分配エリア ZDA ゾーン分配エリア 
EO 機器アウトレット 
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 機器製造者の指針に従ってメンテナンスしている 

 有効な校正証明書を、可能であれば機器製造者から取得している 

 最新版のファームウェアおよび許容規格値に更新されている 

ケーブルの適切なカテゴリ/クラスを測定する際に、現場試験の測定精度を担保するためには、精度レベル IIIe 以上

（例：レベル IV）の現場試験機材を使用する必要がある。ISO クラス EA、TIA カテゴリ 6A 以上のクラス/カテゴリのケ

ーブルシステムを試験するための現場試験構成、周波数範囲、および試験機材の最低精度レベルに関する情報を、

Table 14-10 に示す。 

 

Table 14-10 平衡撚り対線の現場試験 

現場試験の構成 周波数範囲 要求される最低限の精度レベル 

10GBASE-T クラス EA/カテゴリ 6A パーマネントリンク 1–500MHz IIIe 

10GBASE-T クラス EA/カテゴリ 6A チャネル 1–500MHz IIIe 

クラス F/カテゴリ 7 パーマネントリンクとチャネル 1-600MHz IV 

クラス FA/カテゴリ 7A パーマネントリンクとチャネル 1-1,000MHz IV 

クラス I/カテゴリ 8 パーマネントリンクとチャネル 1–2,000MHz V 

クラス II/カテゴリ 8 パーマネントリンクとチャネル 1–2,000MHz V 

 

現場試験機材の誤差の影響を受けない試験結果については、「合格」または「不合格」のいずれかとして報告する。 現

場試験機材の誤差の影響により、結果が変動する恐れのある試験結果については、「*合格」または「*不合格」のいず

れかとして報告する。アスタリスク(*)の付いた測定結果は、該当する配線規格に従い評価するか、あるいは請負契約

仕様に定める通りに評価しなければならない。 

14.11.3.5 平衡撚り対線の現場試験のコネクタおよびコード 

14.11.3.5.1 現場点検機材のインタフェース、アダプター、およびコードに関する必須事項 

接続ハードウェアとして使用する試験機材のインタフェース、アダプター、およびコードの寿命には限界があるため、定期的

に劣化を検査しなければならない。現場試験機材の製造者は、これらのコネクタの寿命に関する情報を提供しなけれ

ばならない。試験用アダプター、インタフェース、および測定品質試験用コードは、製造者の推奨に従って交換しなけれ

ばならない。試験用アダプター、インタフェース、およびコードは、準拠する規格のコンポーネント要件を満たさなければな

らない。 

14.11.3.5.2 ユーザコードに関する必須事項 

ユーザコードとは、チャネル部分に含まれる機器コード、パッチコード、またはジャンパを指す。ユーザコードはチャネル内の

所定の位置に設置した状態で試験しなければならない。ユーザコードは試験対象のチャネルにコードを挿入することで

確認可能である。チャネルが伝送要件に適合している場合、ユーザコードは当該チャネル内でのみ使用が認められる。

ユーザコードの接続の向きを逆にしてはならない。 

14.11.3.6 平衡撚り対線の現場試験測定結果 

14.11.3.6.1 必須事項 

現場試験の測定結果は、現場試験機材の固有の形式で保管しなければならない。全ペアの測定結果はグラフおよび

表形式で報告し、同じ表またはグラフ内に仕様で定めた許容規格値を示さなければならない。この報告では、測定結
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果が許容規格値を超過したか否かを明示しなければならない。さらに、指定された規格への適合を保証するために、試

験結果を入念にレビューしなければならない。 

点検後にケーブル要素を再構成すると、性能が変わるため、再構成以前の試験結果を無効にする恐れがある。このよ

うに再構成されたケーブルは、適合を再確認するために、再試験を必要とする。 

14.11.4 光ファイバケーブルの現場試験 

14.11.4.1 概要 

14.11.4.1.1 序文 

光ファイバケーブルは、単一または連結（スプライス、クロスコネクト、またはインターコネクト）されたファイバで構成される。 

光ファイバチャネルを検証するに当たっては、参照とする許容規格値について 2 つの考え方が存在する。 

 準拠する配線規格の中の、所定の距離の規定のチャネル方式での損失に基づいた、一般的な許容規格値 

 特定の光ファイバ用途における損失要件に基づいた許容規格値 

設置された光ファイバケーブルの現場試験時における減衰量の測定に影響する要素としては以下が含まれる。 

 光ファイバの種類 

 リンク長 

 成端およびスプライスの数と品質 

 ケーブルへのストレス 

 伝送波長 

リンクの減衰量は、以下の要因から悪影響を受ける恐れがある。 

 極度のケーブル曲げ 

 コネクタの取付不良 

 コネクタ端面に付着した粉塵（塵や埃等） 

14.11.4.1.2 必須事項 

光ファイバケーブルの現場試験は、距離、光学的減衰量、および極性について実施しなければならない。パワーメータと

光源とも呼ばれる、光ロステストセット（OLTS）は、光学的減衰量および可能であれば距離を測定するために使用し、

正確な極性を担保するためにも使用可能である。設置されたファイバの以上や損傷を特定し、複数の接続（コネクタ

およびスプライス）の均一性を評価するために、OTDR（Optical Time Domain Reflectometer、光パルス試験器）

を使用する。光ファイバケーブルの現場試験は、使用するケーブルソリューションに該当する公表された規格に従って実

施しなければならない。 

注：  可視光源とは、ファイバを追跡するために使用される可視白熱光源、LED 光源、またはレーザ光源で、極性確認のた

めにも使用できる。 

試験時に使用する測定品質試験用コードおよびそのコネクタは、試験結果の精度および再現性を担保するための基準テストコード

の要件（『ISO/IEC 14763-3』等）を満たさなければならない。 

 

警告： レーザまたは発光ダイオード（LED）を使用する試験機材を用いた光ファイバケーブルの全ての試験は、該当

する規格（『ANSI Z136.2』等）に定めた安全注意事項を遵守して実施しなければならない。 

 

14.11.4.1.3 推奨事項 

ファイバ長、反射率、および光反射減衰量（ORL）は、OTDR を使用して測定することが望ましい。 
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14.11.4.2 光ファイバケーブル現場試験の構成 

14.11.4.2.1 序文 

OLTS を用いて構成可能な現場試験の構成は 3 種類存在する（『IEC 61280-4-1』および『IEC 61280-4-2』参

照）。それらの構成は以下の通り。 

 1 ジャンパ法 

 2 ジャンパ法 

 3 ジャンパ法 

OLTS と併用することで、光ファイバリンクを OTDR で試験することも可能である。これはファイバの片端から測定可能で

ある。ただし、遠端のコネクタ特性を把握するために、長さ 100m 以上のテールコードを遠端に設置しなければならない。 

14.11.4.2.2 必須事項 

マルチモードおよびシングルモードケーブルでは、試験対象のジャンパコネクタおよびコネクタポート並びに試験用ジャンパ

については『IEC-61300-3-35』に従い、損傷や汚損の無い状態としなければならない。 

光ファイバの組立または試験時に、施工者は顕微鏡でファイバの両端面を目視確認しなければならない。端面の目視

確認により、端面の損傷または汚損（塵、皮脂等により）が判明する可能性がある。必要に応じて、接続する前にコ

ネクタを洗浄、再研磨、または交換しなければならない。 

チャネルリンクは、3 ジャンパ法を使用して OLTS で試験しなければならない。これらを利用した試験の構成や方法は、

該当する配線規格に定められている。 

パーマネントリンクは、OLTSを用いて 1ジャンパ法で試験しなければならない。これらを利用した試験の構成や方法は、

該当する配線規格に定められている。 

14.11.4.3 光ファイバ試験におけるパラメータ 

14.11.4.3.1 必須事項 

測定時の現場試験の測定項目は、準拠する配線規格（『ANSI/TIA-568.0-D』、『EN 50346』等）の要件を満た

さなければならない。配線規格で示された通りに、光損失測定試験セット（OLTS）を使用して設置済みの光ファイバ

ケーブルの減衰量を試験して、ケーブルの長さと極性を確認することは、最低限の試験項目である。 

各光ファイバリンクについて、OLTS により各心線、双方向に、減衰量を測定しなければならない。ファイバ長は、ケーブ

ル被覆の印字か、（OLTS がファイバ長測定機能を持つ場合は）OLTS を使用することで確認可能。極性は、

OLTS を使用することで減衰量の試験中に確認できる。極性の確認には、Visual Fault Locator 等の可視光源も使

用できる。 

リンクの許容減衰量は、以下の式に従って計算する。 

 

リンクの許容減衰量（dB）  = 

ケーブルの許容減衰量（dB）+  

コネクタの許容挿入損失（dB）+  

スプライスの許容挿入損失（dB）+  

基準ジャンパに含まれる損失（dB）  

(14-3)  

 
＜次頁に続く＞ 
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この場合： 

ケーブルの許容減衰量（dB） = 最大ケーブル減衰量係数（dB/km）× 長さ（km） 

コネクタの許容挿入損失（dB） = コネクタペア数 × コネクタの許容挿入損失（dB） 

スプライスの許容挿入損失（dB） = スプライス数 × スプライスの許容挿入損失（dB） 

基準ジャンパに含まれる損失（dB）＝Table 14-11 を参照 

 

Table 14-11 基準ジャンパに含まれる損失  

レファレンスコード付きでの減衰 マルチモード シングルモード 

リファレンスコード間 0.10dB 0.20dB 

リファレンスコードと測定対象のコードとの間 0.60dB 0.65dB 

測定対象のコード間 0.75dB 0.75dB 

 
OTDR によるトレースは、設置されたファイバリンクの特徴を明らかにし、その結果、ファイバ区間長、減衰量の均等性と

減衰率、コネクタ位置と挿入損失、スプライス位置とスプライス損失、および鋭角な曲げ等のケーブル設置中に発生し

た可能性がある損失イベントを示す。 

注：  特定種類のケーブル（例：ストランデッド・ルース・チューブ）では、シース内のファイバーの配置により、光の経路長がケ

ーブルシース長よりも長くなる場合がある。しかし、記録されたケーブル長の測定値は、物理的なケーブル長であるとみなされる。 

光ファイバケーブルの許容減衰量は、許容減衰量の等式に基づいて算出し、設置済みのケーブルの測定された損失と

比較する。許容減衰量の公式は、パーマネントリンクまたはチャネル内の各要素における損失または減衰量に基づくも

のであり、光ファイバやケーブルの種類、波長、リンク距離、接続点（ペア）数、およびスプライスの数を含む。各要素の

平均的な挿入損失を製造者から取得し、リンクの許容減衰量の計算に使用する。 

14.11.4.3.2 推奨事項 

試験の妥当性は、適切な基準の設定に依存するため、OLTS 試験ごとに、規格に示された適切な手順に順を追って

従うことが重要である。 

OTDR を使用して反射率および ORL を測定することが可能である。 

注：  反射率とは、各イベント（光源パルスに関連するファイバ後方散乱レベルを超える反射率等）の反射減衰量である。

ORL とは、光源パルスに対する試験対象のファイバ全体の反射減衰量であり、ファイバの後方散乱と反射を含む。 

反射率と ORL の計測値は、設計または試験文書に記載された想定値を超えないことが望ましい。 

14.11.4.4 光ファイバケーブル現場試験機器 

14.11.4.4.1 必須事項 

マルチモードケーブル用の光ファイバ現場試験機器は、該当する規格（『IEC 61280-4-1』等）の要件を満たし、エン

サークルド・フラックスの規定に適合しなければならない。 

シングルモードケーブル用の光ファイバ現場試験機器は、該当する規格（『IEC 61280-4-2』等）の要件を満たさなけ

ればならない。 

現場試験機材は以下の要件を満たさなければならない。 

 機器製造者の指針に従ってメンテナンスしている 

＜次頁に続く＞ 
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 有効な校正証明書を、可能であれば機器製造者から取得している 

 最新版のファームウェアおよび許容規格値に更新されている 

14.11.4.4.2 推奨事項 

エンサークルド・フラックスの規定値は、旧規格に基づく既存の現場試験機器には対応していない。既存の実地試験機

器に外付けのモード調整装置を使用すると、さらに不確定性が増す。これらの不確定性の累積により、変動がエンサー

クルド・フラックスの規定範囲を超過する場合があり、それはどちらか片方の波長により顕著にみられる。 

14.11.4.5 追記情報 

データセンターで一般的な IEEE およびファイバチャネルの規格について、Table 14-12、 Table 14-13 および Table 14-

14 に示す。 

 
Table 14-12 シングルモード光ファイバケーブルを用いた一般的な IEEE 規格 

名称 
転送速度

（Gbps） 
最大距離（OS2） 

ファイバ 

ペア数 
コネクタ種別 

1000BASE-LX 1 5km 1 LC Duplex 

10GBASE-LX4 10 10km 1 LC Duplex 

10GBASE-LR 10 10km 1 LC Duplex 

10GBASE-ER 10 22km 1 LC Duplex 

25GBASE-LR 25 10km 1 LC Duplex 

25GBASE-ER 25 40km 1 LC Duplex 

40GBASE-LR4 40 10km 1 LC Duplex 

40GBASE-ER4 40 40km 1 LC Duplex 

50GBASE-FR 50 2km 1 LC Duplex 

50GBASE-LR 50 10km 1 LC Duplex 

100GBASE-LR4 100 10km 1 LC Duplex 

100GBASE-ER4 100 40km 1 LC Duplex 

100GBASE-DR2 100 500m 2 MPO 

100GBASE-FR2 100 2km 1 LC Duplex 

200GBASE-DR4 200 500m 4 MPO 

200GBASE-FR4 200 2km 1 LC Duplex 

200GBASE-LR4 200 10km 1 LC Duplex 

400GBASE-DR4 400 500m 4 MPO 

400GBASE-FR8 400 2km 1 LC Duplex 

400GBASE-LR8 400 10km 1 LC Duplex 

注：  字が灰色イタリック表記のものは、本規格出版の時点ではまだ策定中のものを指す。 
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Table 14-13 マルチモード光ファイバケーブルを用いた一般的な IEEE 規格 

名称 
転送速度

（Gbps） 

最大距離 ファイバ 

ペア数 
コネクタ種別 

OM3 OM4 OM5 

1000BASE-SX 1 550m 550m 550m 1 LC Duplex 

10GBASE-LX4 10 300m 300m 300m 1 LC Duplex 

10GBASE-SR 10 300m 400m 400m 1 LC Duplex 

25GBASE-SR 25 70m 100m 100m 1 LC Duplex 

50GBASE-SR 50 70m 100m 100m 1 LC Duplex 

40GBASE-SR4 40 100m 150m 150m 4 MPO 

100GBASE-SR10 100 100m 150m 150m 10 MPO 

100GBASE-SR4 100 70m 100m 100m 4 MPO 

100GBASE-SR2 100 70m 100m 150m 1 LC Duplex 

200GBASE-SR4 100 70m 100m 150m 4 MPO 

400GBASE-SR16 400 70m 100m 100m 16 MPO 

注：  字が灰色イタリック表記のものは、本規格出版の時点ではまだ策定中のものを指す。 

 
Table 14-14 ファイバチャネルを用いた一般的な IEEE 規格 

名称 
ファイバの 

種類 

転送速度 

(Gbps) 

最大距離 ファイバ 

ペア数 
コネクタ種別 

OM3 OM4 OM5 OS2 

3200-M5x-SN-S マルチモード 32 70m 100m 100m – 1 LC Duplex 

3200-SN-LC-L シングルモード 32 – – – 10km 1 LC Duplex 

128GFC-SW4 マルチモード 128 70m 100m 100m – 4 MPO 

128GFC-PSM4 シングルモード 128 – – – 500m 4 MPO 

128GFC-
CWDM4 シングルモード 128 

– – – 
2km 1 LC Duplex 

64GFC マルチモード 64 70m 100m 100m – 1 LC Duplex 

64GFC シングルモード 64 – – – 10km 1 LC Duplex 

256GFC マルチモード 256 70m 100m 100m – 4 MPO 

256GFC シングルモード 256 – – – 2km 1 LC Duplex 

注：  字が灰色イタリック表記のものは、本規格出版の時点ではまだ策定中のものを指す。 

 
14.11.4.6 光ファイバケーブルの現場試験インタフェース、アダプター、コネクタ、およびコード 

14.11.4.6.1 必須事項 

接続ハードウェアとして使用される試験機材のインタフェース、アダプター、コネクタ、およびコードの寿命には限界があるた

め、定期的に劣化を検査しなければならない。現場試験機器の製造者は、これらの要素の寿命に関する情報を提供

しなければならない。試験用アダプター、インタフェース、コネクタ、およびコードは、製造者の推奨に従って交換しなけれ

ばならない。 

ユーザコードとは、チャネル部分に含まれる機器コード、パッチコード、またはジャンパを指す。ユーザコードはチャネル内の

所定の位置に設置した状態で試験しなければならない。ユーザコードは試験対象のチャネルにコードを挿入することで
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確認可能である。チャネルが伝送要件に適合している場合、ユーザコードは当該チャネル内でのみ使用が認められる。

ユーザコードの接続の向きを逆にしてはならない。 

コネクタ端面は適切な顕微鏡（最低倍率 100 倍）で検査しなければならず、必要に応じて接続前に製造者の指示

する方法に従い清掃しなければならない。 

14.11.4.6.2 推奨事項 

試験機材のインタフェース、アダプター、コネクタ、およびコードは、稼働中の同種の機器と異なる色識別やラベル表示を

行い、稼働中の機器とそれらを容易に区別できるようにすることが望ましい。 

試験中の接続されたコネクタに、マッチングジェル等のゲルや液体を使用することは、物質の介在によって何らかの測定ま

たは試験結果が無効になる可能性がある場合、推奨されない。 

14.11.4.7 光ファイバケーブル現場試験の記録 

14.11.4.7.1 必須事項 

試験結果を記録することにより、ケーブルシステムの妥当性や、特定のネットワーキング技術に対応していることを裏付け

る情報が確保される。全ての恒久的な試験記録には、以下のもの含めることが望ましい。 

 測定手順の詳細 

 測定形式の詳細 

 使用した現場試験機器のシリアル番号 

 現場試験機器の有効な校正証明書 

 使用する測定品質試験用コードの詳細 

14.12 通信用、ITE 用のキャビネットおよびラック 

14.12.1 序文 

電力、HVAC、床などの、データセンターの他の設備と共に、キャビネットおよびラックは、データセンター機器に対して不

可欠なサービスである、セキュアな構造的空間を提供している。アクティブ機器とパッシブ機器では、取り付け、電力、気

流、およびケーブルマネジメントに関して、異なる要件を持っている。 

現在、製造されている ITE キャビネットおよびラックの大多数は『EIA/ECA-310-E』規格に準拠している。求められるデ

ータセンターの運用環境によっては、運用上の決定事項により発生する課題に対応するため、下記のようなキャビネット

およびラックの選定が必要となる場合もある。Table 14-15 に、キャビネットおよびラックの代替規格の概要を示す。 
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Table 14-15 キャビネットおよびラックの代替規格 

諸元／ラック種別 Open Rack v2.0 CG-Open Rack-19 Project Olympus 

外幅 
可変 

通常 600mm（24in） 
600mm（24in） EIA/ECA-310-E 準拠 

奥行 
標準：1,048mm（41.25in） 

浅型：762mm（30in） 
1,200mm（47.25in） EIA/ECA-310-E 準拠 

高さ 
可変 

現行は 2,210mm 
可変 EIA/ECA-310-E 準拠 

重量（実装時） 

可変 

一般的に 500 – 1,400kg 

（1,100 – 3,085lb） 

可変 

一般的に 500 – 1,400kg 

(1,100 – 3,085lb) 

可変 

マウントレール間の間隔 533mm（21in） 
482.6mm（19in） 

EIA/ECA-310-E 準拠 

482.6mm（19in） 

EIA/ECA-310-E 準拠 

ラックユニット(RU)の間

隔 

48mm（1.89in） 

OpenU（OU） 

44.45mm（1.75in） 

EIA/ECA-310-E 準拠 

44.45mm（1.75in） 

EIA/ECA-310-E 準拠 

必要な作業アクセス 主に前面のみ 主に前面のみ 主に前面のみ 

PSU の仕様 

ラック PSU にて三相交流を 

直流 12V または 48V に変換し、 

バスバーで分配 

ラック PSU にて三相交流を 

直流 12V に変換し、 

バスバーで分配  

サーバに三相交流の 

PSU を内蔵 

電池によるバックアップ 

任意 

一般的にはラック内 

リチウムイオン蓄電池 

任意 

一般的にはラック内 

リチウムイオン蓄電池 

任意 

一般的にはラック内 

リチウムイオン蓄電池 

ラックへの電源供給 
一般的には  

三相交流 230/400V 
三相交流 90 - 264V 三相交流 230/400V 

気流 前面給気背面排気 前面給気背面排気 前面給気背面排気 

 
14.12.2 必須事項および推奨事項 

14.12.2.1 一般的な必須事項 

2 ポストラック、4 ポストラック、およびキャビネットは、AHJ、現地の耐震要件、および計画上の長期的な荷重に基づいて

固定しなければならない。フリーアクセスフロアシステムを使用する場合は、以下に示す方法のいずれも使用できる。 

 床下で 2 本以上のフリーアクセスフロア横桁により保持されている金属支材への取り付け 

 フリーアクセスフロア床下で、建物床へ適切に取り付けられた金属支材への取り付け 

 全ネジによる、建物床への直接設置 

 床スラブへボルト留めされた架台への取付 

キャビネットおよびラックは不燃性部材で構成されなければならない。 

キャビネットおよびラックの性能仕様および全体の寸法については、該当する規則、基準、および規制（『ATIS 

0600336』、『EIA/ECA-310-E』、『IEC 60917』等）を遵守しなければならない。 
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14.12.2.2 一般的な推奨事項 

地震活動によるリスクが存在する場所では、AHJ の要求の有無に関わらず、コンピュータ室内のキャビネットおよび 4 ポ

ストラックはその底辺を建物床へ固定し、できれば上部も固定する（レースウェイまたは頭上補助フレームがそのために

使用可能）ことが望ましい。 

14.12.2.3 ラックに関する必須事項  

ラックに関する以下の項目について、該当する規則、規格、および規制（『EIA/ECA-310-E』、『IEC 60917』等）に

準拠しなければならない。 

 マウントアングルの寸法および間隔  

 マウントアングルの取付穴の寸法およびねじ方式  

 マウントアングルの機器取付穴の垂直方向の間隔（U または RU）  

 フロアパネルの開口および使用可能な開口 

14.12.2.3.1 ラックに関する推奨事項 

高さは 2.4m（8ft）以下にすることが望ましい。 

列を構成する場合は、複数のラックとそれに付随する垂直ケーブルマネージメントをボルトで連結することが望ましい。 

14.12.2.4 キャビネットに関する必須事項 

以下の項目については、該当する規則、規格、および規制（『EIA/ECA-310-E』、『IEC 60917』等）に準拠しなけ

ればならない。 

 マウントアングルの寸法および間隔  

 マウントアングルの機器取付穴の垂直方向の間隔（U または RU）  

キャビネット内へのケーブルのアクセスは、上部および下部の両方から選択が可能である。 

キャビネット下のフリーアクセスフロア開口部を使用してケーブルを引き込む際には、以下を実現しなければならない。 

 ケーブル損傷の防止 

 塵および飛散物侵入の制限 

 空気の通り道の制限 

キャビネットは不燃性部材で構成されなければならない。 

14.12.2.5 キャビネットに関する推奨事項  

高さは 2.4m（8ft）以下にすることが望ましい。幅は該当する規則、規格、および規制（『EIA/ECA-310-E』、『IEC 

60917』等）と、それらに記された例外に従うことが望ましい。 

上部ケーブル導入口は、不使用中は閉止する手段を備えることが望ましい。 

地震活動が活発な地域では、複数のキャビネット列は上部をボルトで連結して安定性を高めることが望ましい。 

14.12.3 キャビネットおよびラックの構成 

14.12.3.1 一般的な推奨事項 

キャビネットおよびラックは通常、熱気側と冷気側を分離するように配置される場合が多いため、選定する基準として、

冷気と熱気の分離対策を十分に満足していることが望ましい。 

具体的には以下の通り。 

 設置する機器の吸気／排気の向きが、コールドアイル／ホットアイルと一致するように設置する。 

＜次頁に続く＞ 
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 横向き吸排気のネットワーク機器等、機器が上記に対応できない場合は、キャビネットまたはラック側で吸排

気の向きを正しく向け直す手段を用意することが望ましい。 

 ケーブル支持部材の配置については、気流を妨げず、設置する機器の移設または増設の際に機器が損傷す

る恐れが無い場所に配置すること。 

 ケーブルやコード類の整線により、ITE の給気や排気を妨げないようにすること。 

キャビネットおよびラックの選定は、用途に応じて行わなければならない。 

EDAには高密度に ITEが収容される。パッチパネルの向きは、パッチコードの接続作業を容易とするために、通常は ITE

の背面側にあるポートと、パッチパネルのポートが同じ向きになるようにする。パッチコードが前面から背面に渡らなければ

ならない場合は、専用の整線部材を確保し、保護することが望ましい。 

IDA と MDA には、一般的にネットワーク機器とパッチパネルが混在する。このため、大量のパッチコードの整線と、側面

吸排気のネットワーク機器の冷却を両立させるために、特に注意が必要である。具体例は以下の通り。 

 パッチコードの整線を容易とする、最大で幅 1m (39in)までの超幅広ラックの使用 

 キャビネット内の区画による冷気と熱気の分離 

 前面吸気・背面排気に対応したネットワーク機器の使用 

 機器とパッチパネルの分離、これは中間接続をクロスコネクト方式とすることで実現可能、これによりパッチ接続

用ラックを ITE キャビネット列とは別に設置することができる 

表面仕上げについては、該当する規則、規格、および規制（『ANSI/TIA-942-B』、『ATIS 0600336』等）に準拠す

ることが望ましい。機器とキャビネットまたはラック接地の間を適切にボンディングし、かつ地金の酸化を防止するために、

導電性の仕上げが推奨される。塗装されたキャビネットまたはラックでは、補助ボンディング/接地母線システムを使用し

て、機器とキャビネットまたはラック接地の間を適切にボンディングすることができる。キャビネットおよびラックのボンディングと

接地は、該当する規則、基準、規制（『ANSI/NECA/BICSI-607』、『ANSI/TIA-607-C』、『ISO/IEC 30129』等）

に準拠することが望ましい。 

引込室、MDA、および HDA 内のラックは、該当する規則、基準、および規制（『ANSI/TIA 942-B』等）に従った寸

法およびケーブルマネジメント容量を有することが望ましい。 

パッチコードの整線は、見易さと変更のし易さを確保する上で非常に重要である。そうでない場合、移設・増設・変更の

際の錯誤のリスクが高まる。 

パッチコードの整線には、以下の二種類が存在する。 

 水平式：典型的なものは、パッチパネルや機器の直下に設置する 1U（またはそれ以上）のリング付きプレー

トである。一般的には、パネルやスイッチにある 24 ポートにつき 1U の水平ケーブルマネージャーが必要とされて

いる。例えば、48 ポートのスイッチには 2U のケーブルマネージャーが必要となる。一部のパッチパネルには整線

機能が統合されており、外付けのケーブルマネージャーを不要として、省スペース化に対応している。 

 垂直式：キャビネットに設置する場合、この方式はキャビネットの幅により制約を受ける。オープンラックに設置

する場合は、選択肢が広がる。一部の垂直式ケーブルマネージャーには、全 RU のケーブル支持に対応した

「フィンガータイプ」の整線部材が含まれる。これにより、設計によっては水平式の整線が不要となる場合もある。 

キャビネットやラック内のポート密度については、ケーブルマネジメント内に収容可能なパッチコードの数で算定することが

望ましく、使用可能なラックユニットを基に算定してはならない。例えば、幅 600mm のキャビネットの場合、たとえ 42RU

のスペースが空いていても、パッチコード 100 本の束を縦方向に収容することは不可能である。 

コードの長さは、常に設計に従った接続を可能とする最短の長さのものを選定することが望ましい。コードの無駄な余長

は、ケーブルマネジメントの問題を生じさせる。 
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キャビネットの必要数量および寸法を決定する際には、将来の配線および機器の要件を想定すること。キャビネットおよ

びラックには、ITE の設備更新の際に、旧世代の機器を稼働させながら、並行して新世代の機器を設置することができ

るだけの空間を確保することが望ましい。 

14.12.3.2 ラック構成に関する推奨事項 

ラックの奥行きは、ラックに実装する機器の取付および防護に関する要件を満たすことが望ましく、最低でも該当する規

格（『EIA/ECA-310-E』、『IEC 60917』等）にて定義された要件に従うことが望ましい。 

各ラックの両側には、ラックの最大ケーブル需要に合わせた容量の垂直ケーブルマネジメントを取り付けることが望ましい。

2 ラックの間の垂直ケーブルマネジメントは、両側のラックが同時に利用可能な容量とすることが望ましい。 

14.12.3.3 キャビネット構成に関する推奨事項 

マウントアングルの位置は、前後方向に調整可能であることが望ましく、ラックユニット番号を表示することが望ましい

（番号は底部から振る）。 

マウントアングルの寸法は、該当する規則、規格、および規制（『EIA/ECA-310-E』、『IEC 60917』等）に準拠する

ことが望ましい。 

扉は道具を使用せずに取外し可能であることが望ましい。扉のヒンジは左右に変更が可能か、観音開きにすることが望

ましい。 

側板は、キャビネット内の機器設置エリアに手を入れずに固定と取り外しが可能であることが望ましい。 

アクティブ機器、パッチパネル、および水平方向のケーブル分配が混在する用途のキャビネットの場合、フロアタイルと同じ

幅（600mm（24in）等）のキャビネットでは十分な垂直ケーブルマネジメント空間を確保できない可能性がある。 

ラック内の使用しない RU ポジションには、ブランクパネルを設置して、ホットアイルとコールドアイルの分離を維持し、高温

の排気が回り込み、機器の吸気口で冷気と混合しないよう

にすることが望ましい。また、ブランクパネルはキャビネットの

剛性を高めることもある（Figure 14-12 を参照）。 

キャビネットを床に固定していない場合、一時的な外力や

荷重による重心移動（例：機器の入れ替え、保守作

業、機器の「スライド」等）による移動を防ぐために、転倒

防止装置等の対策を施すことが望ましい。 

14.12.4 キャビネットの風量と配線の容量 

14.12.4.1 気流 

十分な通気を確保し、コンセントバー、通信配線、および

安全な作業アクセス用に十分な空間を確保するために、キ

ャビネットが幅 700mm（27.5in）以上の場合の奥行は、

格納する機器の中で最も奥行がある機器よりも 150mm

（6in）以上深くすることが望ましい。 

キャビネットが幅 700mm（27.5in）未満の場合、幅が

700mm（27.5in）から 10mm（0.4in）短くなる毎に奥

行を 11.5mm (0.45in)長くすることが望ましい。（Table 

14-16 を参照。） 

 

Figure 14-12 空の RU に設置されたブランクパネル 
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換気のためにメッシュ扉を使用する場合は、冷気を取り込み、高温排気をキャビネットから逃がすために、扉は 63%以

上の開口率を確保することが望ましい。 

 

Table 14-16 キャビネットの奥行に関する指針の例  

キャビネット奥行 
キャビネット内における最大奥行きの機器 

の奥行きを上回る奥行 
幅の狭いキャビネットのために追加する奥行 

600mm（24in） 150mm（6in） 115mm（4.5in） 

700mm（27.5in） 150mm（6in） 該当なし 

750mm（29.5in） 150mm（6in） 該当なし 

800mm（31.5in） 150mm（6in） 該当なし 

 

14.12.4.2 キャビネットの通気係数の計算 

扉の通気係数を計算するために、以下の式を使用することが推奨される。 

 
通気係数（AFC）の計算 

 

 AFCD =  
SD × FEA 

AC × HRMU × NRMU 
 

(14-4)  

 
ここでは、 

AFCD は扉付きのキャビネットの通気係数 

SD は、扉パネルのうち、気流が通る開口部の最外周より内側に当たる部分の、面積の合計（メッシュ、穴、スロッ

ト等）であり、単位は mm2 (in2) 

FEA は扉メッシュ部材の有効開口率（例：0.65（65%）、メッシュやスクリーンを使用しない場合は 1） 

AC は扉パネル面におけるキャビネット内の有効開口幅であり、単位は mm (in) (Figure 14-13 を参照) 

HRMU は 1 ラックユニットの高さ（44.5mm（1.75in）） 

NRMU はキャビネットのラックユニット（RU）数 

 
例： メッシュ扉付きのネットワークキャビネットまたはサーバキャビネットの設計 

注：  以下のパラメータは一例であり、必ずしも実際のキャビネットまたは設計要件の特性を反映したものではない。 

 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

433 

 

  

Figure 14-13 キャビネット開口幅 

 

以下を前提とする。 

 19 インチの機器キャビネット 

 高さ：42RU 

 FEA = 0.65、1,930mm x 635mm（76in x 25in）のメッシュ扉 

 1RU = 44.5mm（1.75in） 

 キャビネット開口幅：450.85mm（17.75in） 

注：  上記の例で使用される入力データおよび基準は、すべてサンプルである。実際の数値については、個別のネット

ワークキャビネットまたはサーバキャビネットの設計要件を参照。 

通気係数： 
 

AFCD = ( SD × FEA ) = ( 
1,930mm × 635mm × 0.65 ) AC × HRMU × NRMU 450.85mm × 44.5mm × 42 

 

AFCD = 
1,225,550mm2 × 0.65 

 = 0.9454 
842,639mm2 

 

AFCD = ( 
SD × FEA ) = ( 

76in × 25in × 0.65 ) AC × HRMU × NRMU 17.75in × 1.75in × 42 
 

AFCD = 
1,900in2 × 0.65 

 = 0.9467 
1,304.63in2 

 

結論：キャビネット全体と、ドアのメッシュの通気係数（ACFD）は、両方とも推奨範囲（0.63-1.00（63%-100%）

等）内に収まる。 

平面図 

キャビネット  

扉 

気
流

 

開
口

幅
 

気
流
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式 14-4 を使用する場合、上記計算用の最終 SD を決定する際に、気流を妨げる構造物（扉ラッチ、扉錠、アクセス

管理パネル等）が SD 内に占める総面積を、最初の SD から差し引く必要がある。 

14.12.4.3 キャビネットのケーブル容量 

14.12.4.3.1 ケーブル数量の計算 

キャビネットに収納可能なケーブルの数量を算出するために、以下の式が使用可能である。 

 

 fill

cable

OEI
fill

cable

U f
S

SSS
f

S

S
N 




 

(14-5)  

 

この場合、 

N はキャビネットに収納可能なケーブルの数量 

SU はケーブルを設置可能な有効キャビネット面積であり、単位は mm2 (in2) 

Scable はケーブル断面積であり、単位は mm2 （in2）（14.12.4.3.2 項を参照） 

ƒfill は必須または推奨のケーブル経路の利用率（例えば、0.4（40%）） 

SI はキャビネット内部の面積であり、単位は mm2 （in2）（14.12.4.3.4 項を参照） 

SE はアクティブ機器および接続ハードウェア用に割り当てた面積であり、単位は mm2 （in2）（14.12.4.3.5 項を

参照） 

SO はレールやコンセントバー等の様々な障害物が占める面積であり、単位は mm2 （in2）（14.12.4.3.6 項を

参照） 

SI、SE、および SO要素の図を Figure 14-14 に示す。 

注：  Figure 14-14 に示した領域の区分は一例である。実際の区分はキャビネットの設計および配置に応じて変わる可能性

がある。 

 

 
 

面積 A：  SI —キャビネット内部の面積 

面積 B：  SE—面積 C を含めた、アクティブ機器および接続ハードウェア用に割り当てられた面積 

面積 C：「デッドゾーン」、アクティブ機器および接続ハードウェア背後の余分な空間 

面積 D：  SO—レール、コンセントバー等の様々な障害物が占める面積 

 Figure 14-14 ケーブル容量の計算式のための要素図 

 

平面図 平面図 平面図 

A C B D 
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14.12.4.3.2 ケーブル断面積（Scable）の公式 

以下の Scable 用の公式は、キャビネット内のケーブルが同一の直径を持つ場合に使用される。 

 

 
   

 2
22

79.0
4

14.3
4

cable
cablecable

cable d
dd

S 
 

(14-6)  

 
この場合： 

dcable はケーブル直径であり、単位は mm（in） 

 

注：  複数のケーブル直径が予想されるまたは存在する場合、dcable 計算に関する情報は 14.12.4.3.3 項を参照。 

 

14.12.4.3.3 複数ケーブル直径の場合のケーブル直径（dcable）用の公式 

媒体または性能特性が異なる（カテゴリ 5e およびカテゴリ 6A 等）ために、様々な直径のケーブルが 1 つのキャビネット

内に配備される場合でも、断面積を概算することが可能である。この概算は、設置予定ケーブルの直径および各設置

予定ケーブル種類のパーセンテージ（ケーブルの 40%がカテゴリ 5e、60%がカテゴリ 6A 等）に基づく。 

 

 
2

1

i

n

i

icable DPd  
  

(14-7)  

この場合、 

dcable はケーブル直径であり、単位は mm（in） 

n は異なるケーブル直径の種類の数 

Pi はその直径のケーブルのパーセンテージ 

Di はそのケーブルの直径 

例： 

ケーブル A は直径 4.8mm （0.19in）であり、全体の 8%を占める、ケーブル B は直径 7.7mm （0.30in）であり、

全体の 32%を占める、第 3 のケーブルは直径 5.6mm（0.22in）であり、全体の 60%を占める。 

 

dcable = √ [ (0.08 × 4.8mm × 4.8mm) + (0.32 × 7.7mm × 7.7mm) + (0.6 × 5.6mm × 5.6mm) ] 

dcable =  √ (1.843mm2 + 18.973mm2 + 18.816 mm2) 

dcable = √39.632mm2 

dcable = 6.30mm 

 

または、 

 

dcable = √ [ (0.08 × 0.19in × 0.19in) + (0.32 × 0.30in × 0.30in) + (0.6 × 0.22in × 0.22in) ] 

dcable = √ (0.003in2 + 0.029in2 + 0.029in2) 

dcable = √0.061in2 

dcable = 0.247in 
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対象のキャビネットのケーブル数量 N が算出されると（式 14-5 参照）、それぞれのケーブルのパーセンテージを N に掛

けることで各ケーブルの数量を決定できる。 

14.12.4.3.4 キャビネット内部の面積の公式（SI） 

 
2

DCCDCDCI fDW)fD()fW(S   (14-8)  

 
この場合、 

WC はキャビネットの幅であり、単位は mm（in） 

DC はキャビネットの奥行であり、単位は mm（in） 

ƒD は内部空間の寸法を算出するための係数（例えば、0.95) 

 

14.12.4.3.5 アクティブ機器および接続ハードウェア用に割り当てられた面積（SE）の公式 

 )( DCCE fDAS 
 

(14-9)  

 
この場合、 

AC は利用可能なキャビネット開口幅であり、単位は mm （例えば、450.85mm（17.75in）） 

DC はキャビネットの奥行であり、単位は mm（in） 

ƒD は内部空間の寸法を算出するための係数（例えば、0.95) 

 

14.12.4.3.6 障害物が占める面積(SO)の公式 

 OEIO fSSS  )(
 

(14-10)  

 
この場合、 

ƒO は、障害物を考慮した係数（例えば、0.3） 

SI はキャビネット内部の面積であり、単位は mm2 （in2）（14.12.4.3.4 項を参照） 

SE は ア ク テ ィ ブ 機 器 お よ び 接 続 ハ ー ド ウ ェ ア 用 に 割 り 当 て た 面 積 で あ り 、 単 位 は mm2 （ in2 ） 

（14.12.4.3.5 項を参照） 

 

14.12.4.3.7 キャビネットのケーブル容量を計算する別の式 

各要素ごとに計算を分ける上記の方式（詳細設計の際には必要な場合がある）の代わりに、以下の簡易式(14-11)

の利用が可能。 

 

 
      

 2
79.0

)1(

cable

fillODCCDEC

d

fffAWfDD
N




  (14-11)  

この場合、 

DC = キャビネット奥行であり、単位は mm（in） 
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DE = 機器の最大奥行であり、単位は mm（in） 

ƒD = は内部空間の寸法を算出するための係数（例えば、0.95） 

ƒfill = 所定のまたは推奨のケーブル経路の利用率（例えば、0.4（40%）） 

WC = キャビネット幅であり、単位は mm（in） 

AC = 利用可能なキャビネット開口の幅であり、単位は mm（例えば、450.85mm （17.75in）） 

ƒO =障害物を考慮した係数（例えば、0.3） 

dcable = ケーブル直径であり、単位は mm（in） 

 

ベンダのケーブルマネジメント計算表を利用できる場合は、その表を使用して、ケーブル量に見合った寸法のキャビネット

を指定することが望ましい。計算表が利用できない場合は、Table 14-17 にケーブル容量の見積りを示すが、これは機

器設置エリアの外側、および背面側のマウントアングル（前面枠より 762mm（30in）奥側に配置）と背面枠の間を

合わせた利用可能空間の面積に基づくものであり、さらに垂直ケーブルマネジメント用のアクセサリの有無にかかわらず、

垂直コンセントバー用に 152mm2 （0.24in2）を確保したものである。 

キャビネットの幅と奥行きを十分に確保し、ケーブルが機器の排気口の背面側で通気を妨害しないように、ケーブル経

路を設定することが望ましい。 

ケーブルマネジメントの容量要件は、キャビネットの選定や、キャビネットの占有面積を指定する前に、計算することが望

ましい。 

垂直ケーブルマネジメントを実装することが望ましく、ゼロ U スペース内、もしくはケーブル密度の高い用途で、キャビネット

の奥行きがある場合は、実装された機器の奥側の機器取付空間に、実装可能とすることが望ましい。 

キャビネットには、あらゆる種類の外付けの固定金具を取付可能とする機能を備えることが望ましい。 

キャビネットの前面および背面の離隔距離は、該当する規則、基準、および規制（『NFPA 70』等、6.6 項も参照）

に準拠することが望ましい。最低離隔距離は、扉の開く角度が 150°以上か、または中央にラッチが付いた観音開きの

扉のいずれかに対応することが望ましい。 

注：Table 14-17 に示す断面積の数値を使用して、以下の手順に従いキャビネットのケーブル容量を計算する。 

 

 N = round_down (Acable management space ÷ Acable) × ƒ (14-12) 

ここでは、 

N = ケーブル数 

Acable management space =  Table 14-17 に示す断面空間であり、単位は mm2 (in2) 

Acable = ケーブルの断面積であり、単位は mm2 (in2) 

ƒ = 利用率 

 

例えば、コンセントバー1 本とｍ直径 8mm（0.31in）のケーブルを備えた奥行 1050mm（41.3in）、幅

700mm（27.5in）のキャビネットの場合、利用率を 40%にすると以下のように計算される。 

Acable management space = 89600mm2 
Acable = π × 42 = 50.24mm2 

N = （89600/50.24） × 0.4 = 713.3758 = 713 
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Table 14-17 は、ケーブルマネジメントが機器の通気用の空間外で行われることを想定している。キャビネット奥行の後

ろに「a」が付く行は、垂直設置のコンセントバーが 1 本の場合である。キャビネット奥行の後ろに「b」が付く行は、垂直設

置のコンセントバーが 2 本の場合である。 

 

Table 14-17 垂直ケーブル容量を計算する際のキャビネット内の利用可能空間  

示されたキャビネット奥行および幅に対応する総断面積の値であり、単位は mm2 (in2) 

キャビネットの奥行き

(mm) 

キャビネット幅 (mm) 

600mm 700mm 750mm 800mm 

900 15700 (24) 45300 (70) 58400 (90) 71400 (111) 

900a3 10500 (16) 40100 (62) 53200 (82) 66300 (103) 

900b4 5400 (8) 35000 (54) 48000(74) 61100 (95) 

950 21500 (33) 62100 (96) 80000 (124) 97900 (152) 

950a3 16300 (25) 56900 (88) 74800 (116) 92700 (144) 

950b4 11200 (17) 51700 (80) 69600 (108) 87500 (136) 

1000 27300 (42) 78800 (122) 124300 (157) 124300 (193) 

1000a3 22100 (34) 73700 (114) 119200 (149) 119200 (185) 

1000b4 17000 (26) 68500 (106) 91300 (141) 114000 (177) 

1050 32800 (51) 94800 (147) 122100 (189) 149500 (232) 

1050a3 27600 (43) 89600 (139) 117000 (181) 144300 (224) 

1050b4 22500 (35) 84500 (131) 111800 (173) 139100 (216) 

1100 38600 (60) 111500 (173) 143700 (223) 175900 (273) 

1100a3 33500 (52) 106400 (165) 138600 (215) 170700 (265) 

1100b4 28300 (44) 101200 (157) 133400 (207) 165600 (257) 

1150 44400 (69) 128300 (199) 165300 (256) 202400 (314) 

1150a3 39300 (61) 123200 (191) 160200 (248) 197200 (306) 

1150b4 34100 (53) 118000 (183) 155000 (232) 192000 (298) 

1200 49900 (77) 144300 (224) 185900 (288) 227500  (353) 

1200a3 44800 (69) 139100 (216) 180700 (280) 222300 (344) 

1200b4 39600 (61) 133900 (208) 175500 (272) 217200 (337) 

注 1：前後の取付レール間の標準間隔 = 750mm（29.5in） 

注 2：前面レールはキャビネットのフレームより 25mm（1in）奥に下げる。 

注 3：容量が垂直取付コンセントバー1 本分削減される。 

注 4：容量が垂直取付コンセントバー2 本分削減される。 

注 5：重要：容量は利用可能空間に基づき計算されている。ベンダの仕様を参照して実際のケーブルマネジメント容量を決定する必要がある。 
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14.12.5 キャビネットおよびラックの設置 

14.12.5.1 一般的な必須事項 

キャビネットおよびラックをフリーアクセスフロア上に設置する場合は、各キャビネットまたはラックの前後のフロアタイルを取り

外せるように、キャビネットまたはラックを配置しなければならない。一般的に、これはキャビネットおよびラックの列をフロアタ

イルの列と（斜めではなく）平行に配置し、キャビネット列の前面の端をタイルの縁と合わせることで、キャビネットにより

塞がれるタイルの数を最小限にすることを意味する。 

加えて、コンピュータ室が冷却のためにフリーアクセスフロアを用いている場合、キャビネットの配置は各コールドアイルに 2

列分の穴開き床タイルを設置できるようにすることが望ましい。 

頭上ケーブルマネジメント（ラダー型ケーブルラック、ケ

ーブルトレイ等）と、スプリンクラ、照明、および電気コン

セント等の障害物は、干渉してはならない。 

設計者はキャビネットおよびラック内の機器の重量を想

定し、キャビネット、ラック、および床（フリーアクセスフロ

アとスラブ両方）が、想定される重量に対応できるよう

にしなければならない。 

アクティブな機器を設置する全てのキャビネットおよびラッ

クには、十分な電源を、該当する規則および AHJ に準

拠して設置しなければならない。 

各キャビネットおよびラックには、それぞれの識別子を前

面と背面にラベル表示しなければならない。すべてのパ

ッチパネル、ケーブル、機器コードおよびパッチコードに

は、該当する規格（『 ANSI/TIA-606-C』、『 ISO 

14763-2-1』等）に従い適切にラベル表示しなければ

ならない。（Figure 14-15 および Figure 14-16 を参

照。） 

  

 

   Figure 14-15  

   キャビネットの識別がラベル表示された状態 

キャビネット手前側のマウントアングルは、パッチコードやアングル型パッチパネル、手前側に突出部のある機器等を設置

できるように、キャビネット前面から奥側に後退させて設置しなければならない。マウントアングルの設置位置は、コード類

やケーブル類の曲げ許容半径を超過せずに、扉を完全に閉めるだけの空間を確保するものであることが望ましい。 

キャビネットおよびラックは、前面吸気・背面排気以外の吸排気方式の機器のためにも十分な換気能力を確保

（例：側面吸排気の機器のためのダクト等）しなければならない。このためには、幅広なキャビネットか、またはキャビネ

ット間の側板の撤去が必要となる場合もある。 
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 Figure 14-16 機器コードと接続ポートをラベル表示した状態の例  

 
14.12.5.2 一般的な推奨事項 

キャビネットおよびラックの配置は、照明（電灯）の配置と調整することが望ましい。 

可能であれば、増設を想定して拡張用の領域を確保する。 

コンセントバーには、PDU または分電盤の識別子とブレーカ番号をラベル表示することが望ましい。 

電源コードは、機器、マット、またはフリーアクセスフロア以外のカバーの下に敷設しないことが望ましい。キャビネットおよび

ラックを据え付ける面は、据付に必要なアンカーの取付に対応させることが望ましい。製造者が推奨する工法を確認し、

それらが現地の AHJ に受容できるものであることを確認する。適切に連結されたキャビネット列は、単独で設置されたキ

ャビネットよりも、キャビネット 1 台当たりのアンカー数が少なくて済む場合がある。据え付ける面に穴を開ける際は、屑や

粒子が浮遊しないように、適切な方法を用いる。床または壁の穴開けの際は、掃除機が付属する型式のドリルを使用

することが、屑や粒子の発生を防ぐ有効な方法になる。 

14.12.5.3 ラック設置に関する推奨事項 

棚板の上に機器を配置すると、キャビネットまたはラックの背面と前面の間に還気経路を作るため、コンピュータ室内の

機器はキャビネットまたはラック内の棚板の上ではなく、マウントアングルに設置することが望ましい。 

キャビネットおよびラックの下のフロアタイル開口部は、開口部による床下の圧力低下を最小限とするため、ケーブル入線

のために必要な最小限の大きさとすることが望ましい。 

床下圧力の損失と、コールドアイル/ホットアイル間の気流のショートサーキット防止、そしてそれらによる冷却効率の低下

を最小限に抑えるための要件を満たすために、ガスケットまたはブラシ付グロメットを備えた開口部の使用を検討する。

熱気の再循環の例については Figure 14-17 と Figure 14-18 を、ガスケットとブラシ付グロメットについては Figure 14-

19 と Figure 14-20 を参照。 
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 Figure 14-17 熱気の内部再循環の影響 

 

 

 

 Figure 14-18 熱気の内部再循環の 

低減が、給気温度を下げる 

   
 

 

Figure 14-19 垂直ケーブルマネジメント内の 

フリーアクセスフロアタイル開口部をガスケットで密閉 

 

 

Figure 14-20 フリーアクセスフロアタイルの 

開口部をブラシ付グロメットを使用して密閉 

 

 
MDA、IDA、または HDA 内の機器コードまたはパッチコード用には、水平配線およびバックボーン配線に使用されるもの

とは別の、専用経路を設けることが望ましい。 

全てのアクティブ機器はラックに強固に固定し、適切に支持することで、不適切な設置による機器損傷を防止する。 

地震活動が活発な地域では、資格を持つ構造技術者が、固定方法および設置方式をレビューすることが推奨される。

多くの地域では、耐震設計の専門家がサインした耐震設計に関する証明書を必要としている。 

全ネジの先端部は、（プラスチックカバー、ドームナット、またはその他の手段で）覆うことが望ましい。ケーブルの損傷を

防止するため、フリーアクセスフロア下に露出したねじは全てスリット入りチューブその他の方法で覆うことが望ましい。 

ラックは固定し、列全体を通して水平に揃えることが望ましい。全ての固定点において、スペーサーの合計厚は、プロジェ

クトエンジニアが指定する場合を除いて 13mm（0.5in）を超えないことが望ましい。ラックの支持に 13mm（0.5in）
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を超えるスペーサーが必要な場合は、ラック列を適切に支持できるようなソリューションを使用することが望ましい。列内で

隣接するラック同士は、アンカーを設置する前に連結することが望ましい。アンカーの設置は製造者の仕様に従い、全て

のスペーサーが適切に配置されていることを確認する。 

一部の列では、顧客の仕様または現地規則を満たすために、追加の支持物を必要とする場合がある。必要な支持物

は、ラックの型式、機器、および立地に基づく場合がある。支持物は、適切に機能するために、システムとして一括設置

することが望ましい。ラック列にストレスを与えないため、全部品を手締めで固定した後に、連続して増し締めすること。

全ての支持物は、ラック内に機器を実装する前に設置することが望ましい。 

14.12.5.4 キャビネットの設置に関する推奨事項 

キャビネットまたはラック列内に、将来用の未設置空間を残さない。ホットアイルとコールドアイルの間のショートサーキット

を防ぐため、撤去したキャビネットまたは架は速やかに取り替え、ギャップが残った場合は左右のキャビネットまたは架と同

じ高さのブランクパネルで埋める。同様の理由で、キャビネットおよびラックの間には、隙間が無いように設置することが望

ましい。キャビネットが空の場合や、機器が実装済みのキャビネットおよびラック内に空きスペースが存在する場合は、ブラ

ンクパネルを設置する。垂直ケーブルマネジメントは、ラックの間からの気流のショートサーキットを防ぎつつ、整線すること

ができる。キャビネットは隙間なく隣接させることが望ましい。可能であれば、分割されたキャビネットでも、側面パネルの

共有等の手段により、ラックに取り付けられた機器の側面からの気流のショートサーキットを防止することが望ましい。 

キャビネット列の前面または背面を揃えることで、アイルの幅が不均等となる場合は、機器設置作業用の空間とキャビネ

ット向けの冷気をより多く確保できるように、前面側のアイルを広く取るようにすることが望ましい。 

コールドアイルの床以外の場所からの、フリーアクセスフロア面を通過する気流を極力制限するという要件を満たすため、

ラック直下のフリーアクセスフロア開口部については、現在および将来のケーブルの引き入れに必要な最小限の大きさと

し、床下空間の圧力を低下させないようにすることが望ましい。 

さらに、冷却効率の低下をもたらす、圧力低下と冷気のショートサーキットを最小限に抑制するために、開口部へのガス

ケットまたはブラシ付グロメットの採用を検討すること。Figure 14-17 から Figure 14-20 までを参照。 

全てのアクティブ機器について、適切に支持した上でキャビネットに強固に取り付けることで、不適切な接地による機器

の損傷を防止すること。 

実際の購入の前に、キャビネット内の機器、コンセントバー、ケーブルマネージメント、およびケーブルの配置を計画するこ

と。詳細図面か、できれば実物大モックアップを作成して、以下を検証すること。 

 全ての機器およびケーブルマネジメントの適切な収納 

 コンセントバーへの十分な空間とアクセスの確保 

 キャビネット床面および上面の開口部までの十分なアクセスの確保 

 ケーブルマネジメントのために十分な空間の確保 

 必要に応じた機器の適切な出し入れが可能であること 

 機器の吸気口および排気口が配線、ケーブルマネジメント、またはキャビネットの構造物で塞がれ、ホットアイル

側に排気するためのラック内の気流を阻害しないこと 

 キャビネット、ラック、および垂直ケーブルマネジメントに、ホットアイルからコールドアイルへの気流のショートサーキ

ットをもたらす大きな開口部が無いこと 

キャビネットの設置の際には、邪魔になる恐れがある扉およびパネルはすべて一時的に取り外す。 

建物床またはスラブ床の上に設置する場合は、キャビネットは列単位で設置し水平を調整すること。多くのキャビネットの

脚部には、高さ調整機能が付属している。高さ調整機能が付属していない場合は、適切な水平合わせ金具について

製造者に問い合わせること。 
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フリーアクセスフロア上の場合、キャビネットおよびラックはコンクリート製の建物床に固定することが望ましい。キャビネットを

列単位で連結する場合は、アンカーの設置前に連結金具を取り付けることが望ましい。アンカーは、製造者の仕様に従

って施工し、すべての高さ調整金具を適切に取付ける。（Figure 14-21 を参照。） 

地震活動が活発な地域では、多くの場合、耐震設計の専門家がサインした耐震設計に関する証明書を必要とするた

め、資格を持つ構造技術者が、キャビネットの設計およびその設置方式をレビューすることが推奨される。 

全ネジの先端部は、（プラスチックカバー、ドームナット、またはその他の手段で）覆うことが望ましい。ケーブルの損傷を

防止するため、フリーアクセスフロア下に露出したねじは全てスリット入りチューブその他の方法で覆うことが望ましい。 

フロアタイルパネルの切欠きは、その上に配置するキャビネットまたは機器が必要とする正しい位置および大きさとすること

が望ましい。切欠きは、キャビネット/機器のコード用開口部の下に配置し、開口部から導入するケーブルの数および種

類に合わせた適切な寸法とすることが望ましい。 

 

注：  全ネジはイラスト用にカバーを外してあるが、露出したネジ部は覆うことが望ましい。 

  

Figure 14-21 全ネジおよび鋼製ダクターを使用して、フリーアクセスフロア上のキャビネットおよびラックを 

コンクリートスラブに固定した状態の図 

14.12.6 キャビネット内の温度管理 

14.12.6.1 推奨事項 

全ての事例に通用する単一の最適な温度管理手法や構成は存在しない。顧客、用途、および環境のそれぞれについ

ての固有な要因により、特定の条件下での最適な構成は異なる。エネルギー効率や保守性の観点からの運用コストだ

けでなく、初期構築コストについても十分に検討することが望ましい。最低限、キャビネット内では機器の吸気口をキャビ

ネットまたはラックの前面方向に、かつ排気口を背面方向に向けて設置することが望ましい。キャビネット列全体について

はそれらの前面同士と背面同士を向い合せとして、「ホットアイル/コールドアイル」構成とすることが望ましい（Figure 

14-22 を参照）。 

個別のキャビネットに対して何らかの追加冷却機構を使用する場合は、他の機器や部屋全体の気流に与える影響を

検討しなければならない。 
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追加冷却設備の検討に当たっては、冗長またはバックアップの重要度および必要な水準についての検討を含める必要

がある（詳細については 10.7.4 項を参照）。 

優れたパッシブな気流管理システムを備えたキャビネットを、優れた設計の部屋に設置した場合、単一障害点に関する

懸念の無い状態で、キャビネット当たり 20kW またはそれ以上の熱負荷に対応できる。 

高い熱負荷に対応するキャビネット用に設計されたファンには、UPS 電源から供給し、冗長電源コードまたは切替器を

備えた電源コードを用いて、確実に連続運転が可能とすることが望ましい。 

ファンは地絡故障を起こしやすいため、キャビネット向けのファンの電源はキャビネット内機器用の電源とは別な回路とす

ることが望ましい。 

機器設置エリアの外周も、冷気のバイパスや熱気の回り込みの経路となるため、ふさぐことが望ましい。 

希望する可用性および信頼性を実現するには、容量、熱負荷、および冗長について、入念な計画が必要となる。可用

性と信頼性についての詳細の情報については、Appendix B を参照。 

 

 

  

Figure 14-22 ホットアイル/コールドアイル構成時のキャビネットの配置 

 
14.12.6.2 追記情報 

予算の範囲内で安定した高品質のラックおよびキャビネット本体と、その付属品を指定/購入すること。この方が長期的

にはより多くの変更作業に耐えることができる。 

機器固定用のねじの締付けが強すぎると、（特に低品質ラックの場合）ラック側のネジ山を潰す。通常は、ドリル/ドラ

イバの最小のトルク設定で、ラック内への固定は十分機能する。推奨される部材等については、ラック製造者の仕様を

参照する。可能な限り、作業には工具を使用しない。 
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ITE の OEM で製作されたキャビネットに、指定されたまたは想定された以外の機器を搭載した場合、ケーブルマネジメ

ントや配線アーキテクチャに対応した充分な空間が当該キャビネットには残されていない場合がある。 

現世代のサーバは、複数のネットワークへの接続に対応しており、特に高可用性の環境ではそれが必須となっている。

例えば、単一のサーバには、2 つの現用 LAN 接続、クラスタリングまたは仮想化用 LAN 接続が 1 つまたは 2 つ、ソフト

ウェア管理用の帯域外 LAN 接続が 1 つ、ハードウェア管理（LOM）用の帯域外 LAN 接続が 1 つ、SAN 用のネット

ワーク接続が 2 つ（主と予備）の接続が存在する。さらに、冗長電源の場合は、サーバ 1 台当たり 2 本以上の電源

コードを必要とする。このため、12 台のサーバを収容するサーバキャビネットでは、最大で 72 本の平衡撚り対線の機器

コード、24 本の 2 心光ファイバの機器コード、および 24 本の電源コードの合計 120 本のコードと、KVM ケーブルの実

装を必要とする。 

一部の列では、顧客の仕様または現地規則を満たすために、追加の支持物を必要とする場合がある。全ての支持物

は、キャビネットドアまたはパネルの設置前、さらにキャビネット内に機器を実装する前に設置することが望ましい。必要な

支持物は、キャビネットの型式、機器、および立地に基づく場合がある。支持物は、適切に機能するために、システムと

して一括設置することが望ましい。キャビネット列にストレスを与えないため、全部品を手締めで固定した後に、連続して

増し締めすること。 

フロアタイルの切欠きの変更は、混乱の原因となり、時間がかかる場合もある。追加作業の可能性を最小限に抑えるた

め、フロアタイルの切欠きは慎重に検討し、現在のおよび想定される将来の電源およびデータ配線の要件と、ルート冗

長性の要件を考慮することが望ましい。 

キャビネット上面のファンや、ファントレイは利点に乏しく、特に高風量のメッシュ前面扉と組み合わせた場合は逆効果と

なり、キャビネット内にホットスポットを生み出す恐れがある。さらに、これらのファンはホットアイルとコールドアイルの機能を

妨げる場合がある。キャビネット内蔵ファンの使用には注意を払い、特にホットアイルとコールドアイルの分離を損なわなず

に補完することを確実に確認することが望ましい。キャビネット背面の扉ファンの使用は、使用するファンの容量が、キャビ

ネット内の機器のファン能力の合計を上回る限りにおいて、使用可能である。 

最適化されていない空間においては、ホットアイルまたはコールドアイルのコンテインメントを用いて、給気と還気を分離す

ることにより、不十分な冷却を補強できる可能性が存在する。 

注：  設置の際のテクニックとして、アクセスフロアの切り抜きの際は、設置するキャビネットの底面のアクセス用開口部にフロアタ

イルまたは段ボールを当てれば、直接型取りができる。 

14.13 電気通信配線、経路、および空間の管理 

14.13.1 概要 

14.13.1.1 序文 

データセンター要素の文書化、ラベリング、および管理は、データセンターの適切な運用および保守のために重要である。

管理システムの運用は、手動かまたは自動化システムの利用が可能である。ただし、導入するシステムに関係なく、全

物品への物理的なラベルを貼付することが望ましい。以下に記載した指針および推奨事項は、データセンターの管理の

ためのものである。 

14.13.1.2 必須事項 

データセンターには、公認の規格（『ANSI/TIA-606-C』または『ISO/IEC TR 14763-2-1』）に定められた階層化され

た要件に従った識別/管理のシステムを備えなければならない。管理システムには、以下についての識別およびラベリング

要件を含める必要がある。 

 キャンパスまたは敷地 

＜次頁に続く＞ 
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 建物 

 屋内通信スペース 

 マンホール、ハンドホール、接続箱、支持脚、または屋外キャビネット等の屋外通信スペース 

 キャビネット、架、または壁面取付部 

 クロージャー 

 クロージャー内のポートまたは端子 

 バックボーンケーブル、またはキャビネット、架、壁面取付部の間のケーブル 

 バックボーンケーブルのうちのペアまたはポート、あるいは配線盤、通信室、機器室、またはコンピュータ室内の

ケーブル  

 スプライス － 配線盤、通信室、またはデータセンター内のキャビネット、架、壁部に取り付けられたアウトレッ

トまでの水平ケーブルまたはバックボーンケーブルのスプライスのペア 

 ZDA または LDP 内の CP ポート 

 配線盤、通信室、またはデータセンター内の、キャビネット、架、壁部に取り付けられていない通信アウトレット

までの水平ケーブル 

 配線盤、通信室、またはデータセンター内の、キャビネット、架、壁部に取り付けられていない通信アウトレット 

 スプライス － 配線盤、通信室、またはデータセンター内のキャビネット、架、壁部に取り付けられていない、

通信アウトレットまでの水平リンクにおけるスプライスのペア 

 パッチコードまたはジャンパ 

 屋外配線経路 

 キャンパスまたは建物引込配線経路 

 建物内配線経路 

 建物内配線経路の延焼防止材 

 データセンター配線経路 

 キャビネットまたは架のボンディング導体 

 キャビネット、ラック、および架 

 パッチパネル 

 パッチパネルおよび機器のアウトレットポート 

 ケーブル、パッチコードおよび機器コード 

14.13.1.3 推奨事項 

ラベリングおよび電気通信管理のための備品は、データセンター内に在庫することが望ましい。ケーブルラベル作成機、ラ

ベル、マーカ、予備の電池、およびその他の備品は、見落としやすいが、常に利用可能であることが望ましい。適切な表

示を維持するためには、上記が有用である。平衡撚り対線のパッチコードについては、用途を示すために外皮またはラベ

ルでのカラーコードの採用を検討すること。光ファイバーコードの外皮、光ファイバーコネクタおよびアダプタのカラーコードに

ついては、『ANSI/TIA-568.3-D』の推奨事項に準拠することが望ましい。光ファイバーコードのカラーコードについては、

用途に応じてラベルや文字の色で識別することもできる。 
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14.13.2 データセンター要素の識別のための基準  

14.13.2.1 空間 

14.13.2.1.1 序文 

運用上の効率を確保するため、データセンター内の空間は識別と記録が可能な状態とする必要がある。空間の識別は、

一般的にユーザーが指定するものである。一方、建築設計による考慮事項が空間のラベリング方式を決定する場合も

ある。データセンター空間は、様々な配線規格によっても定義されている。 

14.13.2.1.2 必須事項 

全ての空間には固有の識別子を与え、ラベル表示しなければならない。 

14.13.2.1.3 推奨事項 

全ての空間をリスト化し、それらの種類および位置を記載した空間一覧表を用意することが望ましい。 

フリーアクセスフロアのある空間では、コンピュータ室グリッドを構成することが望ましい。多くのコンピュータ室では、2 桁の

数字と文字を使用して、600mm × 600mm（24in × 24in）等のフロアタイル単位での位置特定を可能としている。こ

のようなコンピュータ室では、文字は AA、AB、AC、……、AZ、BA、BB、BC と続く（Figure 14-23 を参照）。例え

ば、第 7 行（AG）第 12 列に位置するフロアタイルは、AG12 と呼ぶことが望ましい。 

コンピュータ室が複数の部屋から成る場合、部屋の識別子はフロア空間識別子の最初に組み込むことが望ましい。つま

り、4DC 室内の AG05 にあるキャビネットは、4DC-AG05 と名付けることが望ましい。 

通常、空間識別子は fs-XXYY という形式にすることが望ましい。ここで、 

 fs は運用空間の識別子である 

 XX はフロアタイルグリッドの行である 

 YY はフロアタイルグリッドの列である 

 
                      「X」座標   

 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB  

01                              

02                              

03                              

04                              

05                              

06                              

07                              

08                              

09                              

10                              

11                              

12                              

13                              

 「Y」座標 
                      

  

Figure 14-23 部屋のグリッド座標システムの例 
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キャビネットの識別に座標方式を用いている場合は、壁に座標を貼付して、コンピュータ室内でのキャビネットの特定の

明確化を検討すること。 

キャビネット列／キャビネット番号方式を用いている場合は、列終端の側板に列の識別番号を貼付することを検討する。 

14.13.2.2 キャビネットおよびラック 

14.13.2.2.1 必須事項 

600mm × 600mm（24in × 24in）フロアタイルを敷設した施設では、キャビネットおよびラックはフロアタイル 2 枚以上

にまたがる。こうした設備では、各キャビネットおよびラックは、グリッド位置を定めるために、キャビネットの特定の部位を基

準として、タイルの識別子で識別しなければならない。この場合の基準点は、キャビネットまたはラック前面の一定の点で

なければならない。この基準点はラック全面の左前、右前、または前面中央のいずれでも構わないが、施設内の全ての

キャビネットおよびラックに、同様の基準点を適用しなければならない。 

グリッド識別子を使わない部屋では、キャビネットおよびラックはその列番号および列内の位置によって識別可能である。

全ての識別子に使用する文字数は、施設全体を通じて同じでなければならない。ナンバリングの起点は施設内の各列

の同一側の端とし、終点はキャビネットまたはラックのこれ以上の増設が不可能な壁際等の位置を指定する。 

位置の識別子は各キャビネットまたはラックの前面と背面にはっきり見えるようにラベリングしなければならないラベリングの

部位は、キャビネットまたはラックの上部および下部の着脱不可能な部材が望ましい。ラベルの英文字は大文字にして、

キャビネットまたはラック付近から目の高さで容易に読める大きさにしなければならない。ラベルの文字は機械で印字し、

ラベルの配色は貼付する面の色と対照的な色としなければならない（例：暗色の面に貼付するなら白、明色の面なら

ば黒）。 

14.13.2.3 経路 

14.13.2.3.1 序文 

経路には、通信配線を敷設、支持するための、データセンター内にある管路、ケーブルトレイ、またはその他の要素を含

む場合がある。 

14.13.2.3.2 必須事項 

全ての引込経路および部屋間経路には、該当する規格（『ANSI/TIA 606-C』または『ISO/IEC TR 14763-2-1』等）

に従い、固有の識別子を付けなければならない。 

全ての引込経路および部屋間経路には、それらの全ての終端にラベリングしなければならない。 

14.13.2.3.3 推奨事項 

以下の場所に追加のラベルを貼付することが望ましい。 

 プルボックスやケーブルトレイの接続部等の中間点 

 リング状のケーブルトレイ等のループ状の経路では、等間隔に仕切られた経路 

 間仕切り付きダクトや、インナーダクト等の各セグメント毎に固有の識別子を割り振らなければならない 

全ての経路をリスト化し、種類、始点、終点、全容量、および現在の収容状況を記載した経路一覧表を用意すること

が望ましい。 

14.13.2.4 アクティブ機器 

14.13.2.4.1 序文 

アクティブ機器には、データセンターの LAN、WAN、SAN、および計算インフラを支えるために設計されたスイッチ、ルータ、

ハブ、ファイアウォール、多重化装置、サーバ、外部ストレージ装置、およびその他の機器を含む。 
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14.13.2.4.2 必須事項 

設置した全ての機器には、固有の識別子を割り当てなければならない。 

全てのアクティブ機器は、その識別子を前面と背面にラベリングしなければならない。これらのラベルは機械印字で、かつ

読みやすくなければならない。 

14.13.2.4.3 推奨事項 

種類、用途、位置、端末ハードウェアへの接続対象バックボーンおよび水平配線ポート/ペア/ストランド割り当て、および

その他の接続対象機器を含めた機器の全部品をリスト化した、アクティブ機器の一覧表を用意することが望ましい。 

14.13.2.4.4 追記情報 

2 桁のカウンタまたは RU 番号によって、各キャビネット、ラック、または架内に設置されたアクティブ機器を表示できる。機

器は通常、その機器の最上端の RU によって指定される。RU の番号は、キャビネットまたはラック内の利用可能空間の

下端から数え始める。 

14.13.2.5 ボンディングおよび接地システム 

14.13.2.5.1 必須事項 

ボンディングおよび接地システム、ならびにその全ての要素は、全ての竣工図書において、準拠する適用可能な配線規

格に従い、さらに妥当な場合は製造者推奨のラベリングシステムに従って表示し、現地でラベリングしなければならない。 

14.13.2.5.2 推奨事項 

ボンディングおよび接地システムの記録は以下の通りであることが望ましい。 

 次回の計画保守に関する情報を含める保守作業には、最低限でも全てのボンディングと接地の接続における

点検と試験を含める。 

 全てのボンディングおよび接地システムの構築及び保守点検の記録は、後日レビュー可能な状態で保管する

ことが望ましい。これには保守点検計画を含めることが望ましい。 

14.13.2.6 延焼防止 

14.13.2.6.1 推奨事項 

延焼防止システムはラベリングし、記録にはデジタル写真を含めることが望ましい。製造者からの帳票および設置指示

書を含む、延焼防止に関連する提出物は全て、レビュー可能な状態で保管することが望ましい。 

全ての竣工図書に、火災検知および消火システムを明示することが望ましい。 

14.13.2.7 予備電源システム 

14.13.2.7.1 推奨事項 

データセンターには、冗長に必要な多様な非常電源システムが存在する。これらは識別し、ラベリングすることが望ましい。 

代替電源システムの全ての要素は、ラベリングし、竣工図にも明示しなければならない。 

全ての代替電源システムの記録は、後日レビュー可能な状態で保管することが望ましい。これには保守点検計画を含

めることが望ましい。 

14.13.3 記録 

14.13.3.1 一般的な推奨事項 

全てのキャビネット、ラック、および架をリスト化し、種類、寸法、容量、および現在の利用状況を記載した、キャビネット、

ラック、架の一覧表を用意することが望ましい。 
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全てのケーブルをリスト化し、種類、用途、ペア/ストランド/ポート数、始点、終点、現在のペア/ストランド/ポート使用状

況、端末ハードウェアへのバックボーンおよび水平配線ポート/ペア/ストランド割り当て、パッチング/クロスコネクション割り

当て、接続対象機器、および非成端または損傷ペア/ストランドを記載した、ケーブル一覧表を用意することが望ましい。 

また、ケーブル一覧表のデータベースのソースには、当該回線の両端および全ての中間点を含む、回線の接続経路の

報告書を参照できることが推奨される。 

全てのクロスコネクトをリスト化し、種類、用途、ペア/ストランド/ポート数、始点、終点、現在のペア/ストランド/ポート使

用状況、端末ハードウェアへのバックボーンおよび水平配線ポート/ペア/ストランド割り当て、および接続対象機器を記

載した、クロスコネクト報告書を用意することが望ましい。 

14.13.3.2 電子文書 

14.13.3.2.1 推奨事項 

データセンター用の電子記録の仕様はデータセンターの規模および種類によって異なり、設計段階で決定することが望

ましい。 

 建物躯体――AutoCAD または類似の電子形式で図面を提供する。 

 データセンター――AutoCAD または類似の電子形式で図面を提供する。 

 データセンターのインフラ――電力、HVAC、火災検知および消火システムを含むデータセンターインフラの全て

の試験結果を電子形式で提供するこれらのファイルは保管し続けることが望ましい。 

 平衡撚り対ケーブルおよび光ファイバケーブルの配線――全ての平衡撚り対ケーブルおよび光ファイバケーブル

の一覧表および試験成績表を電子的に提出する。ケーブルの一覧には、接続元と接続先となる機器または

対応する接続ハードウェアを識別可能とする情報を含めることが望ましい。これらのファイルは保管し続けること

が望ましい。 

 電源ケーブル――電源ケーブルの一覧をすべて電子形式で提供する。電源ケーブル一覧には、接続元と接

続先となる機器または設備を識別可能とする情報を含めることが望ましい。これらのファイルは保管し続けるこ

とが望ましい。 

 キャビネットおよびラックの配置図――AutoCAD または類似の電子形式でラック配置および機器位置を明示

する図面を提供する。 

 アクティブ機器一覧――スプレッドシート、データベース、図面、またはその他の許可された電子形式で全アク

ティブ機器の資産台帳を提供する。 

14.13.3.3 設備変更の管理 

14.13.3.3.1 序文 

アクセス管理および設備変更の管理の指針およびそれらの手順は、設計中に考慮すべき重要な要素である。 

データセンター要素の管理は、アクセス管理および設備変更の管理の指針に不可欠である。 

14.13.3.3.2 必須事項 

設備変更の管理の手順は掲示し、アクセス要件の一部を構成しなければならない。適切な許可を得るまでは、作業を

開始してはならない。 

設備変更の管理のプロセスは、作業中の適切な行動を特定しなければならない。 

設備変更の管理のプロセスには、障害報告の手順を含め、障害解決のための現場へのアクセス手順も明示しなければ

ならない。 

設備変更の管理の手順には、必須となる安全行動を全て特定し、含めなければならない。 
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14.13.4 自動インフラ管理（AIM） 

14.13.4.1 序文 

自動インフラ管理は、所定のインテリジェントパッチングフィールド内での機器コードまたはパッチコードの位置変更時に、

ケーブル記録を自動更新する機能を持つ。このシステムは、所定の配線盤またはパッチング装置内の全てのケーブル接

続点を監視し、システムデータベースを更新できるアナライザまたはスキャナを追加することで導入可能である。 

自動インフラ管理システムは、パッチパネル、パッチコード、アナライザまたはスキャナ、アナライザまたはスキャナとパッチパネ

ルを接続する増設ケーブル、そして専用サーバに通常インストールされる管理ソフトウェアから構成される。監視対象の

パッチパネルポートは、アナライザまたはスキャナに接続されることで、機器コードまたはパッチコードが取り外されるか、もし

くは挿入される時にシステムがそれを検知してソフトウェアデータベースを更新する。従って、ネットワーク管理者はいつでも

配線システムの最新情報にアクセスできる。 

自動インフラ管理システムの実装には以下の 2 種類の構成が使用可能である。 

 インターコネクション 

 クロスコネクション 

インターコネクションは、イーサネットスイッチポートに設置されたセンサストリップを使用して、センサストリップに機器コードま

たはパッチコード接続点の検知手段を提供することで構成される。Figure 14-24 にインターコネクションの構成を示す。 

 

 

 Figure 14-24 自動インフラ管理インターコネクション構成の例 

 
クロスコネクションは、イーサネットスイッチと水平分配の間の「ミラー」パッチパネルを通じて構成される。スイッチポートは高

機能パッチパネル内でミラー化されるため、接続点はパッチパネルポート間のみで形成され、スイッチポートとパッチパネル

ポートの間では形成されない。この構成は、機器コードまたはパッチコード接続点の検知に、センサやマイクロスイッチを使

用して動作するシステムに特に適している。Figure 14-25 にクロスコネクション構成を図示する。 

14.13.4.2 必須事項 

あらゆる自動インフラ管理（AIM）システムは、該当する規格（例：『ANSI/TIA 5048』 、『ISO/IEC 18598』、

『EN 50174-1』）に準拠しなければならない。 

14.13.4.3 追記情報 

以下に自動インフラ管理のハードウェア用の現行の技術を挙げる。 

機器および 

アウトレットへ 

センサ付き高機能パッチパネル 

ポートにセンサストリップを取り付けたスイッチ 

接触プローブ付き 

機器コード 
アナライザまたはスキャナ 

システム 

サーバへ 
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 パッチパネルのポートに埋め込まれたマイクロスイッチ。これらは機器コードまたはパッチコードの接続を検知する。 

 パッチパネル上のセンサと、機器コードまたはパッチコードに追加された接点との物理的接触。 

 パッチパネルセンサと機器コードまたはパッチコードに固定されたタグの間の RFID 検知。 

 

 

Figure 14-25 自動インフラ管理クロスコネクション構成の例 

 
以下に自動インフラ管理の利点を挙げる。 

 スイッチポートとパッチパネルポートの間の物理的接続がリアルタイムで監視可能 

 機器コードおよびパッチコード接続がソフトウェアデータベースに保存される 

 ネットワーク装置との通信がシンプルネットワークマネジメントプロトコル（SNMP）を介して実現可能 

SNMP により、ネットワークへの無断アクセスがあった場合の警報構成や電子メールメッセージ、事前構成に応

じたその他の動作等のいくつかのネットワーク管理機能が、高機能パッチングシステムを通して実現可能 

 作業指示（移設、増設、変更）の計画が可能となる 

以下に自動インフラ管理の潜在的な短所を挙げる。 

 既設インフラへの後付けが困難または不可能 

 同等の通常のインフラ管理より高コスト  

 パッチングを管理する対象の場所では、ラックユニットを追加で消費する可能性がある  

 選定された製品に応じて、製造者指定の機器コードまたはパッチコードの使用が必要になる可能性がある 

 

 

 

 

  

ミラーパッチパネル 

イーサネットスイッチ 

機器コード 

アナライザまたはスキャナ 

システム 

サーバへ 

高度パッチパネル - 水平配線へ 

パッチコード（接触プローブは任意） 

機器および 

アウトレットへ 
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15 情報技術 

15.1 ネットワークインフラの信頼性 

15.1.1 概要 

ネットワークアーキテクチャにおけるサービスレイヤは、重要なビジネスアプリケーションをサポートする重要なシステムである。

ネットワークアーキテクチャは、将来のアプリケーション、ホスト、およびデータストレージの拡大に対応する拡張可能な方

法で、すべてのアプリケーションおよび想定される帯域幅の要件をサポートするためだけではなく、事業の目的に適った冗

長レベルでこれらすべての要件に対応するために設計する必要がある。冗長レベルは、拡張可能な方法で稼働初日の

要件から、最大ポート数および帯域幅の要件までの範囲を維持する必要がある。 

また、冗長レベルは事業全体にわたって調整する必要がある。冗長なアクセス回線で複数の冗長 WAN サービスプロバ

イダに接続しつつ、データセンターLAN 内の非冗長シャーシ（複数の単一故障点を示す）に単一経路ネットワークを

備えて導入されたデータセンターが見受けられる。この不整合の結果として、全体的なデータセンタークラスの目標次第

であるが、低いパフォーマンス目標に必要ではない WAN サービスプロバイダの過大な経常費用か、あるいはパフォーマン

ス目標が高いデータセンターLAN 内の単一故障点に付随する受容可能リスクを超えるリスクのいずれかが発生する。 

ネットワークアーキテクチャサービスレイヤは、以下で構成される。 

 インターネット：インターネットネットワークサービスレイヤの範囲は、1 つのサービスプロバイダによるシングルリンク

インターネットアクセスから、2 つ以上のサービスプロバイダによる冗長インターネットアクセスまでである。 

 ワイドエリアネットワーク（WAN）：WAN ネットワークサービスレイヤは、データセンターから第 2 のデータセンタ

ー、その他の事務所、場合によっては遠隔の主要パートナーまたは顧客所在地へのネットワークコネクティビティ

を提供する。サービス範囲は、1 つのサービスプロバイダによるシングルリンクから、2 つ以上のサービスプロバイダ

による冗長回線/ネットワークである。 

 メトロポリタンエリアネットワーク（MAN）：MAN ネットワークサービスレイヤは、同一の都市圏内にある、デー

タセンターから第 2 のデータセンター、その他の事務所、場合によっては遠隔の主要パートナーまたは顧客所在

地へのネットワークコネクティビティを提供する。MAN サービスは、サービスプロバイダのネットワークサービス、ベン

ダからのダークファイバの借用、または MAN 内において顧客が設置する屋外の光ファイバを使用することで実

施可能である。サービス範囲は、シングルリンクから、複数のサービスプロバイダ、ベンダからのダークファイバの借

用、または顧客が設置する屋外の光ファイバによる冗長回線/ネットワークまでである。 

 ローカルエリアネットワーク（LAN）：LAN ネットワークサービスレイヤは、インターネット、WAN、および MAN

ネットワークサービスと処理システムを接続する、データセンター内のネットワークコネクティビティで構成される。

LAN のサービス範囲は、LAN 内においてシングルリンクコネクティビティから、処理システムからインターネット、

WAN、および MAN への冗長接続までである。 

 ストレージエリアネットワーク（SAN）：SAN ネットワークサービスレイヤは、施設外レプリケーションのために、

処理システム、および WAN・MAN ネットワークサービスとデータストレージシステムを接続する、データセンター

内のネットワークコネクティビティで構成される。SAN のサービス範囲は、SAN 内においてシングルリンクコネクテ

ィビティから、データストレージシステムから処理システムおよび WAN・MAN への冗長接続までである。コンバー

ジド SAN/LAN システムでは、冗長レベルは LAN または SAN いずれかのネットワークサービスの最低要件を

満たす必要がある。 

注：  冗長化されたネットワークサービス内における、単一ケーブルの部分分岐によるリング（コラップスト・リング）、同一のケー

ブルシース、同一の経路、またはその他の何らかの設備状況により、コモンモード故障が生じている、すべての冗長なインターネ



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

454 

ット、WAN、および MAN ネットワークサービスは、「シングルリンク」とみなされる。例として、全体または一部コラップスト・リングが

導入された、リング型構成のネットワークが挙げられる。 

ネットワークアーキテクチャの信頼性クラスに関し、「ネットワーク」信頼性尺度を表すことを明示するため、対応するクラス

名称の接頭に「N」を付与する。 

15.1.2 ネットワークインフラの可用性クラス 

15.1.2.1 序文 

以下にネットワークアーキテクチャ一の例を示す。当該クラスの全ての水準を満たし、かつその性能特性を保証することが

可能なすべてのネットワークアーキテクチャは、そのネットワーク信頼性クラスを達成していると言える。一般的に、高レベ

ルの信頼性クラスを満たす、業界に認知された、常用される冗長 LAN/SAN ネットワーク構成は数少ないが、

WAN/MAN ネットワーク構成は多くある。 

複数のアクセスプロバイダにまたがる冗長サービスや、1 つのアクセスプロバイダによって構成する冗長サービス等の選択肢

が存在する。冗長システムまたは冗長サービスが、ネットワーク信頼性クラスにより定められた性能特性を満たすか否か

を、データセンター設計者が検証することは重要である。これには、データセンターから単純に至近の通信局舎（CO）

までではなく、WAN/MAN 全体を通じての、またはインターネットバックボーンへの論理的および物理的な冗長性の検証

が含まれる。 
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15.1.2.2 可用性クラス N0 と N1 

ダウンタイムは、計画されたイベントおよび不測のイベントにより発生する。数日のダウンタイムは、事業にほとんど影響し

ない。ネットワークサービスは 1 つのサービスプロバイダからのシングルリンクとなる。 

Table 15-1 はクラス N0 および N1 のための方策を示しており、Figure 15-1 はクラス N0 および N1 のインフラの例を示

している。 

 
Table 15-1 クラス N0 と N1 用の方策 

インターネット： シングルリンクを介した 1 つのサービスプロバイダからのインターネットアクセス 

WAN/MAN： 1 つのサービスプロバイダからのシングルリンク接続 

LAN/SAN： ネットワークを通じたシングルリンク接続 

 

 

  

Figure 15-1 クラス N0 と N1 のネットワークインフラ 
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機能とすることができる。 

冗長要素は含まない  
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15.1.2.3 可用性クラス N2 

クラス N2 は、低 MTBF の重要要素の故障によるダウンタイムリスクを低減するために、高レベルの冗長を備える。ダウン

タイムは、計画されたイベントおよび不測のイベントにより発生する可能性がある。数時間または数日のダウンタイムは、

事業にほぼ影響しない。ネットワークサービスは LAN/SAN を通じたシングルリンクであるが、コアネットワークから

WAN/MAN へ複数の経路を有する。 

Table 15-2 はクラス N2 のための方策を示しており、Figure 15-2 はクラス N2 のインフラの例を示している。 

Table 15-2 クラス N2 用の方策 

インターネット： 

それぞれが単一のローカルアクセス回線を有する 2 つのインターネットサービスプロバイダ、

または自動切替機能付き冗長回線、もしくは冗長なローカルアクセス回線を有する 1 つ

のインターネットサービスプロバイダ 

WAN/MAN： 2 つのサービスプロバイダからの非冗長回線、または 1 つのサービスプロバイダからの冗長

回線、あるいは自動切替機能付き冗長回線 

LAN/SAN： フェイルオーバ用の電力供給、監視、NIC チーミング等の重要要素の冗長を伴う、ネット

ワークを通じたシングルリンク接続 

 

  

Figure 15-2 クラス N2 のネットワークインフラ 
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15.1.2.4 可用性クラス N3 

人為的ミス、自然災害、計画保守、および修理によるダウンタイムリスクを低減するために追加の冗長を備える。ネット

ワークサービスは、処理システムからすべての上流ネットワークデバイスおよびネットワークサービスまでを通じた冗長リンクを

備える。 

Table 15-3 はクラス N3 のための方策を示しており、Figure 15-3 はクラス N3 のインフラの例を示している。 

Table 15-3 クラス N3 用の方策 

インターネット： 

それぞれが単一のローカルアクセス回線を有する 2 つのインターネットサービスプロバイダ、

または自動切替機能付き冗長回線、もしくは冗長なローカルアクセス回線を有する 1 つ

のインターネットサービスプロバイダ 

WAN/MAN： 3 つ以上のサービスプロバイダからの非冗長回線、または 2 つのサービスプロバイダからの

冗長回線、あるいは自動切替機能付き冗長回線サービスプロバイダからのネットワーク

サービスの代わりに、ダークファイバまたは顧客が設置する屋外の光ファイバ設備が導入

可能である。 

LAN/SAN： アクセススイッチからすべての上流ネットワークデバイスまでのネットワーク内冗長リンクおよ

びシャーシ、ただし冗長システムを備えたシャーシについては冗長要素を必要としない 

 
15.1.2.5 可用性クラス N4 

人為的ミス、自然災害、計画保守、および修理作業によるダウンタイムリスクを低減するために、データセンターネットワ

ークおよび外部ネットワークサービス全体が冗長を備える。ネットワークサービスは、処理システムからすべての上流ネット

ワークデバイスおよびネットワークサービスまでを通じた冗長リンクを備える。重要なリンクおよびシステム内に冗長な重要

要素を備える。 

Table 15-4 はクラス N4 のための方策を示しており、Figure 15-4 はクラス N4 のインフラの例を示している。 

 
Table 15-4 クラス N4 用の方策 

インターネット： 
ローカルアクセスの自動切替機能付き冗長回線もしくは、冗長回線を備える、2 つのイン

ターネットサービスプロバイダ 

WAN/MAN： ローカルアクセスの自動切替機能付き冗長回線もしくは、冗長回線を備える複数のサー

ビスプロバイダからの複数の回線サービスプロバイダからのネットワークサービスの代わりに、

ダークファイバまたは顧客が設置する屋外の光ファイバ設備が導入可能である。 

LAN/SAN： アクセススイッチから上流のすべてのネットワークデバイスまでのネットワーク内の冗長リン

ク、要素およびシャーシ 

 
実際には、クラス 3 とクラス 4 のネットワークアーキテクチャの費用面での差は、ごくわずかである。クラス 4 構成を導入す

るために、電力供給、監視等の冗長要素を追加しても、多大な増加費用は通常発生しない。次に、各所定クラスの

性能特性を満たすための最低要件の例を示す。 
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Figure 15-3 クラス N3 のネットワークインフラ 

ディスクアレイ n ディスクアレイ 1 

SAN  

スイッチ 1 

SAN  

スイッチ 2 

サーバ 1 

テープライブラリ 

大型 

フレーム 

サーバ 

サーバ n 

アクセス  

スイッチ 1 

（リーフ） 

アクセススイッチ 2 

（リーフ） DAS 

NAS  

ディスクアレイ 

インターネット

向けエッジ 2 

WAN 向けエッジ 2 

コア 2 

アグリゲーション 2 

（スパイン 2） 

WAN 向けエッジ 1 

コア 1 

アグリゲーション 1 

（スパイン 1） 

インターネット

向けエッジ 1 

WAN キャリア 2 WAN キャリア 1 

キャリア 1 キャリア 2 

インターネット 

冗長シャーシ内に冗長要素

は不要 

コアおよびアグリゲーションは、

別々の物理的シャーシまたは

単一シャーシ内の別々の仮想

機能とすることができる。 
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Figure 15-4 クラス N4 のネットワークインフラ 

ディスクアレイ n ディスクアレイ 1 
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向けエッジ 1 

WAN キャリア 2 WAN キャリア 1 

キャリア 1 キャリア 2 

インターネット 

各シャーシ内のすべての重

要要素（電力供給、監視

等）には冗長要素が必要 

コアおよびアグリゲーションは、

別々の物理的シャーシまたは単
一シャーシ内の別々の仮想機能

とすることができる。 
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15.2 コンピュータ室のレイアウト 

15.2.1 序文 

コンピュータ室のレイアウトは、チャネルケーブリング、コンソールケーブリング、LAN、SAN、および WAN ケーブリング用の

ケーブル長の制約に影響を受ける。 

15.2.2 高効率な機器構成 

一部の ITE の配置が、データセンターの初期設計に影響し、逆にデータセンターの設計方針が最終的な機器配置に影

響する場合もある。コンピュータ室の設計要素のうち、ITE の配置に影響するものとしては以下が挙げられる。 

 ホット/コールドアイル 

– ブランクパネルを使用して、ラックおよび機器の冷気吸気口内への熱気の再流入を最小限に抑える。 

– フリーアクセスフロアタイルのケーブル切欠き部およびその他の開口部を塞ぐダンパ、ブラシ、その他の手段

によってフリーアクセスフロアの床下の静圧の損失を最小限に抑える。 

 専用アプリケーションの列 

 専用機器毎の設置区域 

– キャビネット列を同一種類の機器で統一するという概念は、コネクティビティと気流の両方の面でベストプラ

クティスといえる。コネクティビティに関し、一部の機器はその性質上ファイバで接続され、一部の機器は銅

線で接続され、さらに一部の機器は独自ケーブリングを利用し、独自周辺装置を共有する。同種の機器

を並べることで、設計者は配線経路内の独自ケーブリングの利用を制限できる可能性がある。 

– 気流に関し、同種の機器キャビネットまたはラックを同じ列に配置することにより、機器周囲の気流を一定

に保ち、ホット/コールドアイル設計が容易になり、必要に応じてコンピュータ室を可搬式冷却システムに対

応させやすくする。 

– コンピュータ室内のラック据付型システムと自立型システムの領域を区分けして、ケーブリングおよびラックと

キャビネットの管理を単純化することを検討する。 

– コンピュータ室用に標準のキャビネットおよびラックケーブリングパターンを少数にして、ケーブル配線および電

気通信管理を単純化する。 

 アイルおよび通行路のサイズ設定  

 キャビネット可搬性 

 HVAC の保守 

 アクセス可能性および緊急避難 - 7 章を参照 

15.2.3 配線パネルにおける配線 

15.2.3.1 序文 

規格に準拠したケーブリングの距離制限に関する情報については、関連する規格およびマニュアルの最新版を参照する

（『ANSI/TIA 942-B』、『ISO/IEC 11801-5』等）。 

 メタルケーブルおよび光ファイバのパネル配線 

 ネットワーク接続ラック専用の区域 

 配線専用ラック 

– 規格準拠のラック 

– 規格準拠のキャビネット 

– 床下 

 各機器キャビネットまたはストレージデバイス用の専用パネル 
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15.2.3.2 推奨事項 

Figure 15-5 は、データセンターの単純な接続構成を表している。示した配線は、規格に違反しない限り、メタルケーブ

ルまたは光ファイバケーブルのいずれでもよい。留意すべき点は以下の通りである。 

 推奨の長さの範囲内であること 

 コンピュータ室のプレナムの問題について AHJ に確認すること 

 架上に敷設する場合は、消火要素からの距離の制限に注意すること（AHJ に確認） 

 床下に配線する場合は、アイル直下に収めて、固定機器の直下に敷設しないこと 

 すべての配線の曲がりは 90 度にして（曲げ半径を順守）、配線が部屋を斜めに横切る角度で敷設しないこ

と 

 全経路をマッピングし、最新のコピーをコンピュータ室責任者に提供すること 

 床下ケーブルトレイを使用する場合は、支柱取付のベストプラクティスについて床およびケーブルトレイ製造者

に確認すること 

 

 Figure 15-5 単純な接続構成 

 
Figure 15-6 は基本的なゾーン分配（ZD）を表している。ゾーン分配エリア（ZDA）は、床上機器ラック内、または

床下アクセスボックス内に収容可能である。それぞれの方法に長所と短所がある。床上に収容する場合は、接続および

保守のための配線へのアクセスが容易である。しかし、床上での収容は、それがなければ機器に利用可能であった床空

間を使用する。床下に収容する場合は、セキュリティがより高まり、床上空間を最大限活用可能である。しかし、床下

へのゾーンボックスの設置には適切な計画が必要となる。遠隔配線ユニットの移設において、停止時間の確保が組織

的な都合上難しいため、ネットワークチームおよびデータセンター責任者は、このユニットの位置に関し長期的なコミットメ

ントに合意する必要がある。さらに、データセンター空間計画者は、床下のゾーン分配エリア（ZDA）の上部には機器

を配置できないことを理解しておく必要がある。 

 

クロスコネクトと 

ネットワークコア

MDA/HDA 
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Figure 15-6 ゾーン分配（ZD）構成の例 

 

Figure 15-7 は、冗長構成のゾーン分配エリア(ZDA)を用いた冗長トポロジの一例である。各 ZDA からの配線の離隔

を最大限確保することを目的として、二つの完全に分離された配線経路が使用されていることに留意する。 

 

 

  

Figure 15-7 冗長構成の例 

 

ゾーン分配エリ

ア（ZDA） 

クロスコネクトと 

ネットワークコア

MDA/HDA 

クロスコネクトと 

ネットワークコア

MDA/HDA 

ゾーン分配エリ

ア（ZDA） 

ゾーン分配エリア

（ZDA） 

クロスコネクトと 

ネットワークコア

MDA/HDA 

ゾーン分配エリア

（ZDA） 
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15.2.4 スイッチの配置 

15.2.4.1 設置位置 

15.2.3.2 項に示すトポロジは、ネットワークアーキテクチャを支えるスイッチの配置方針について、複数の選択肢に対応し

ている。スイッチの物理的な設置位置によっては、トポロジの選択や配線その他付帯設備の要件に影響を及ぼす。スイ

ッチの設置位置に関する一般的な配置方策としては以下の 3 つが挙げられる。 

 Centralized (集中式) 

 End-of-row（row-based または in-row とも呼ばれる） 

 Top-of-rack 

15.2.4.1.1 Centralized (集中式) 

集中式（Figure 15-8 を参照）では、コンピュータ室内の特定の場所に全てのスイッチを配置する。配線インフラにより、

すべてのサーバおよびストレージ機器を集中配置されたスイッチと接続する。集中式のトポロジは、一般的に配線の量が

最大となるが、全てのスイッチ接続が一か所に集中され、スイッチの数も他のトポロジより少ない。 

 

 

  

Figure 15-8 スイッチの集中式配置の概念図 

 
15.2.4.1.2 End-of-row 

End-of-row では、Figure 15-9 に示すように 2 階層のスイッチを使用する。各列内のサーバまたはストレージ装置は、

各列の端（End-of-row）にあるキャビネットまたはラック内に配置した一つ以上のスイッチに接続される。これらの End-

of-row に位置するスイッチは、全てがそれぞれ集中配置された一つ以上のスイッチに接続され、コンピュータ室内の全て

のデバイス間での通信を可能とする。この方式の場合、各列のスイッチを置くキャビネットまたはラックの位置は、列内のい

ずれでも構わないため、ラック列内と列間の配線の両方について、ケーブル長、整線、そして配線経路の設計に柔軟性

を持たせられる。 

サーバおよびストレージ機器とスイッチの距離が短縮される上に、End-of-row スイッチと集中スイッチの間は少数のケー

ブルで済むため、End-of-row 方式の場合、配線の総量は集中式配置よりも減少する。しかし、必要となるスイッチの

数量は増える上に、一か所での集中管理も不可能となる。 

 

コンピュータ室 

サーバーラック／キャビネット サーバーラック／キャビネット 

集中配置されたスイッチのラック／キャビネット 

ストレージのラック／キャビネット ストレージのラック／キャビネット 

各ストレージデバイスを集中

配置されたスイッチに接続する

ケーブル 

各サーバを集中配置さ

れたスイッチに接続する

ケーブル 
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Figure 15-9 スイッチの End-of-row 配置の概念図 

 

15.2.4.1.3 Top-of-Rack 配置 

Top-of-Rack 配置の場合、サーバやストレージを収容する全てのキャビネットまたはラック内にスイッチを設置する。これ

らのラック内スイッチは、全てがそれぞれ、Figure 15-10 に示すように集中配置された一つ以上のスイッチに接続され、コ

ンピュータ室内の全てのデバイス間での通信を可能とする。 

 

Figure 15-10 スイッチの Top-of-Rack 配置の概念図 

コンピュータ室 

サーバーラック／キャビネット 
End-of-row スイッチ 

集中配置されたスイッチの

ラック／キャビネット 

ストレージのラック／キャビネット 

各 End-of-row スイッチを 

集中配置されたスイッチに 

接続する単一のケーブル 

サーバ／ストレージを End-of-row 

スイッチに接続する複数のケーブル 

コンピュータ室 

サーバーラック／キャビネット サーバーラック／キャビネット 

集中配置されたスイッチの 

ラック／キャビネット 

ストレージのラック／キャビネット ストレージのラック／キャビネット 

サーバ／ストレージを

Top-of-Rack スイッチ

に接続 

各 Top-of-Rack スイッチから

集中配置したスイッチまで、 

それぞれ 1 本のケーブルで接続 

Top-of-Rack スイッチ 
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Top-of-Rack 配置方式は、サーバやストレージとスイッチとの間の配線がラック内の縦方向に限定される上に、ラック内

スイッチと集中スイッチの間は少数のケーブルで済むため、一般的に配線の総量が最少となる。しかし、コンピュータ室内

の全てのキャビネットまたはラックにスイッチを設置および管理する必要がある。 

15.2.4.2 ファブリック 

データセンターの所有者または運用者が接続の総数、トラフィックの流れ、そして演算処理、ネットワーク、アプリケーショ

ンの最も効率的な接続および利用方法を計画・管理するかは、スイッチの配置方式に影響する場合もある。スイッチと

サーバのマトリックスをどう接続するかのレイアウトは一般的に「ファブリック」と呼ばれ、以下を含む種類が存在する。 

 ファットツリー／リーフアンドスパイン 

 フルメッシュ 

 インターコネクテッドメッシュ 

 仮想スイッチ 

ファットツリーなど一部のファブリックは、全てのスイッチ配置方式に対応する。他のファブリックは接続や機器等の最適化

のために、一部の配置方式にのみ対応している。 

15.2.5 資機材の保管 

データセンターを最低限維持するための緊急用部品および機器の十分な保管を可能とするように計画することが望まし

い。テープドライブ、ホットスワップ対応装置、パッチコード、試験機材等を以下の区域に保管することができる。 

 NOC 

 コンピュータ室 

 列内 

 現場外または室外のステージングエリア 

15.3 監視センター 

15.3.1 建物システムの監視 

15.3.1.1 序文 

建物システムの監視については、10 章および 13 章を参照して整合を図ること。通常、監視システムは監視センター内

で利用可能であることが望ましい。防犯カメラおよびアクセス管理装置に関する詳細の情報は 12 章を参照。 

15.3.2 配置 

15.3.2.1 推奨事項 

システムコンソールはプライベート IP アドレス空間にネットワークを構築し、監視センターからアクセス可能であることが望ま

しいため、人的な介入が必要な場合を除き、運用要員がコンピュータ室内に常駐する必要はない。 

監視センターはコンピュータ室に隣接して配置され、可能であれば目視確認を可能にするために窓を備えることが望まし

い。 

システム/ネットワークツール（例：電力消費、コンピュータ室湿度、温度）用に、監視センターには大型のスクリーンディ

スプレイを配備することが望ましい。 

15.3.3 チャネルおよびコンソールのケーブリング 

15.3.3.1 序文 

システムコンソールは、プライベート IP アドレス空間にネットワークを構築し、運用センターからアクセス可能であることが望

ましい。この種のアーキテクチャを設けることで、人的な介入が必要な場合以外、要員がコンピュータ室内に常駐しなくて

も構わない「Lights Out」運用が可能になる。 
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15.3.3.2 メインフレームチャネルのケーブリング 

15.3.3.2.1 FICON 

ファイバ接続（FICON）は、高性能のプロトコルである。FICON チャネルは、光ファイバケーブルで最大 20km 離れた

場所から 100Mbps の双方向回線速度を実現する。 さらに、メインフレーム用の I/O インタフェースは、従来型および最

新型のより高速なアクセスデバイスおよびストレージデバイスの特性をサポートする。 

つまり IBM の FICON 製品は、既存の ANSI 規格、『Fibre Channel-Physical and Signaling Interface（FC-

PH）』に基づくマッピング層を使用する。FC-PH は、ファイバチャネルの物理信号、ケーブリング、転送速度を定めてい

る。 

各 FICON チャネルは毎秒 4,000 回超の I/O 動作をサポート可能であり、これにより各チャネルは最大 8 つの

Enterprise Systems Connection（ESCON）チャネルと同等の容量をサポート可能になる。 

テープストレージ等の災害復旧機能、遠隔のディスクコピー、および地理的に分散された並列 Sysplex（単一のユニッ

トとしてまとめられた複数のメインフレーム）は、FICON チャネルの長距離対応性能の恩恵を受ける。FICON デバイス

間の直接リンクがサポートされるのは 10km までだが、20km のリンクも一定条件下では可能である。FICON プロトコル

では、FC-PH トランスポートが提供するものに対し追加のエンドツーエンドのエラーチェックも可能である。 

また、FICON は混合ワークロードに対応して設計されている。トランザクションで一般的な小規模データ伝送は、大規

模データ伝送が完了するまで待機する必要はない。 

代わりに、時間のかかる操作でデータ伝送はリンク上に多重化される。これにより、構成が単純化され、トランザクション

処理およびビジネスインテリジェンスワークロード用に、単一のデータベースを持つことを妨げる要因の 1 つを排除しやすく

なる。 

15.3.3.2.2 ESCON 

エンタープライズシステム接続（ESCON）は、17Mbps のスループットを得られる IBM の光ファイバチャネル接続技術

である。 ESCON は、メインフレームシステムと周辺装置間のチャネル接続に光ファイバケーブルリンクで、最大 60km

（36 マイル）の直接チャネルを提供する。さらに、通信コントローラおよびその他のデバイスが、メインフレームへの単一チ

ャネルを共有する方法も提供する。 

メタルケーブルベースの並列バスおよびタグチャネルと比較すると、ESCON はより高速で、シリアルインタフェースを用いる。

ESCON Director はハブアンドスポーク構成のデバイスで、8-16 ポート（モデル 1）または 28-60 ポート（モデル 2）

を提供する。 

15.3.3.2.3 小型計算機システムインタフェース（SCSI）チャネルのケーブリング 

「SCSI ケーブル」という用語は通常、ワイヤ、コネクタ、および場合によってはターミネータも含めた、完全なケーブルのこと

を指す。特定のケーブル構成を導入するために、多種多様なケーブルが多種のコネクタと共に利用可能である。 

SCSI ケーブルは、外部ケーブルおよび内部ケーブルの 2 種類に明確に区分される。外部ケーブルは、PC 内に組み込

まれず、それ自体の筐体および電源を持つ SCSI デバイスを接続するために用いられる。内部ケーブルは、システム筐体

内に取り付けられた SCSI デバイスを接続するために用いられる。これらのケーブルは、外部環境でのデータ破壊リスクの

高さを踏まえ、異なった施工となっている。つまり、外部ケーブルは伝送されるデータを保護するために設計する必要があ

る。キャビネットの金属ケースが、「外の世界」からの電磁ノイズや無線周波ノイズおよび干渉から内側の要素を保護す

るため、内部ケーブルにはこの問題は生じない。 そのため内部ケーブルは外部ケーブルよりも単純に、かつ安価に製造可

能である。 

外部ケーブルは、特に伝送するデータを外部の干渉から保護するために作られていることから、一般にシールドケーブルと

呼ばれる。ケーブルのデータ伝送を確実に保護するために、外部ケーブルは以下の性質を含めた非常に特殊な設計が

なされている。 
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 ツイストペアワイヤリング――ケーブル内の全ワイヤが対にされ、データ信号の対と対応している。シングルエンド

信号では、各信号は信号リターンワイヤまたは接地ワイヤと対にされる。差動信号では、各「ポジティブ」信号

は対応するネガティブ信号と対にされる。各対における 2 本のワイヤは撚り合わされている。撚り合わせることで、

全ワイヤを互いに並列に敷設する場合に比べて、信号の完全性が向上する。ケーブルのワイヤ数が 50 本なら

対数は 25 になり、ワイヤ数が 68 本なら対数は 34 になる。この種のワイヤリングは、同様の理由でネットワーク

ケーブリング等の用途にも広く使用される。 

 シールド――ノイズや干渉を防ぐために、ケーブル全体がアルミニウムや、銅のフォイルまたは編組等の金属製

のシールドで覆われている。 

 層型――ワイヤの対が多層構造になっている。ケーブルの中心層には、もっとも重要な制御信号、REQ およ

び ACK（リクエストおよびアクノリッジ）を運ぶ対が含まれる。中心の対の周囲では、中間層においてその他の

制御信号が配列される。このケーブルの外側の層には、データとその他の信号が含まれる。この 3 層構造の目

的は、もっとも重要な信号をより強力に絶縁して、データの完全性を向上させることである。 

外部ケーブルの断面は円形で、上述した同心円の層を反映している。これらのケーブルの製造工程は複雑で、外部

SCSI ケーブルは一般的に非常に高価である。内部ケーブルの場合、外部干渉からワイヤ内のデータを保護するために

特別なステップは必要ない。そのため、特別なシールド付き多層構造の代わりに、内部デバイスは非シールドケーブルを

使用する。内部デバイスの非シールドケーブルは、フロッピドライブや IDE/ATA デバイスに使用されるものと同様のフラット

リボンケーブルである。このケーブルの製造費は、外部ケーブルと比較して非常に安価である。 

内部ケーブルでさえ、施工時に多様な種類がある（幅の問題では、SCSI（NARROW）でワイヤ数 50 本、SCSI

（WIDE）でワイヤ数 68 本）。課題の 1 つが使用するワイヤの太さであり、もう 1 つがワイヤ全体の絶縁である。高品

質のケーブルはワイヤ絶縁材として概してテフロンを使用しており、より安価なケーブルは PVC を使用している可能性が

ある。シングルエンド SCSI 向けには、標準的なフラットケーブルが通常使用される。 

LVD 信号を利用する Ultra2 または高速内部ケーブルでは、フラットリボンケーブルの電気特性の低さが、PC 内部でさ

え信号の完全性の点から問題となりつつある。従って、標準的な内部ケーブルおよび外部ケーブルの特性の一部を組み

合わせた、新しい種類の内部リボンケーブルが作成された。外部ケーブルと同様に、ケーブルのコネクタ間でペアが撚り合

わされるが、容易に着脱できるように、コネクタの近くではリボンはフラットなままである。Ultra2 のペアを撚り合わせること

で、高速 SCSI 用の性能が向上する。ペアを撚り合わせると費用がかさむが、Ultra2 ケーブルは外部ケーブルより安価

である。部分的にフラット、部分的にツイストペアになるため、この技術はツイスト&フラットケーブルと呼ばれることもある。 

SCSI ケーブルにはいくつかの種類があり、それぞれに限界がある。 

 シングルエンド（SE）SCSI――ほとんどの SCSI デバイスが SE SCSI 信号を使用する。SE SCSI では、各

信号は 1 本のワイヤで運ばれる。SE SCSI はノイズの影響を非常に受けやすく、最大 6m（20ft）というかな

り短い距離の制約がある。 

 差動 SCSI（高圧差動（HVD）SCSI とも言う）――差動 SCSI はシングルエンド信号ではなく差動信号

を使用するため、上述の SE SCSI と非互換である。差動 SCSI を使用する利点は、ノイズの多い場所でうま

く機能し、最大 25m（82ft）離れたところまで到達可能である点である。 

 低電圧差動（LVD）SCSI――LVD は最新の種類の SCSI ケーブルである。LVD SCSI の仕様は、最大

距離 12m（39ft）で、LVD モードまたは SE モードが使用可能な LVD/SE のレガシサポートを備える。ほと

んどの LVD SCSI デバイスは LVD/SE である。しかし、リンクは SE モードまたは LVD モードでしか接続できな

い。SCSIバス上のあるデバイスが SE の場合は、すべてのデバイスは SE の制約に制限されることになる。LVD

の高度な距離および速度性能を利用するためには、すべてのデバイスを LVD に設定する必要がある。LVD 

SCSI ケーブリングには、ツイストフラットリボンケーブルと、LVD/SE ターミネータまたは埋込型 LVD 成端が行わ

れたツイストフラットリボンケーブルが必要であることに留意する。 
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15.3.3.3 コンピュータ室および監視センター内のシリアルコンソールのケーブリング 

15.3.3.3.1 推奨事項 

最大 20kbps の EIA/TIA-232-F および EIA/TIA-561/562 コンソール接続の推奨最大距離は以下の通りである。 

 カテゴリ 3/クラス C の平衡ツイストペアケーブルで約 23m（75ft） 

 カテゴリ 5e/クラス D またはカテゴリ 6/クラス E の平衡ツイストペアケーブルで約 27m（90ft） 

最大 64kbps の EIA/TIA-232-F および EIA/TIA-561/562 コンソール接続の推奨最大距離は以下の通りである。 

 カテゴリ 3/クラス C の平衡ツイストペアケーブルで約 8m（25ft） 

 カテゴリ 5e/クラス D またはカテゴリ 6/クラス E 以上の平衡ツイストペアケーブルで約 10m（30ft） 

15.3.4 KVM スイッチ 

15.3.4.1 序文 

キーボード、ビデオ、マウス（KVM）スイッチを使用すれば、通常、1 人で全てのコンピュータを管理している場合に、多

数のコンピュータのいずれにでも単一のキーボード、ビデオディスプレイモニタ、マウスを切り替えることが可能だが、切り替

えられるのは一度に 1 つだけである。スイッチによって、机上空間がより広くなり、複数のキーボードおよびモニタの費用を

節約できる。KVM スイッチは複数のコンピュータがあるウェブやその他のサーバ上で一般的に使用されるが、通常はアドミ

ニストレータまたはウェブ管理者が 1 人で使用する。 

さらに IP プロトコルも KVM 切替システムに採用されており、サーバコンソールに遠隔からアクセスするために使用されてい

る。IP KVM によって、ユーザはウェブブラウザを介して遠隔からサーバスクリーンを制御できる。無線 KVM というソリュー

ションも利用可能である。このシステムは、802.11 無線 LAN での無線伝送用に、KVM 信号をイーサネットパケットに

格納する。大規模なデータセンターでは、これはより柔軟なサーバ管理だけでなく、KVM に関わる配線とケーブルマネジ

メントも不要になることを意味する。セキュリティは無線 LAN の暗号化を通じて、または独自プロトコルを使用することで

確保する。 

15.3.4.2 推奨事項 

全てのシステムまたはラック毎にキーボード、モニタ、マウスを必要としないように、統合型 KVM またはコンソール統合シス

テムを使用することを検討する。IP ベースシステムによって、サポート要員はデータセンターから離れた場所にいることが可

能となり、ネットワーク上でサーバを管理できる。しかし、権限のある要員のみがコンソールサーバへのアクセス権を持つよ

うにするために、これらのシステムにはセキュリティを組み込むことが望ましい。 

15.4 ネットワーク要員の通信手段 

15.4.1 有線/無線/ハンズフリー音声通信 

15.4.1.1 序文 

データセンターの要員は、データセンターまたは隣接する設備内の、複数のキャビネットまたは場所内にある複数のシステ

ムに関連する業務に、1 日の大半を費やしている。効率的な音声通信はデータセンター設計時の重要な検討事項で

ある。重要な負荷の停止中、システムの復旧作業を行っている要員が、至近の電話がどこにあるか心配する必要がな

いことが望ましい。 

こうした事態を考慮して、通信業界では以下を含めたいくつかの技術的方法を提供している。 

 有線 

– デスクトップ 

– 壁取付型 

＜次頁に続く＞ 
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– ラック取付型 

– インタコム装置 

 無線 

– アナログ 

– 携帯 

– VoIP 

– ハンズフリー 

無線データ技術およびデジタル音声システムの進歩によって、音声およびデータシステムが同一の無線システムを共有で

きるようになった。 

インタコム装置は、データセンター要員と事務室との間のハンズフリー通信を実現するために、頭上スピーカーおよび天井

取付型マイクと併せて設計可能である。さらに、インタコムシステムはアクセス管理の非常に有効な形式にもなり、動画

や適切な扉開放ハードウェアと統合可能である。 

無線機器はシールドされたコンピュータ室内では有効に動作しない可能性がある。 

15.4.1.2 推奨事項 

無線 VoIP システムを使用する場合、無線配備の設計前に実施するより重要な作業の 1 つは、無線現地調査を行う

ことである。この調査は、音声およびデータアプリケーションの適切なサービス品質（QoS）を備えるために、無線アンテ

ナのカバー範囲が十分であるか検証する。 

データセンター内で双方向無線を検討する際の注意点の 1 つは、一部の消火システムには火災時に消火剤タンクのロ

ックピンを「放つ」ために用いられる雷管が取り付けられているということである。建設現場では同様の爆発性の雷管を使

用する。道路工事現場に近づくと、双方向無線および携帯電話の電源を切るように警告する標識がしばしば掲示され

ている。こうした雷管は一定の周波数で発火する恐れがある。そのため、データセンター内で双方向無線を使用する前

に、消火システム販売者に問い合わせることを推奨する。消火システムの製造者または施工業者は、データセンター内

または周辺で双方向無線が使用可能かどうかを判定できる。さらに、データセンターが雷管を使用するシステムを用いて

いる場合は、製造者の定めた通りの規模の無線使用禁止区域を設けることを推奨する（Figure 15-11 を参照）。 

15.4.2 可搬型保守機器用の無線ネットワーク 

データセンターのさらなる大型化や複雑化を踏まえ、設計者は無線技術の進歩の利点を活かして保守ネットワークの冗

長を確保することが望ましい。 

 個人用携帯情報端末（PDA） 

 タブレット 

 スキャナ - 資産追跡 

15.4.3 ゾーンページング 

オーバーヘッドページングは比較的古典的な通信形式の 1 つであるが、以下に挙げるような領域内の区分化した音声

連絡用には、いまだ非常に効果的なものになり得る。 

 NOC 

 サポート空間 

 コンピュータ室 
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Figure 15-11 消火剤タンク室周辺の無線使用禁止区域 

 

15.5 設備および IT ネットワーク用のネットワークセキュリティ 

15.5.1 概要 

データセンター内には、中核となるコンピュータ室イーサネット LAN またはファイバチャネル SAN のほかにも、いくつかのネッ

トワークがある。データセンター内には、IT および設備システムのネットワークが別々に構成されている。こうしたネットワー

クの実装は、グループ間の協議をほとんどあるいはまったく行わずに、個々の部署によって計画、設計、構築、運用され

る場合がしばしばあり、調整不足や共通の指針または基準の欠如につながる。 

ネットワークは 3 つの主要システムに分類可能である。 

 コンピュータ室内ネットワーク 

– サーバおよび NAS イーサネット LAN 

– ストレージファイバチャネル SAN 

 デスクトップネットワークの構築 

– デスクトップ PC 

– VoIP 電話 

＜次頁に続く＞ 

消火剤タンク室 

無線使用禁止区域 
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 設備の建物オートメーションシステム（BAS）ネットワーク 

– HVAC 制御 

– 火災警報 

– 物理セキュリティ 

– CPU 室電力監視 

– 分電管理 

– 照明 

Figure 15-12 に、これらの種類のシステムに備わる設備&IT ネットワーク構成の例を示す。 

これらのネットワーク分類は、その構成において別々であるが、BMS または DCIM ツールを通じて連動し、データセンター

設備責任者、コンピュータ運用者、およびネットワークアドミニストレータに重要な管理機能を提供する。以下の点を確

認するために、こうしたネットワークは協調して計画、設計されることが重要である。 

 どの各ネットワークにアクセスする必要がある職務を明確に把握すること 

 各ネットワークを管理する責任者は誰か 

 ネットワーク間のインタフェースを管理する責任者は誰で、各ネットワークインタフェースに必要なセキュリティ水準

は何か 

 各ネットワーク、ハードウェアプラットフォーム、および OS を管理する責任者は誰か 

 各ネットワークケーブリング配線経路を設置する責任者は誰か 

以上が解決されると、データセンター設計者はハードウェアおよびコアネットワーク要素の望ましい配置場所、接続の方

法（必要な場合）、および合理的なセキュリティの配備方法の決定を開始できる。 

注：  DCIM および建物システムの詳細情報は、13 章を参照。 

15.5.2 必須事項 

非 CPU 室ネットワークの構成は、これら非 CPU 室ネットワークそれぞれを互いに分離し、重要かつデータ依存型 CPU

室ネットワークからも分離する論理的セキュリティを備えなければならない。 

15.5.3 推奨事項 

各個別システムはサーバベースの制御ロジックを有する可能性があり、「非 IT サーバを物理的にどこに配置させることが

望ましいか？」という問いが生じる。 この非 IT サーバが IT 部署により管理されない場合は、CPU 室内に配置すること

は推奨しない。データセンター内の別個の安全な部屋または領域を、非 IT サーバ用に用意することが望ましい。これら

非 IT サーバは、CPU 室に供給する UPS と分離し、データセンターの冗長クラスを満たす専用設備 UPS から供給する

事を推奨する。 

IT ネットワークチームは設備設計プロセスの初期から参加することが望ましく、それにより IT ネットワークアドミニストレータ

がこれら非 CPU 室ネットワークそれぞれを明確に把握して、各ネットワークを独立させて保護するために適切なファイアウ

ォール設計を計画できるようになる。 
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 Figure 15-12 設備の IT ネットワーク構成の例 
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15.6 災害復旧 

15.6.1 序文 

12.9 項に挙げられた災害復旧計画と併せて、データセンターに存在するネットワーク、ITE、データ、アプリケーションによ

っては、それらに固有の配慮事項が存在する。それらの配慮事項には以下を含む。 

 施設内データ保管 

 施設外データ保管 

 コロケーション施設 

 ミラーリングとレイテンシー 

 データセンター設備の故障 

15.6.2 データセンター施設内の冗長性 

単一故障点を排除または低減するために、通常は通信配線経路を冗長に設計する。 

冗長なネットワーク機器には、ルータ、コアスイッチ、ディストリビューションスイッチ、サービスアプライアンス、サービスモジュー

ル、アクセスレイヤの LAN/SAN スイッチ、ホットスワップ可能なポートカード、予備の無線アンテナ、および電源ユニットが

含まれる。 

15.6.2.1 必須事項 

キャンパス内およびメトロポリタンエリアネットワークの復旧には、予備の機器キャビネット、ラック、および関連機器が必要

となる。特に、重要拠点への災害時の広帯域コネクティビティを確保するために必要な非常用長距離光ファイバー設備

が確保される。 

15.6.2.2 推奨事項 

機器は異なる分電盤または PDU からの分岐回路から受電するキャビネット内に設置することが望ましい。複数の電源

ユニットおよび電源コードがある機器は、電力冗長のために異なる分岐回路に接続することが望ましい。1 本の電源コー

ドしかない機器は、ラックマウント式の受電切替装置または 2 つの異なる分岐回路から給電されるコンセントバーに接続

することを検討する。 

15.6.3 施設外データ保管 

15.6.3.1 コールドサイト（24 時間から 5 日間以内の復旧） 

コールドサイトは通常、サービス復旧のための物理的空間のみを備える賃貸または企業所有の災害復旧用設備である。

利用者は自社が所有するハードウェア、ソフトウェア、およびネットワークを用意する。請負サービスの水準によって、機器

は「コールド」（現場に保管されただけの状態）または「クール」（通電しているが稼働していない状態）のいずれかに

なる。利用者は、テープや光メディア等の物理的メディアにデータを転送する。さらに利用者は、専用線、または安全な

VPN トンネルを介して現地へ直接データを転送することもできる。重要データの遠隔保存用として、バックアップデータを

第 2 の施設外の設備へ転送することも可能である。「コールド」または「クール」サイト方式は、完全な予備データセンタ

ーを保持するよりも非常に低コストで、災害復旧に必要な予備マシン、運用システム、およびアプリケーションを確保でき

る。しかし、復旧までの時間を受容できない可能性がある。災害復旧用クールサイトは定期検査をすることが望ましい。 

15.6.3.2 ウォームサイト（30 分から 8 時間以内の復旧） 

ウォームサイトは、すべての業務機能を直ちに復旧するために、必要な要素の全部ではなく一部を有するバックアップ施

設である。災害時、追加のハードウェアやソフトウェアを調達すると、復旧がある程度遅れてしまう。ウォームサイトは災害

復旧の用途に使用するまでは、第 2 のデータセンターとして機能させることもできる。ウォームサイトは主施設の作業量を

負担可能でなければならないため、データは定期的に複製し、ウォームサイトへ転送する必要がある。概して、データ複
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製ルーチンは、24 時間毎から 1 週間に 1 度までの間隔で行われる可能性がある。データ転送は高速データ回線を用

いて行われることが多い。災害時、生成データのリアルタイムミラーリングが行われていない場合は、ウォームサイトは 1 日

以上古いデータで稼働する。リアルタイムミラーリングは高コストで、データ同期管理が必要になる。 

15.6.3.3 ホットサイト（1 分から 20 分以内の復旧） 

ホットサイトは完全運用可能な施設外のデータセンターであり、災害復旧作業量を非常に迅速に担うことが可能な、ハ

ードウェアおよびソフトウェアの両システムを備える。ホットスタンバイサイトは、特定の用途のためのアクティブ/アクティブ構

成のデータセンターとして利用可能である。データセンター間にて、リアルタイムでデータを同期化するレプリケーションによ

って、このように利用することが可能になる。 

また、ホットスタンバイサイトは、特定の用途のためのアクティブ/スタンバイ構成のデータセンターとしても利用可能である。

必ずしもリアルタイムではないがデータを同期して保存することで、このように利用することが可能になる。 

15.6.4 コロケーション施設 

コロケーション施設は、複数の利用者が CPU 室の一部分を自社のコンピュータおよびネットワーク機器用に借りるデータ

センターである。企業は通常、セキュリティケージまたは壁に囲われた 1 台から数台のラックまたはキャビネットを借りる。機

器は、バックアップ復旧用、遠隔保存用、またはそのクライアントのための 1 次データセンター用にも使用可能である。ク

ライアントにとっては、データセンターを建設・維持する必要がなく、安全で管理された CPU 室環境を保有可能という利

点がある。コロケーション設備の運営者は通常、空間（しばしばケージまたはスイートと呼ばれる）内に利用者の機器

の設置、利用者が準備するラックまたはキャビネットの実装、通信機器の設定、物理的セキュリティのアクセスリストの作

成に責任を負う。 

コロケーション設備の運営者は、クライアントが要求する電力、設備、および多様な水準のサポートを提供する。コロケー

ション設備は、高いセキュリティを確保するためのカメラ、火災検知消火システムと、高可用性を確保するための、複数

系統給電、フィルタを通過させた電力、非常用発電機などの、すべてのウェブベースや仮想的なサービス提供に不可欠

なその他の要素を備える。 

15.6.5 ミラーリングとレイテンシー 

15.6.5.1 ミラーリング 

ミラーリングとは、ホストシステムから第 2 のシステムへリアルタイムでデータをコピーすることである。データはリアルタイムでコ

ピーされるため、第 2 のシステムに保存された情報はホストシステム上の情報と同一である。データミラーリングは、災害

後に重要なデータを素早く復旧するために不可欠である。遠隔データセンターまたはコロケーション設備におけるデータミ

ラーリングは、施設内または施設外で実施可能である。施設外にデータをコピーする場合は、帯域幅および遅延がミラ

ーリングまたはレプリケーションの性能および容量に影響を与えるため、利用する伝送方式を考慮することが重要である。

ISDN PRI、T-1、T-3、E-1、E-3、ATM、Gigabit Ethernet、SONET、SDH、および DWDM 等の伝送方式が一般

的に利用されている。 

15.6.5.2 レイテンシー 

2 か所以上のシステムまたはデータセンター間のデータの同期レプリケーション、およびアプリケーションのそのデータへのアク

セスは、該当する全ての要素間の距離に影響を受ける。レイテンシーは距離とともに増えるため、アプリケーションまたは

データレプリケーション書き込み機能が受容可能な性能を示すことができるように、レイテンシーの上限を設けることが望

ましい。 

15.6.5.3 物理的コネクティビティの確保および装置 

物理的コネクティビティには多くの形式がある（例：メタルケーブル、光ファイバケーブル、衛星システム）。従来の方式

には、同一キャビネット、ラック、列、室内の装置間のメタル配線接続が挙げられる。これはもっとも経済的であるが、帯
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域幅を制限する可能性が生じない、限界距離内に機器を配置する必要がある。その他の方式では、レプリケーションの

距離を延ばし速度を上げることが可能であるが、本質的にコストの上昇を伴う。このような方法には、長距離対応

Ethernet、キャリア MPLS ネットワーク、ATM、SONET、DWDM が含まれるが、これらに限定されることはない。 

15.6.5.4 リアルタイム冗長ストレージデバイスの配置 

冗長ストレージデバイスの配置は重要である。機器を配置可能な場所としては、同一の部屋、建物、キャンパス内、ま

たは施設外などがある。バックアップ機器への保守時の素早いアクセスの必要性、災害復旧スケジュールおよび指針、

保存された情報の保護セキュリティ水準を検討事項に含める。その他の検討事項には、リアルタイムで冗長データベース

を維持するのに必要なコストおよび重要性が含まれる。 

冗長ストレージは、単一の災害で両方のデータが失われるのを防止するために、十分遠く離れた施設外の場所に配置

することが一般的に望ましい。ただし、多くのデータレプリケーション方法に距離的な制約があることに留意することが望ま

しい。 

15.6.5.5 RAID 

「Redundant Array of Independent（または Inexpensive）Disk」の略で、フォールトトレランスとパフォーマンスの向

上のために 2 台以上の装置を組み合わせて使用するディスクドライブのカテゴリの 1 つである。RAID ディスクドライブはサ

ーバでよく使用されるが、一般的に PC では必要でない。 

多様な RAID レベルがある。 

 レベル 0：フォールトトレランスのないストライピングされたディスクアレイ――データストライピング（各ファイルの

ブロックを複数のディスクドライブに分散する）を行うが冗長性はない。性能は向上するが、フォールトトレランス

は備わらない。1 台のドライブが故障すると、アレイ内の全データが失われる。 

 レベル 1：ミラーリングおよび 2 重化――ディスクのミラーリングを行う。レベル 1 は単独のディスクの読み出し速

度を 2 倍にし、単独ディスクと同等の書き込み速度を実現する。 

 レベル 2：エラー訂正コーディング――通常の方法ではなく、ほぼ利用されない。レベル 2 はブロックレベルでは

なくビットレベルでデータをストライピングする。 

 レベル 3：ビットインターリーブパリティ――専用パリティディスクでバイトレベルのストライピングを行う。レベル 3 は

複数の同時リクエストに対応できず、ほぼ利用されない。 

 レベル 4：専用パリティドライブ――一般的に利用される RAID 実装方式。レベル 4 はパリティディスクでブロッ

クレベルのストライピングを行う（レベル 0 と類似）。データディスクが故障した場合、パリティデータが交換ディス

ク作成用に使用される。レベル 4 の短所は、パリティディスクによって書き込みのボトルネックが発生する可能性

があることである。 

 レベル 5：ブロックレベルでインターリーブされた分散パリティ――バイトレベルでデータのストライピングを行い、エ

ラー訂正情報のストライプを生成する。これにより高度な性能と優良なフォールトトレランスを実現する。レベル

5 はもっとも一般的な RAID 構成の 1 つである。 

 レベル 6：2 つのパリティを伴う個別データディスク――ブロックレベルのストライピングを行い、全ディスクにパリテ

ィデータを分散する。 

 レベル 7：Storage Computer Corporation の商標で、レベル 3 またはレベル 4 にキャッシュを加えたものであ

る。 

 レベル 0 + 1：ストライプのミラー――RAID レベル区分の 1 つではなく、2 つの RAID 0 ストライプを生成し、1

つの RAID 1 ミラーをこれに対し生成する。レプリケーションおよびディスク間のデータ共有の両方に用いられる。 

 レベル 10：ミラーのストライプ――RAID レベル区分の 1 つではなく、複数の RAID 1 ミラーを生成し、1 つの

RAID 0 ストライプをこれらに対し生成する。 
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15.6.6 データセンター設備の故障 

15.6.6.1 電力の故障 

一般的に、災害時の電力復旧活動に備え、冗長な外部電源、代替給電方法および各機器、機器ラック、またはキャ

ビネット単位の専用 UPS 装置に関して検討することが望ましい（9 章を参照）。 

機器キャビネットまたはラック内のコンセントバーは、消費電力、瞬間的な電圧変動、および動作前警告の SNMP 監

視ならびに事後報告を可能にするために、IP 対応型であることが望ましい。 

通信装置は複数の電源ユニットを有し、1 か所の電源故障、電力喪失、またはホットスワップが必要になる事態が発生

しても継続運用が可能であることが望ましい。 

2 重の電源ユニットを有する機器は、確実に配電系統の電源側に接続する。（9.3.15 項を参照） 

15.6.6.2 HVAC の故障 

全ての施設は、重要な機器に一時的サービスを提供するために、可搬型 HVAC 装置および十分な数の大型ファンを

常備しておくことが望ましい。これらの装置の電源については、整合するレセプタクルから電力が利用可能になるように、

事前に調整する必要がある。さらに、可搬式 HVAC 装置からの熱気の排気に関して、適切な大きさと長さの排気ダク

ト等を事前に準備する必要がある。排気ダクトおよび天井グリッドコネクタは可搬型用品の購入対象に含まれるとは限

らないが、別途で購入可能。 
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16 コミッショニング 

16.1 概要 

16.1.1 序文 

コミッショニングとは、オーナーの設計意図と運用ニーズに従ってシステムの設計、据付、機能試験を実施し、運用および

保守が可能であることを保証するプロセスである。またコミッショニングにおいては、データセンターが一度稼働すると実施

できない故障シナリオと運用手順の試験も行うことができる。 

コミッショニングは、システムの構築の工程において最も軽視され易い傾向にある。適切なコミッショニングと試験によって、

オーナーには正常に動作する設備が提供され、オーナーと設計者との間の将来にわたる継続的なビジネス関係を醸成

できる。 

建物システムのコミッショニングでは、プロジェクトの全ての段階において、建物システムと関連するサブシステムにおける問

題点について、顕在・潜在を問わず正確に特定することが望ましい。その設備要件やシステムの特異性から、データセン

ターは業界のガイドラインおよび要件に従ってコミッショニングをするべきである。 

16.2 用語定義 

本章に固有のコミッショニングに関する略語と用語の定義を以下に示す。 

CxA commissioning agent  

CxT commissioning team  

O&M operation and maintenance  

 

基本設計書  プロジェクトの性能上および運用上の要件を満たすための設計を示した文書および仕

様書。これらの文書は適用される法令諸規則および規格等に従わなければならな

い。 

コミッショニング  建物の設備が正しく設計・施工され、オーナーが定めた要件に厳密に則って安定的に

試験・始動・運用・記録されていることを確認する品質保証プロセス。 

コミッショニング代理人(CxA)  コミッショニング責任者の役割を果たす一人以上の人物。 

注：一部の自治体/地域/国では、コミッショニング代理人を法的な AHJ と認めている。 

コミッショニングチーム (CxT)  コミッショニングの完了に責任を持つ集団。コミッショニングチームは、コミッショニング代理

人の全員と、以下の代表者から構成される。オーナー、プロジェクトマネージャ、運用保

守部門、設計チーム（建築と設備）、ゼネコン、下請会社、試験・調整要員、製造

者、AHJ、必要に応じてその他の関係者。 

製品仕様書  製造者が発行する、設備または要素の技術的な詳細と仕様を含む文書であり、建設

会社は、当該物品の発注前に、設計チームから承認を得なければならない。 

継続コミッショニング  建物のライフサイクルを通じて継続的および体系的に実施されるコミッショニング。 

建設会社  建物や施設・設備・要素の建設または関連する特定の作業について、法的な契約の

下に遂行に責任を持つ企業または企業群を指す。他の建設会社の指示の下にサービ

スを提供する建設会社を、下請会社と呼称する。 

注：ゼネコンは、建設プロジェクトの全期間を通じて、建設現場の現場管理、ベンダと施

工者の管理、そして全ての関係者の情報共有に責任を持つ。 
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是正項目  要素、単一の機器、またはシステムが、オーナーが定めたプロジェクト要件に適合してい

ない状態。 

設計チーム   当該建物の概念設計の難解な技術分野全てについて、知能的に貢献する技術コン

サルタント全員により構成される。例えば建築家、エンジニア等。 

工場試験  機器に対して製造者の要員が工場において実施する試験。必要に応じて、試験には

オーナーの代理人が立ち会う場合がある。 

機能試験  建設会社が設置・施工した機器または設備の動作の試験・評価項目は以下を含

む。起動と試運転、規制値、許容範囲、製造者仕様・規則・規定・規格への適合。 

インシデントログ  正式な運用開始までの全期間を通じて、プロジェクトに影響を及ぼす課題とインシデン

トの集合体であり、それらの原因、責任者、解決方法を網羅しなければならない。イン

シデントログは、正式な運用開始まで破棄しないことが一般的である。 

統合システム試験  システムとして整合性を持って動作することを確認するために、各設備の性能試験およ

び運転を実施し、製造者仕様、規則、規定、規格に適合していることを確認する。 

事前機能試験  システムの機器、要素、およびそれらの周辺機器が製造者仕様に従い設置され、運

用可能状態となり、機能試験を受けられる状態となったかを検証する作業を指す。 

注：一部の機器、要素、設備は事前機能試験を必要としない。 

季節別コミッショニング   緯度、経度、標高等の建物の環境に応じて、異なる季節（夏、冬など）ごとに体系

的に実施するコミッショニング。 

季節別/定期的な試験  システムの機器、要素、周辺機器の性能や動作が製造者仕様、規制、規格に従って

いるかを確認するために異なる間隔（毎月、毎四半期等）で実施する試験を指す。

これらの試験は、各要素の性能保証期間が切れる前にそれらの状態を確認する。 

提出物  設計チームまたはコミッショニング代理人に提出し、承認を受けなければならない情報

全てを指す。提出物は、該当するプロジェクトが定める様式および要件に従わなければ

ならない。 

試験要領書  試験対象となるシステムの仕様、モード、機能、状態を記載した文書。これは詳細な

試験手順ではない。 

16.3 コミッショニングの種類 

16.3.1 新築建物 

4 種類の新築建物コミッショニングを、プロジェクトの範囲やオーナーの予算、設計意図ならびに既設建物コミッショニング

実績に応じて利用できる。 

16.3.1.1 継続コミッショニング 

 コミッショニング責任者が、プロジェクト開始時から参加する 

 性能情報を収集し、設備の存続中は常に検証し続ける 

 設計意図がプロジェクト期間を通して確実に維持されるようにする 

16.3.1.2 マイルストーンコミッショニング 

 設計マイルストーン運用手順を定める 

 試験、構成要素のバリデーション、設計意図のベリフィケーションを、合意した間隔で実施する 
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16.3.1.3 受入段階コミッショニング 

 統合システムにのみ必要なテストを行う 

 引渡し前にすべての試験基準および保守基準を見直す 

 運用性能の検証および不具合の修正 

16.3.1.4 ネットワーク運用性コミッショニング 

 引渡し前に IT システムのバリデーションを実施する 

 記録された性能を基に基準指標を確立する 

16.3.2 既設建物 

16.3.2.1 概要 

既設の建物あるいはシステムへのコミッショニングは、相当な価値があるとされている。既設建物に対するコミッショニング

は以下の 2 種類からいずれかを選択できる。 

 レトロコミッショニング - コミッショニング未実施の建物へのコミッショニング手法の適用を指し、建物の運用開始

後の任意の時点で開始される。 

 リコミッショニング - 少なくとも 1 回のコミッショニングが実施された既設設備へのコミッショニング手法の適用を指

し、通常は運用やシステムの変更、またはその他の懸念事項に伴い性能を再評価するために行われる。 

いずれのコミッショニングの目的も、システムの運用および性能がその運用の現在の用途またはニーズに合致することを保

証することである。 

16.3.2.2 推奨事項 

リコミッショニングは、新築建物の当初のコミッショニング手法の一部として、あるいは既設建物のレトロコミッショニング手

法の最中に計画すべきである。 

16.4 要員とその責任範囲 

以下に示すコミッショニングの責任分担の枠組みは、現地の法令、規則、規格によっては異なる場合もある。 

16.4.1 プロジェクトオーナー 

責任範囲は以下の通り。 

 コミッショニング代理人(CxA)並びに設計チームの人材確保と維持。 

 設計、構築、運用に関わる全関係者に対して、コミッショニングプロセス開始を遅滞なく通知する。 

 CxA と設計チームと協力し、必要に応じてプロジェクト要件書ならびに建物の外部認証等（例：LEED、

UTI、ECoC、BREEAM）に必要な文書を作成する。 

 CxT の中で、意思決定権を持つ代表者を決める。 

 コミッショニングの結果に基づいて、プロジェクト要件の追加・変更・または削除を承認する。 

 工事期間を通じて、定期的な現地確認の報告書およびインシデント報告の受領と承認。訓練・研修プロセス

への参加。 

 コミッショニングが完了し、その最終報告書を受領した時点での、建物の引き受けと検収。 

注：  プロジェクトの規模によっては、オーナーは自身の代理人としてプロジェクトマネージャを配置する場合もある。 プロジェクト

マネージャは設計チーム並びに CxA に対して、プロジェクト要件の変更を要するか、またはそれに影響を及ぼすような、設備や

設計への追加・変更・削除を通知しなければならない。 
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16.4.2 設計チーム 

責任範囲は以下の通り。 

 プロジェクト要件に基づいた、基本設計書の策定と提出。 

 プロジェクト要件に基づき、設計契約に記載された設備の設計図書を作成、提出する。 

 施設の全設備の設計図を作成、提出する。 

 コミッショニングの結果と契約範囲に基づき、設計／施工図書に追加・変更・削除を反映し、提出する。 

 CxT に設計チームの代表者を参加させる。 

 CxA やオーナーと協力し、プロジェクト要件を定める。開催されるコミッショニング会議には、機能試験時を含ん

で、参加しなければならない。 

 提出物の確認と承認、並びに設計する各設備の技術仕様および施工段階における製造者のマニュアルにつ

いて、関連する情報提供依頼（RFI）への回答。 

 設備の試験項目、許容範囲、精度、その他の性能の計測指標について、CxA と協力して設定する。 

 オーナーと CxA に、プロジェクト要件に影響を及ぼす設計への追加・変更・削除についての（技術的・費用的

な）評価を報告・通知する。 

 全ての CxT ミーティングに出席する。 

16.4.3 コミッショニング代理人（CxA） 

CxA は、建物内の設備についてのコミッショニングを計画、実行、評価する為に必要な知識、スキル、経験を有する人

物である。CxA の責任範囲は以下の通り。 

 オーナーが承認した性能要件と、承認された追加・変更・削除に基づき、必要に応じてオーナーおよび設計チ

ームと協力してコミッショニング計画を変更する。 

 設計チームと協力して実行可能性調査（FS:フィージビリティー・スタディ）とプロジェクト工程を作成する。 

 コミッショニング計画とその添付資料を作成する。 

 設計基準書がプロジェクト要件に適合しているかを確認する。これには計画・設計段階におけるタスクに関連

した、図面や仕様書のレビューも含むこともある。 

 コミッショニングを計画・実施、CxT のミーティングを調整・参加する。 

 コミッショニングの全プロセスにおいて、各プロセスの実施項目を明確にさせる。 

 コミッショニングの実施項目をプロジェクト工程に組み込む。 

 該当するマニュアル並びに製造会社の指示事項を、建物の運用マニュアルに反映する前に、建設会社・下請

会社・設計チームと共に、基本設計に適合しているかを確認する。 

 プロジェクト要件への不適合を全て文書化して追跡し、インシデントログとして管理する。 

 コミッショニングの進捗報告書、推奨される追加実施事項を含んだ、コミッショニングの各段階の終了時におけ

る報告書、コミッショニングの最終報告書を作成し、オーナーに提出する。 

 各部門の最終の設計／施工図書の完成度が、コミッショニング可能な水準であることを確認する。 

 技術仕様そのものと、施工結果の技術仕様への適合について、設計チームによる確認と承認を調整する。 

 定期的な現地確認と、その報告書の提出により施工の品質を担保し、設計通りの施工となるようにする。現

地確認報告書には、作業のチェックリストと作業中に発生したインシデントの管理表を含め、それらには対応

策と対応責任者も明記する。 

 本書で記載した事前機能試験並びに機能試験について、記録するための様式を作成し、CxT に発行する。

CxT はこれらの様式を承認し、使用しなければならない。 

＜次頁に続く＞ 
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 建設会社と下請会社が事前機能試験を終えた後、試験結果のバリデーションを行う。 

 設備の始動試験の調整、立会いと、最終試験を行う。 

 運用・保守要員に対して、建設会社、下請会社、製造会社が、必要な技術研修を実施したかを確認する。 

 ユーザに対して、設備の運用について必要な研修が実施されたかを確認する。 

 建設会社からの情報も含めて、建物運用に関する文書を作成する。CxT と共に、全ての設備の運用と保守

の調整を行う。 

 オーナーによる受入のために、コミッショニングプロセスの最終報告書を提出する。 

 オーナーの要求があれば、継続コミッショニングの計画を作成する。 

 O&M 計画はコミッショニングのベストプラクティスに従い、期限内・予算内での完了に関する要件を満たす。 

 全ての CxT ミーティングに出席する。 

 CxA は安全衛生に関する法令規則に従わなければならない。   

CxA への推奨事項は以下の通り。 

 CxA は、全期間を通してその技術的な品質を維持できる管理体系を備えていることが望ましい。 

 CxA は法人格を有することが望ましい。 

 CxA は品質保証システムと、その最新の記録を備えることが望ましい。 

 CxA は倫理規定や行動規範を備え、対象となる要員に遵守させることが望ましい。 

 コミッショニング契約に直接関係する個人や法人と CxA の間には、利害の対立を生じさせないようにすることが

望ましい。 

 CxA は、コミッショニング業務に割り当てた要員が、当該業務分野並びに職位について十分な学歴または免

許／資格を持つことを担保することが望ましい。 

 CxA は、技能・特技・経験、および教育／研修を含む、業務内容についての要件を満たすことが望ましい。 

16.4.4 建設会社と下請会社 

責任範囲は以下の通り。 

 最終設計および契約の範囲に基づいて、施工を行う。 

 担当する施工範囲において、契約の範囲に基づいて、設計チームと共に全ての移動・増設・変更の、提案・

実施・記録を行う。 

 担当する建物設備について、適合する技術仕様、詳細図、および施工図（提出物）を設計チームに提出

し、承認を得る。 

 承認された技術仕様に基づき、機器を変更する。 

 コミッショニング計画に定められた諸条件に基づき、現場への定期出向と、インシデント報告書の記載事項へ

の対応を行う。 

 コミッショニング計画に定められた試験方法で、認定された者により試験を行う。また試験に用いる校正済みの

機材や計器を、コミッショニング計画に定めた仕様に従い用意する。 

 オーナーの運用保守（O&M）要員とシステムのユーザの研修計画を、それぞれの契約に定められた範囲で

遂行する。 

 CxA と O&M 要員と共に、建物運用マニュアルを更新する。 

 設置した機器設備の O&M 計画を、CxA と O&M 要員と共に作成する。 

 CxA と共に、季節別コミッショニングに立ち会い、O&M 計画に適合しているか確認する。 

 O&M 計画はコミッショニングのベストプラクティスに従い、期限内・予算内での完了に関する要件を満たす。 

 全ての CxT ミーティングに出席する。 
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16.4.5 運用保守（O&M）要員  

責任範囲は以下の通り。 

 運用保守対象の設備ごとに O&M 要員からのニーズを定義し、プロジェクト要件に反映させる。 

 コミッショニング計画に定められた試験方法に基づき試験に立ち会う。 

 開催された講習についての受講証明書の受け渡しと配布。 

 建物運用マニュアルを受領し、改定する。 

 CxA と協議の上、設置された全ての機器について運用保守計画を改訂、増補、承認する。 

 全ての設備に対して、設備毎に推奨された季節別コミッショニングを実施する。該当する場合、継続コミッショ

ニング計画を実施する。 

 受領した O&M 計画に基づいた設備の運用保守の管理、監督、実行。建設会社が引き渡した設備の性能

評価と監視。 

 O&M 計画はコミッショニングのベストプラクティスに従い、期限内・予算内での完了に関する要件を満たす。 

 全ての CxT ミーティングに出席する。 

16.5 コミッショニングプロセスの段階 

16.5.1 概要 

コミッショニングプロセスは、データセンターの構築における一つの段階に限定されない。むしろ、コミッショニングプロセスは

データセンターの構築における全ての段階にその要素を有する。Figure 16-1 に示す通り、以下の段階が含まれる。 

 設計前（計画）段階 

 設計段階 

 構築・受入れ段階 

 利用準備と運用 

各段階におけるコミッショニング要素については、以降のセクションに記載する。 

 

 

 

Figure 16-1 一般的なコミッショニング段階のフローチャート 

 
16.5.2 計画段階 

計画段階ではほかの段階のために基礎を固め、作業範囲（SoW）と、コミッショニングする設備の範囲を定める。計

画段階における目標は以下を含む。 

 

プロジェクト開始 

設計前段階 

(Figure 16-2) 

利用準備と運用 

(Figure 16-5) 

設計 

(Figure 16-3) 

構築と受入れ 

(Figure 16-4) 

プロジェクト完了 
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 確立するもの 

– 設計意図 

– プロジェクト施主の要求事項 

– 必要資金および予算 

 特定するもの 

– チーム 

– コミッショニング対象となるシステム 

– 性能の信頼性要件または『BICSI 002』可用性クラス等級 

– 各段階において必要な承認事項と、計画段階については必要な承認の受領 

– 研修の要件 

 作成するもの 

– コミッショニング計画書 

– コミッショニング課題処理手順書 

計画段階で下した決定は、データセンターのコミッショニング全体の成否を左右する。 

 

 

 

Figure 16-2 設計前段階コミッショニングのフローチャート 

 
16.5.3 設計段階 

設計段階では、データセンターを構成する各要素および各システムの設計を完成させる。契約書、仕様書、およびシス

テム文書を完成させる。コミッショニング代理人は全ての文書をレビューし、確実に設計意図が反映されているようにする

ことが望ましい。設計段階の目標は以下を含む。 

 

設計前段階 
開始 

プロジェクト要件の 

定義 

基本設計書の設計
意図定義とプロジェク
ト要件とのすり合わせ 

プロジェクトの実行可
能性調査（FS:フィ
ージビリティー・スタデ
ィ）と工程の検討 

コミッショニングの実施

内容と予算の見通し 

設計前段階 
終了 

コミッショニング計画案

の策定 

CxT の要員選定 

オーナーの 

承認 

No 

Yes 
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 部屋または建物の建築レビュー 

 IT システムおよび設備システムのレビュー 

 IT 要求事項のニーズ評価およびリスト化の実行 

 設計趣旨書の提出 

 建設会社およびベンダを含めた、全関係者の作業範囲（SoW）のレビュー 

 重要設備環境における保守性に関するシステムのレビュー 

 

 

Figure 16-3 設計段階コミッショニングのフローチャート 

 
16.5.4 構築・受入れ段階 

本段階の多くのタスクは、構築段階と受入れ段階に分類することができる。建物あるいはデータセンターの施工期間中、

コミッショニング責任者が進捗を把握し、設計意図が確実に反映されるようにする。施工段階の目標は以下を含む。 

 マイルストーン管理の遂行 

 必要に応じた事前機能試験の完了 

 現場検査報告および進捗レポートの提出 

 設計変更プロセスおよび承認者の状況把握 

 設計意図の修正の文書化および承認 

設計開始 

設備ごとにプロジェクト
要件と基本設計書を

更新 

施工時の試験項目と
そのチェックリストの 

策定 

プロジェクト要件と基
本設計書に基づき、

設計書を改訂 

設備ごとの建物運用

マニュアルの改訂 

設備ごとの研修範囲

と要件の策定 

建物／設備工事契
約へのコミッショニング
実施内容の反映 

プロジェクト 
要件に不備は

無いか？ 

No 

Yes 

設計終了 

CxT による
承認 

No 

Yes 

コミッショニング計画 

の更新 
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建物と各設備が完成した後、システム全体の機能試験を実施する。システム校正の要件、製造会社の試験ガイドライ

ン、設計段階に構築されたその他の要件を定義し文書化する。始動前に、動作不良のシステムを特定して是正する。

受入段階の目標は以下を含む。 

 基本性能文書 

 機能試験 

 現場監査 

 保証監査 

 完成図書およびすべての試験報告書の提出 

 

 

 

Figure 16-4 構築コミッショニング段階のフローチャート 

 
16.5.5 利用準備と運用開始段階 

受入後段階とも呼ばれ、運用および保守手順を定義し、管理する。受入段階の延長として、新規システム、設備の

変更、さらに設計意図への適合のベリフィケーションのプロセスの文書を、明確に記録しなければならない。受入後段階

の目標は以下を含む。 

 運用保守（O&M）手順の確立 

＜次頁に続く＞ 

構築段階開始 

 

機器リストの更新 
CxT 内での 

情報共有  

技術的提出物のレ 

ビューと、設計チームと

CxA による承認 

試験方法の策定 

および更新 

構築段階終了 

機能試験および 
システムのベリフィ 

ケーション 

課題の解決 

設備の運用マニュアル

のベリフィケーション 

設備引渡し 設備研修 

全て合格し
たか？ 

No 

Yes 

課題の積み残

しは無いか？ 

No 

Yes 

移設、増設、変更の
記録とインシデントロ

グの更新 

機器／設備の運用 

マニュアルを確認する 

プロジェクト要件と 

基本設計書の更新  

機器／設備のチェック

リストとの適合を確認  

要素および設備の 

事前試験 
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 文書の保管および修正について定義 

 要員訓練 

 移設、増設、変更手順の確立 

 変更管理方針および手順の実施 

 

 

 

Figure 16-5 利用準備と運用開始段階コミッショニングのフローチャート 

 

16.6 コミッショニング文書 

16.6.1 序文 

文書化は、コミッショニングプロセスの成否を左右する主たる要因の一つである。徹底した文書化は、品質の管理と保

証のばらつきによるシステムの非効率を防止する。文書化により統一された試験要領や連続的な試験手順および性能

分析が実現する。 Table 16-1 はコミッショニング文書のマトリックスを示す。 

  

利用準備と運用 

開始 

インシデントログの 

更新 

実施事項の 

振り返り 

保証書の確認 

プロジェクトマネージャ
と建設会社による 

問題解決 

建設会社のサービス
／サポート部門の 

招集 

季節別コミッショニング

試験 

利用準備と運用 

終了 
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Table 16-1 コミッショニング文書のマトリックス 

段階 文書名 要求元 作成者 改訂／承認 使用者 

設
計
前
段
階

 

プロジェクト要件 
オーナー、CxA、

O&M、ユーザー 
オーナー、CxA オーナー CxA、 CxT 

コミッショニングのフィージビリティスタディ

（FS） 
オーナー、CxA CxA オーナー CxA、 CxT 

コミッショニング計画  
オーナー、設計チー

ム、CxA 
CxA 

オーナー、 

設計チーム 

オーナー、CxA、

CxT 

インシデント登録（ログ） CxA CxA N/A CxA、 CxT 

コミッショニング設計前段階の報告書 CxA CxA オーナー オーナー 

設
計

 

プロジェクト要件の更新 
オーナー、設計チー

ム、O&M、ユーザ 

CxA または 

設計チーム 
オーナー CxA、 CxT 

基本設計書  設計チーム 設計チーム CxA CxA、 CxT 

設計の見直しと確認 CxA CxA オーナー 設計チーム 

施工仕様から生じるコミッショニングの 

ニーズ 

オーナー、設計 

チーム、CxA 

CxA、設備の 

設計者 
オーナー、CxA 

設計チーム、

CxA、建設会社 

建物運用マニュアルの項目の改定 

設計チーム、

CxA、O&M、 

建設会社 

CxA、設備の 

設計者 
オーナー、CxA 

設計チーム、 

建設会社 

O&M 要件と研修ニーズのすり合わせ 

設計チーム、

CxA、O&M、 

ユーザ 

オーナーまたは

CxA 
オーナー 設計チーム 

施工段階の事前機能試験の手順と 

チェックリスト 
設計チーム、 CxA CxA 設計チーム、 CxA 建設会社 

インシデント登録（ログ） CxA CxA N/A 設計チーム、 CxA 

コミッショニング計画の更新 

オーナー、設計 

チーム、CxA、 

建設会社 

CxA 

オーナー、設計 

チーム、CxA、 

建設会社 

オーナー、設計 

チーム、CxA、 

建設会社 

設計段階コミッショニング報告書 CxA CxA オーナー 
オーナー、設計チー

ム 

構
造

 

プロジェクト要件の更新 

オーナー、設計チー

ム、CxA、建設 

会社、ユーザー 

オーナー、CxA オーナー 
設計チーム、

CxA、建設会社 

基本設計書の更新 設計チーム 設計チーム CxA CxA、建設会社 

コミッショニング計画の更新 

オーナー、設計 

チーム、CxA、 

建設会社 

CxA 

オーナー、設計 

チーム、CxA、 

建設会社 

オーナー、設計 

チーム、CxA、 

建設会社 

＜次頁に続く＞ 
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段階 文書名 要求元 作成者 改訂／承認 使用者 

構
造

 

要素、機器、設備（の提出物）の 

確認と承認のプロセス 
建設会社 建設会社 設計チーム、 CxA 建設会社 

機器リストの更新 建設会社 建設会社 設計チーム、 CxA 建設会社 

全設備の設計図 
設計チーム、 

建設会社 
建設会社 設計チーム、 CxA CxA、建設会社 

施工段階コミッショニングのチェックリスト 
設計チーム、

CxA、建設会社 
CxA 設計チーム、 CxA 建設会社 

管理報告書 建設会社 CxA オーナー、CxA CxA、建設会社 

コミッショニング試験プロセス 
設計チーム、

CxA、製造会社 
CxA 設計チーム、 CxA 建設会社 

事前機能試験報告書  建設会社 CxA オーナー、CxA 建設会社 

コミッショニング会議および議事録 CxA CxA 全員 全員 

研修計画 
CxA、O&M、建設

会社 

建設会社、 

製造会社 
オーナー、CxA 

O&M、建設会社、

ユーザー 

資機材一覧（竣工時） 
CxA、O&M、建設

会社、製造会社 
建設会社 オーナー、CxA O&M、ユーザー 

保守点検計画 
CxA、O&M、建設

会社 
建設会社 オーナー、CxA O&M、ユーザー 

インシデントログ CxA CxA N/A 
設計チーム、

CxA、建設会社 

施工段階コミッショニング報告書 CxA CxA オーナー オーナー 

利
用
準
備
と
運
用

 

プロジェクト要件の更新 
オーナー、CxA、

O&M、ユーザー 
設計チーム オーナー、CxA 

設計チーム、

CxA、建設会社 

建物運用マニュアルの更新 
CxA、O&M、 

建設会社 
建設会社 

オーナー、CxA、

O&M 
O&M 

O&M 計画の更新 
CxA、O&M、 

建設会社 
O&M オーナー、CxA O&M、ユーザー 

季節別試験のプロセス 
CxA、O&M、 

建設会社 
建設会社 CxA、 O&M 建設会社 

最終試験報告書 CxA、 O&M 建設会社 CxA、 O&M O&M、建設会社 

インシデント登録（ログ） CxA CxA  

オーナー、設計チー

ム、CxA、建設 

会社 

コミッショニング報告書 オーナー CxA オーナー オーナー 

継続コミッショニング計画 
CxA、O&M、ユー

ザー 
CxA オーナー オーナー、O&M 
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16.6.2 プロジェクト要件書 

本文書はプロジェクトの機能的な要件と想定される利用状況と運用について定義する。本文書は全ての設計、施工、

受入れ、運用に関する意思決定の根拠とすべきものである。本文書はコミッショニングの全過程において変化を続ける

動的文書であり以下を含まなければならない。 

 オーナーの方針 

 ユーザーの要件 

 利用開始スケジュール 

 資機材と施工の品質基準 

 室内環境の品質基準 

 自動制御システム 

 性能評価基準 

 環境保全並びにサステナビリティの目標 

 省エネ目標 

 性能要件の比較 

 あらゆる変化への適応力 

 保健・衛生 

 騒音・振動 

 セキュリティ 

 リスク分析（自然災害/犯罪/テロ） 

 美観 

 認証プログラム（例： LEED, BREEAM, UI, EU CoC, ) 

 規格、規則、規制等 

 運用保守基準 

 環境条件 

16.6.3 コミッショニングのフィージビリティスタディ（FS） 

本文書では全設備のコミッショニングについて範囲、効果、費用を分析し、全てのコミッショニング活動について定量化し、

成果物を定義する。 

16.6.4 プロジェクト工程 

本文書はオーナーとそのアドバイザーが作成し、各段階の実行期限を設定し、そのなかにコミッショニングを見込まなけれ

ばならない。 

16.6.5 コミッショニング計画 

本文書では、コミッショニングを成功させるための手順やプロセス、それぞれの責任分担、活動プログラム、文書化要件、

連絡のプロトコル、報告書の評価手法等を定める。計画には以下を含むが、それに限らない。 

 本文書内の各段階における実施事項の概要 

 プロセスを文書化する際の様式 

 設計図書のベリフィケーションの手順 

 プロジェクト要件に適合しない場合の対処手順 

 プロジェクト工程に基づいた実施計画 

＜次頁に続く＞ 
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 役割と責任 

 コミッショニングチーム  

 本文書に定めた報告手順と試験手順 

 研修の実施に必要な手順 

 季節別試験の予定時期 

注：  上記の項目が全て正しく埋まれば、本計画は最終コミッショニング報告書の中核となる。 

以下のシステムを、データセンターのコミッショニング計画に反映する検討対象とすることが望ましい。 

 電気システム 

 冷暖房空調システム 

 制御システム（例：BAS） 

 監視システム（例：BMS） 

 防火・消火システム 

 セキュリティシステム 

 LAN、SAN、WAN、配線管理、および BAS/BMS ネットワークを含む IT インフラ要素およびケーブリング 

 接地システム 

 燃料油送ポンプシステム 

 備蓄監視システム 

 漏洩検知システム 

 法令または地方条例によりコミッショニングが要求されるシステム 

 重要な領域の排気および換気 

 防災システム 

16.6.6 インシデントログ 

本ログの目的は、本プロジェクトにおける更なるミスを防止するために、プロジェクト要件への不適合を生じた全ての事象

を文書化することである。 

インシデントログは、プロジェクト要件に適合しない設計上または施工上の問題の文書化、未解決の問題の管理、およ

び CxT ミーティングにおいて解決しなければならない、重大な問題についての報告書を作成する手順を備えることが望

ましい。この文書には最低でも以下を含まなければならない。 

 インシデントの通し番号 

 インシデントの概要 

 インシデントの発見日 

 解決すべきチームメンバー名 

 解決予定日 

 解決策 

 インシデントによる設備性能への影響と、必要な工期および費用。インシデントの重要度 

– 軽微なインシデント：インシデントの発生した設備のみに影響し、運用状況や性能には影響しない。 

– 重大なインシデント：当該設備やそれ以外の設備の運用状況や性能に影響を及ぼす。 

 インシデントの再発防止のための措置 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

491 

16.6.7 基本設計書 

基本設計書は、設計チームが作成し、各設備・施設がプロジェクト要件に適合するように詳細を定めた文書である。基

本設計書は、当初のプロジェクト情報、プロジェクト要件の内容から生じた検討事項、プロジェクト要件を満たすための

基本的な評価基準と検討した技術が記載され、以下を含まなければならない。 

 オーナーが定めたガイドライン 

 各設備に適用可能なオプション 

 設備の選定基準 

 建物と各設備の性能要件 

 想定される数値／寸法 

 環境条件 

 設備の型式情報 

 想定する運用条件 

 規則、規制、規格、および参考文書 

 設備の詳細 

 各設備の運用モード（通常、非常、故障、保守）と、それぞれの場合の運用手順基本設計書では、プロジ

ェクト要件の各基準がどのように設計に反映されているかを示さなければならない。 

 更に、技術者教育等の専門的な教育を受けていない人も、容易に理解できるような文体とすることが望まし

い。 

16.6.8 設計レビュー 

レビューの目的は以下の通り。 

 プロジェクト要件で定められた品質基準を満たしていることの確認。 

 主観的な判断を避け、簡潔かつ前向きに問題意識を持ったフィードバック。 

 設計とプロジェクト要件との整合性を担保する。 

 設計の最適化の余地を指摘する。 

 レビューの際には、設備の競合、経路や保守用スペースの競合等を回避するために、全ての部門を調整する。 

 各設備について、計算書、仕様書、図面などの文書を無作為に抽出し、レビューを行う。 

上記のレビューは、設備ごとに全体の 20%程度の文書を目安に行わなければならない。これにより重大な是正点が見

つかった場合は、更に 20%を追加レビューすることが望ましい。追加分にも重大な是正点が見つかった場合は、各設備

の 100%の文書のレビューを行い、見つかった文書の是正点を全て是正するよう要求することが望ましい。 

是正後の文書には指摘事項を記載し、実際の設計に反映させなければならない。レビューは設計段階の戦略的なタ

イミングで実施しなければならず、最低でも 2 回、具体的には設計全体の 50%と 95%が完了したタイミングで実施する

ことが望ましい。 

設計チームには、設計段階の完了前に、上記のレビューへの対応を終了する義務がある。 

16.6.9 構築段階のコミッショニング仕様書 

構築段階のコミッショニング仕様書は、各設備の施工段階におけるコミッショニングに最低限実施しなければならない事

項を定め、それらの目的と共に建設会社に示される。仕様書には以下を含まなければならない。 

 想定する試験運転時間 

 責任分担 

＜次頁に続く＞ 
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 使用する校正済み計器の一覧表 

 要求する文書 

 設備の巡視、試験、始動、運用、および保守に建設会社が必要とする最低限の資機材 

16.6.10  建物運用マニュアル 

設計段階において、建物運用マニュアルは、完成時の建物運用マニュアルの最低限の要件と最終的な骨格を定める

ような形で作成することが望ましく、以後の段階（施工段階、利用準備と運用開始段階）において実施される、追

加・変更・削除を経て完成する。 

この文書には最低でも以下を含まなければならない。 

 プロジェクト要件 

 基本設計書  

 コミッショニング計画書 

 設備ごとのプロジェクト文書および竣工図書 

 インシデントの登録 

– 重大なインシデント 

– 移設、増設、変更 

 建設会社が作成した運用・保守マニュアル 

 訓練・研修 

 最終コミッショニング報告書 

16.6.11  仕様に基づく O&M 訓練・研修のガイドライン 

本文書は、製造者のマニュアル及び設計者が定めた要件を基にまとめることが望ましい。O&M 要員はその内容に不足

が無いことを確認し、必要に応じて改訂を提案しなければならない。 

 

16.6.12  試験機器のリストならびに機能確認のチェックリスト 

設計チームは、機器や部材についてプロジェクト要件で要求されている詳細な情報を含むチェックリストを作成する。この

チェックリストは機器の施工者へのガイドとなり、以下を含めることが望ましい。 

 機器のベリフィケーション 

 施工前のレビュー 

 施工のレビュー 

建設会社がリストを生成し、CxA がそれを確認する。この活動は「事前機能試験」とも呼ばれる。CxA によるベリフィケ

ーションは、リスト中の機器や部材の 20%を対象に行うことが望ましい。この段階で重大な不備が生じた場合は、さらに

20%の追加の機器や部材をレビューする。更に重大な不備が生じた場合は 100%レビューを実施する。 

16.6.13  製品仕様書（提出物） 

機器とその付属品を購入する前に、建設会社は全ての機器について、購入対象となるものの製品仕様書を提出し、レ

ビューを受ける。購入は、CxA の管理のもとに、設計チームの承認を受けて承認される。このレビューの結果は以下のい

ずれかとなる。 

 承認(AP) - 建設会社は購入して良い。 

 コメント付き承認(AC) - 施工会社は購入して良いが、コメントに対応しなければならない。 

 再提出(RE) - 購入は一旦却下され、製品情報または仕様を見直した上で、再提出しなければならない。 
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16.6.14  設備の運用・保守マニュアル 

コミッショニングの一環として、建物内の各設備の運用と保守（O&M)のための詳細な文書を提出する必要があるため、

各建設会社は自社が施工した設備について、最低限以下を含む O&M マニュアルを提出しなければならない。 

 建設会社名 

 目次 

 基本設計書  

 設備の竣工時の計算書 

 竣工図書 

 資材の仕様 

 承認された提出物 

 インシデントの登録 

 通常運用時、計画停止時、および計画外停止時のそれぞれの O&M 手順書 

 保守点検計画 

 設置された機器の、製造者が提供した O&M マニュアル 

 機器や設備の保証書 

 CxA が発行した、CxA の署名入りの試験成績書 

 製造者およびサプライヤーの連絡先情報 

 竣工時の工事図面 

 竣工時の機器一覧表 

 竣工時の機器設備図面 

 操作手順（通常時、故障時、非常時、保守点検時） 

 全ての文書のデジタル記録 

16.6.15  機器一覧表 

設計チームはプロジェクト／施工に関する図書を一式として提出し、必要に応じて図表や写真を添え、各機器について

少なくとも以下の項目を網羅した一覧表にまとめなければならない. 

 ID 番号 

 建物内の位置 

 特徴 

 物理的寸法 

 ブランド 

 型式 

 技術的な運用上の特性 

注：  上記の技術的仕様が承認された後に、その一部に変更が生じた場合は、建設会社が当該機器の実際に施工または

設置された状態を、図面に反映しなければならない。 

16.6.16  設備施工計画の調整 

計画の遂行に当たっては、異なる設備／システム間における配置や経路の競合または干渉が発生しないように、調整

することが望ましい。異なる設備／システムは異なる配色としなければならない。競合または干渉が生じた場合は、代案

の検討をするために、設計チームが断面図または詳細図を用意する。こうした比較検討図面は CAD プログラムか BIM

ソフトウェアを使って作成し、必要に応じて印刷する。代案の検討は設計チームが行い、現地の施工管理チームまたは

プロジェクト管理チームが確認する。 
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16.6.17  試験手順書 

機器や設備の事前機能試験ならびに機能試験の手順については文書化し、全ての要件を満たしているか確認するこ

とが望ましい。 

注：  試験は品質保証プロセスの一環であり、建設会社による施工の品質を確認するツールでもある。 

簡潔な表現で試験結果を記録するために、CxA は事前機能試験ならびに機能試験の記録用紙を、各機器ごとに用

意しなければならない。これらは当該作業を行った建設会社が記入しなければならない。これらは CxA が 20%のサンプ

ルを抽出し、レビューする。不備が見つかった場合は、追加でさらに 20%をレビューすることが望ましい。追加分からも不

備が見つかった場合は、CxA は 100%の文書をレビューしなければならない。再試験に関する意思決定はオーナーの責

任範囲である。 

注：  試験の内容および記録用紙の様式は、不合格の数を減らすことよりも、不合格の根本原因を明らかにすることを目的と

することが重要である。 

記録用紙には最低でも以下の項目を含めなければならない。 

 プロジェクト名、試験番号、試験日時 

 試験が初回か、再試験かの判別 

 対象設備の機器番号 

 計測器とその校正状況の確認 

 試験実施時の環境条件 

 設備、機器または部材の性能 

– 結果が期待値または設計値を満たしているか 

– 試験実行者および立ち会ったチームメンバーによる、日付入りの署名 

16.6.18  CxT ミーティングの議事と議事録 

議事は CxT ミーティングの冒頭に提案しなければならない。議事にはレビューを必要とする全ての議題を含めなければ

ならない。議事録には合意された事項に加え、出席者リストと開催日時と共に出席者の署名を残さなければならない。 

16.6.19  研修計画 

CxA、建設会社、並びにオーナーの O&M 代理人は、オーナーのニーズと期待を満たす水準で、機器と設備の運用保

守のための研修計画を策定しなければならない。研修計画に含まれる研修の要件は、設計チームと建設会社が作成

した施工図書を基にして、機器のベンダまたは製造者が支援し、研修スケジュールを提示することが望ましい。研修の

完了後、オーナーの代理人とプロジェクトマネージャは、建設会社に対して研修の完了確認を文書で通知する。 

16.6.20  保守点検計画 

研修完了時に、建設会社は各設備について、設備寿命までの間に実施すべき推奨事項とベストプラクティスを含む、

保守計画を提供する。これには部品一覧表ならびに推奨する予備品一覧表を含め、故障しやすい機器設備と、それ

らの予知保全計画を含めることが望ましい。 

16.6.21  季節別試験の手順  

各設備について、季節別試験の手順を策定しなければならない。これらの試験は、異なる季節の環境下で、竣工から

10 か月間または保証書の失効までの、短い方の期間で完結させなければならない。手順書には実際に想定される性

能値や、想定される不具合への対策も含めなければならない。これらの手順書は機能試験の手順書を基に策定する

ことが望ましい。 
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16.6.22  コミッショニング段階報告書 

コミッショニング段階報告書は CxA が作成し、各段階の活動報告と終了報告書、並びに前述の文書類を含まなけれ

ばならない。コミッショニングの各段階はこの報告書のオーナーへの提出をもって完了とする。 

以下は最終コミッショニング報告書に含めることが望ましい内容の概要である。 

 プロジェクト名 

 コミッショニング責任者の氏名、住所、企業名、電話番号 

 建物の詳細 

– 規模 

– 所在地 

– 用途 

– 構造 

 冷暖房空調等の付帯システム 

 コミッショニング作業の一覧および説明 

 コミッショニング計画書 

 竣工図書 

 完成した設計趣旨書  

 完成した事前機能試験チェックリスト 

 完了した機能試験の報告書 

 全ての未実施の季節依存の試験項目 

 全ての不適合事項通知書 

 コミッショニング所見の要旨 

 設備の再コミッショニング時の推奨事項 

 設備の継続的な性能監視に当たっての推奨事項 

 設備の改善についての推奨事項 

 設備の常時監視のためのトレンド設定値、および設備の性能の管理に関する推奨事項 

16.6.23 継続コミッショニング計画 

継続コミッショニング計画は、コミッショニング計画書と分離した、任意のコミッショニング計画文書である。本文書にはコミ

ッショニングの各段階で実行された全ての項目について、時期、責任者、作成の要件、今後フォローアップを必要とする

事項を設定する。本計画の策定の流れは初回コミッショニング計画書と同じく、オーナーの承認を得なければならない。 

16.7 試験 

16.7.1 序文 

品質保証プロセスの一環として、コミッショニングにはプロジェクトの設計意図を踏まえ、様々な時点における試験が必要

になる。機能試験はコミッショニングプロセスの基礎である。機能試験の主な目的は、すべてのシステムと機器の効率的

な動作と、設計意図の反映を確認することである。 

16.7.2 機能試験の要素 

 機器の説明 

 試験の目的 

 試験実施に必要な人員、工具、測定器 

＜次頁に続く＞ 
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 試験対象機器あるいはシステムに関する設計情報 

 全ての運用上の設定値を含む、詳細な動作シーケンス 

 試験工程の要件 

 特別な指示事項または順守事項 

 想定する試験結果の記述 

 サンプリング方針 

16.7.3 機能試験の手順 

 機器の製造と施工の不備に関する検査 

 試験条件 

 統合システム試験（IST） 

 システムの動作に至る作用 

 動作結果の確認 

 実際の動作結果の判定基準との比較 

16.7.4 試験機器 

16.7.4.1 必須事項 

試験機器はメーカ推奨の時期あるいは損傷が疑われる場合に校正しなければならない。引渡し書類には、全ての測

定器の校正証明書の写しを添付しなければならない。 

16.7.4.2 推奨事項 

試験機器は、システム性能試験の精度を施工図書および製造者の文書に定められている許容範囲内に収められる

精度であることが求められ、一般的に試験に使用するセンサの精度は、試験対象の精度の 2 倍以上が望ましい。 

16.7.5 システム試験 

16.7.5.1 施工前試験 

一部のサブシステムは、施工前に事前試験を完了している要素を有する場合がある。別な一部の要素（例：ビデオカ

メラ）は、施工前に簡単な機能試験を行う必要がある。 

施工前試験で可能なこと。 

 出荷時に損傷し交換の必要がある部品を明らかにする 

 システムの工場での校正あるいは調整を可能とする 

16.7.5.2 事前試験および校正 

システムおよびサブシステムを確実に試験し、すべての調整および校正は最終受入試験の開始前に完了させなければ

ならない。前記には、個別の装置や要素についての適切な動作とシステムレスポンスについての試験も含む。 

例えば、データセンターの ESS システムの予備試験と校正では以下の項目を試験する。 

 各入退室管理装置のドア開放警報、ドア強制開閉警報、カードの有効/無効の検知 

 侵入検知、ビデオカメラ起動および録画の全ての警報ポイント 

 ビデオカメラの解像度、感光性、焦点、及び該当する場合は PTZ コントロール 

 システムの GUI システムの機能および反応 

 インターホンと放送システムの適切な動作、音質と明瞭さ 
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16.7.5.3 慣らし運転期間 

最終受入試験の工程決定に先立ち、コミッショニングの技術者は慣らし運転期間中に各システムの電源を投入して操

作することが望ましい。慣らし運転期間中は、全てのシステムについて丸一日の間、電源を投入し操作することが望まし

い。慣らし運転の期間は、2～14 日間の連続する期間か、オーナーの要求に基づく期間となる。 

いかなる故障、不具合、非適合事項も、最終受入試験開始前に是正する必要がある。交換された要素またはシステ

ムについてもすべて慣らし運転の対象とする。 

16.7.6 受入試験 

16.7.6.1 概要 

受入試験は、システムの全てについて慣らし運転を正常に完了させた後に行わなければならない。事前試験と同様、

受入試験には各装置の適切な動作と適切なシステムレスポンスの試験も含めることが望ましい。受入試験は、プロジェ

クト終了前に完了させ、オーナーによる試験文書の承認を受けなければならない。 

16.7.6.2 計画 

明確な受入試験ガイドラインを、施工仕様書に示すことが望ましい。受入試験計画は、引渡し文書の一部としてオー

ナーにより最終受入試験時に使用されるため、ESS システムの性能要件は、上記のガイドラインに定義される。この計

画書にはチェックリストと手順書を含め、すべての試験および検査の記録と文書化に関する項目を設け、さらに計画書

の最後に要約報告と署名欄がなければならない。 

16.7.6.3 文書化 

16.7.6.3.1 必須事項 

試験文書は、すべてのコミッショニング試験および製造者から機器と一緒に提供された工場試験報告書の全ての詳細

を含まなければならない。 

16.7.6.3.2 推奨事項 

試験計画書とチェックリストはあらゆる不具合を一覧にし、行われた各受入試験の試験結果の全てを記録することが望

ましい。オーナーも立ち会った全ての試験結果を記録し、修正および再試験の必要がある不具合のパンチリストを作成

することが望ましい。 

16.7.6.4 機器およびシステムの再試験 

16.7.6.4.1 必須事項 

コミッショニングの技術者は、オーナーが特定した指摘事項すべてを是正しなければならない。すべての是正が完了した

ら、その機器の動作、統合、性能を再試験して適切であることを実証しなければならない。 

16.7.6.4.2 推奨事項 

適切なシステム動作および性能の確認は、再試験を避けるため事前試験の時点で完了させることが望ましい。実施設

計図書に、欠陥が見つかった要素・システムについて、再試験の監督・立会いに必要となる要員、機材、その他サポー

トの各責任者を明記することが望ましい。 

16.7.7 電気設備試験の例 

注：  PDU、UPS、および発電機の試験例は  Appendix F 参照。 

電気設備の試験は、通常、施工および受入試験段階にて行う。以下は一般的な試験の流れを示しているが、各段

階の間にはインターバルが生じる可能性もあり、前の段階の終了と次の段階の開始の間に時間が空く場合がある。 

 レベル 1 - 納品前の、機器の工場内試験および認証 

＜次頁に続く＞ 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

498 

 レベル 2 - 機器の設置作業の終了と、工場の技術者による立ち上げ工程の完了 

 レベル 3 - 要素レベルの試験 

単一の発電機あるいは UPS パワーモジュール等の、個別の電気システム要素を試験する。このコミッショニング

段階は、電気システムの並列または総合試験に先行する。 

 レベル 4 

– 電気システム機能試験 

このシステムレベルの試験では、複数の発電機あるいは UPS パワーモジュール等の、並列または協調した

システムを一つの単位として一括試験する。このコミッショニング段階は、単一の制御システムまたは操作

の対象となる電気設備を対象範囲とし、電気システムの総合試験に先行する。 

– 電気システム動作試験 

完成した電気システムは、完全で連係した電源系として試験される。電気システム機能試験と異なり、こ

の試験フェーズでは電気システム全体について、多岐にわたる電気サブシステムの相関を確認し、電気シ

ステム全体が統制された集合体として機能することを検証する。このコミッショニング段階は、レベル 5 の建

物システム全体試験に先行する 

レベル 4 には、設備の電気並びに空調系統の状態変化時の対応に責任を持つ全要員の参加と訓練を含む

ことが望ましい。 

 レベル 5 - 建物全体試験 

電気並びに空調系統両方の個別または全体に対する機能試験および動作試験が成功した後に、建物全

体の付帯設備インフラを完全なシステムとして検証する。ここでの目標は、すべての建物付帯設備システムの

動作が設計意図に従っている事を検証し、各システムの連係が適切かつ意図した通り（例：電気系統の状

態変化に対する空調系統の反応）、システムが統制された集合体として機能しているかを検証することであ

る。 

建物には、定格電気負荷および定格冷暖房負荷をかける。これまでの段階と同様、通常、故障、および保

守モードでの動作を検証する。負荷レスポンスと特性は、通常この作業フェーズ中に取得する。 

16.8 データセンター要員への O&M 研修 

16.8.1 序文 

データセンターは多数の設備から構成され、各設備はユーザが適切に運用・保守することを前提としている。従って、デ

ータセンターの引き渡しを受ける前に、ユーザ全体として全ての設備の利用および保守の方法を習得していることが望ま

しい。 

ユーザは複数のグループ（設備、セキュリティ、ネットワーク等）に分割されている場合があり、各グループは組織内で異

なる役割（管理／監視、運用、施工等）を持つ。そのような場合、それぞれの役割に適切に従事するため、各グルー

プや役割で必要な研修カリキュラムは異なる。一部の業務は毎日またはそれ以上の頻度で必要とされる一方で、計画

保守など一部の業務は年次あるいはそれ以上の間隔での実施となる。それぞれの業務を支援するソフトウェアが存在す

る場合、データセンター要員はそれらのソフトウェアの操作についても研修を受ける必要がある。 

製造会社は、ユーザ向けの研修について多くの選択肢を提示している。設備の仕様や構成は固有のため、その研修カ

リキュラムも各ユーザーの固有のニーズに合わせて個別に最適化することが望ましい。研修カリキュラムにとどまらず、研修

の実施場所も要求に応じて変更可能であることが望ましい。研修はユーザ側のシステム設置個所か、製造会社のデモ

システム設置個所のどちらで実施しても良い。 
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単一のシステムのために、50 人以上の要員を研修する必要がある場合は、トレーナー育成研修により内製化した方が

経済的な場合がある。この場合、トレーナー役を務める 1～3 名のユーザの要員は、製造者から、現地での研修に必

要な育成、認定を受け、現地で必要とする教材も提供される。設計者は製造会社に対して、トレーナー育成研修の

有無を確認することが望ましい。 

16.8.2 訓練の実施時期 

訓練の実施時期と内容は、同じくらい重要である。訓練の時期が早過ぎると、参加者は現場で実機の運転を経験す

る機会がないために、訓練内容を忘れてしまう恐れがある。逆に運用開始間際の訓練も回避することが望ましい。 

プロジェクト計画の中で、訓練を実施する望ましいタイミングは、設備の発注者への引き渡しの 1～2 週間前である。運

用中または稼働中の状態を模擬するために、訓練は稼働する状態の設備で行うことが望ましい。訓練は訓練用設備

または実機のいずれで行っても良い。 

稼働している設備での訓練には利点がある場合もある。アクセス管理システムの場合、個別の扉／カードリーダーの命

名や説明文等を訓練中に決定することで、設備管理者に理解しやすい命名や解説とすることができる。訓練とプログラ

ミングを同時進行させることで、初期設定にかかる工数を減らすことも可能である。これは小規模（例：リーダー数 32

以下）のシステムで最も有効である。 

リーダーとコントローラの数が多すぎると、訓練期間中に全てのシステムのプログラミングを完了できなくなる。 

また、研修が役割別となる場合は、各役割の研修の順序も慎重に検討することが望ましい。プログラミングの構造上、

ユーザ画面より先に管理者画面を構築することが望ましい。複数の役割の間で相互に研修しあうことが推奨される。 

運用要員の訓練は、2 回以上に分けることが望ましい。 

第 1 セッションは、受入試験中に行い、そのシステムを運用、保守するために必要な初期の訓練を提供する。第 1 セッ

ションには以下を含む。 

 各専門システムの大まかな習熟と運用方法の指導 

 定期保守手順 

 ソフトウェアおよびシステムのユーザ権限で実施可能なプログラミング 

複雑なシステムと要素については、工場で訓練を受けた技術者が指導しなければならない。 

第 2 セッションは、最終受入試験後に行い、スタッフがシステムに一度慣れた後に発生した不明点を解決し、知識のギ

ャップを埋めるためにある。 

各セッションでは以下に示す内容を全て網羅することが望ましい。 

 導入プログラムおよびコミッショニングプログラムの概要 

 訓練の実施方法の説明 

 訓練の日時および場所 

 指導員の氏名および所属企業名 

 内容の要約 

 推奨する参考文献 

訓練セッションの記録は、再訓練と追加要員の参考のために保管する。システム訓練の要件、訓練資料、並びに訓練

記録は施工図書に含むことが望ましい。 

16.8.3 職位別またはタスク別の訓練 

システムのユーザーは役割別または職位別に以下のように区分できる。 

 

 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

500 

 システム管理者 

 システム利用者 

 マネージャ 

 IT 要員 

 保守要員 

16.8.3.1 システム管理者 

システム管理者研修はシステムの初期設定、設定変更、およびプログラミングに携わる要員を対象とする。本研修では

システム管理者に全てのシステム機能の使い方を教える。 

対象となる機能は以下を含む。 

 システム設定値の入力 

 ユーザの権限設定 

 コントローラと扉の命名基準 

 権限の設定 

 アクセス権限の割り当て 

 ID バッジのデザインと作成 

 警報の実装 

 レポートの取得 

 システムのバックアップ 

 データベースのアーカイヴ 

16.8.3.2 システムユーザ 

システムユーザ研修の受講対象は日常的運用の責任者とし、システムの一部（例：警報監視）に関わる臨時のユ

ーザも含む。本研修ではシステムユーザに対して以下を含む各種の機能の監視を教える。 

 権限の設定 

 アクセス権限の割り当て 

 ID バッジのデザインと作成 

 イベント－警報の発報または権限の行使 

 有効または無効なアクセスの監視 

 警報への対応と警報停止 

 報告 

 手動での扉の開閉 

16.8.3.3 マネージャ 

マネージャ研修の対象は、システム管理者のマネージャを対象とする。例えば、マネージャはシステムの管理者とオペレー

タの権限の付与と削除、及びパスワードを変更する方法を知る必要がある。本研修では以下の事項について教えてい

る。 

 システムとログインの基本事項 

 システム設定値の入力 

 アクセス権限の割り当て 

 管理者、オペレータ、ユーザの権限 

 権限の設定 

 報告 
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16.8.3.4 IT 要員 

本研修は一般的に、システムから LAN や WAN への接続方式を知る必要のある、IT 部門の要員を対象とする。本研

修では以下の項目に加えて、帯域要件やデータ要件等を教える。 

 ネットワークのトポロジ 

 各コントローラとの通信 

 暗号化の手法・方針と、それらに対応する現地毎の暗号化ポリシー 

16.8.3.5 保守要員 

本研修ではシステムの動作を対象とし、以下を網羅する。 

 ハードウェアのトラブルシューティング 

 システムのトポロジ 

 ネットワークの基礎 

 自己診断 

 簡易なプログラミング 

 デバイスの構成 

 ソフトウェアのトラブルシューティング 
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17 データセンター保守 

17.1 序文 

データセンターとその構成要素に求められる可用性の水準が 99％以上であることを踏まえると、データセンター内におけ

る不十分な保守点検や保守点検スペースの不足は、水準を満たせなくなる計画外のダウンタイムを引き起こす場合が

ある。一方、保守点検のための計画停止時間を短縮することで、可用性水準を引き上げることができる。ただし、そのた

めに設備の故障や寿命短縮を防止することを目的とした保守作業を省略してはいけない。保守要件の定義は、設計・

計画段階においてデータセンターの運用開始後の性能要件を満たすように行うことが望ましい。 

17.2 保守点検計画 

17.2.1 概要 

保守点検計画は、主にデータセンターの運用段階で利用されるが、設計段階では当初設計を基に運用開始時の保

守点検計画を策定し、施工・コミッショニングの段階では、それまでの変更を反映することが望ましい。 

17.2.2 保全の考え方 

保全は設備の稼働時間を維持または延長することを目的としているが、その実現のためにいくつかの考え方が存在し、

保守点検の時期、内容、その他の考慮事項に関する指針を示している。一般的な保全の考え方としては、予防保全、

予知保全、そして信頼性重視保全の三種類が挙げられる。採用された保全の考え方によっては、データセンターの運

用中の可用性目標の実現性や、設計自体を大きく左右する。 

17.2.2.1 予防保全 

予防保全は、現在最も広く採用されている保全の考え方である。計画された保守点検と、その中で発見された目視ま

たはその他の兆候に基づく追加の保守点検により、機器や設備を想定される故障の発生前に保全する。 

以下に例として制御弁式鉛蓄電池（VRLA）の保守点検計画とその内容を示す。 

 毎月 

– さび、容器の変形、汚れの有無を目視点検する 

– 蓄電池全体の浮動充電電圧を、定期的にチェックする（手動で行う場合は最低でも毎月だが、継続監

視を推奨） 

 毎四半期 

– セル/ユニットの内部抵抗値、温度、電圧を測定して記録する 

 毎年 

– セル間および極間の接続抵抗を計測、測定し、更に AC リップル電流を測定する 

– 初期実装時測定値との変化を比較し、許容範囲（製造者推奨値に基づく）を外れるユニットを特定

する 

– 必要に応じて蓄電池ユニットまたは列を交換する 

– UPS の電池モジュールに常時監視機能が付いている場合は、警報発出時に交換する 

予防保全計画は、天候・用途・使用可能なリソース等の想定される考慮事項や、保全対象の機器設備の複雑性に

基づいた変更が可能である。『BICSI009』に、予防保全についての追加の情報が記載されている。 
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17.2.2.2 予知保全 

予知保全では、対象となる機器や設備の状態を監視し、保守点検が必要となる時期を決定する。”just-in-time 

maintenance” とも呼ばれる。予知保全は機器や設備の運用データの蓄積と解析に依存し、設計から想定される値

や現地の同等の機器や設備との値の差異を基に、調整や保守点検を必要とする機器や設備を特定する。 

機器状態の通知およびデータの収集は、稼働中の機器やそれに接続されるシステムが行うため、通常は運用を中断せ

ずに行える。また、予知保全では必要とされる保守点検活動やそのための資機材について、計画や優先順位を明確に

することで、保守点検の完了までの期間を短縮できる。 

17.2.2.3 信頼性重視保全 

『SAE JA1011』にて定義されている通り、信頼性重視保全（RCM）では、一定の運用条件下においての故障モー

ドを管理することにより、安全を確保した上で必要最低限の保全を行う。RCM においてはリスク低減のための保守点

検の枠組みに、安全・運用・保全予算へのリスクを反映する。RCM では、以下の 5 つの保守の組み合わせによるリスク

低減を定めている。 

 予防的な保守 

 予知的な保守 

 試験（検知）後の保守 

 故障まで運転継続 

 故障対策 

故障のリスクと重要度を解析することで、RCM では機器設備の主要な故障要因に対応した保全活動の方針を示し、

その他の保全活動についてはリソース管理やコストパフォーマンスの観点からの手引きを表す。 

17.2.3 推奨事項 

運用開始時の保守点検計画を策定する際には、本規格に提示された情報に加えて、『BICSI009』等の規格を基に、

計画の全領域をもれなく明確にすることが望ましい。 

構成要素の保守計画作成にあたり、以下の事項を踏まえることが望ましい。 

 各構成要素の保守要件を特定し、必要に応じて的確に実施されるようにする。 

 保守作業およびそれらに伴い随時発生する確認の結果を、その都度記録するために、詳細なチェックリストを

作成する。 

 機密的または高価な資産を保管することもある警戒区域や、機密的なシステム・装置を対象とする、予防保

全計画を作成する。 

 セキュリティ業者および発注者の双方と、有効な三者保守契約書を作成する。 

 機能不全のシステムが組織の存続に与える影響を概説する ROI および、そのシステムの最適効率での動作

によりもたらされる、コスト削減効果を詳述する ROI を作成する。 

 データの分析結果を活用することで、利用可能な統計やデータの分析結果の相関を示し、保守および維持

に必要な活動の根拠を経営に対して説明する。 

 その組織が受けるリスクからの影響度と、既存のシステムでそれらの影響を軽減する最良の方法に着目したリ

スク分析を実施する。 

保守点検計画の項目には、以下を追加することができる。 

 要員の人数および技能要件。 

 新製品のハンズオンセミナーを含む、製品取扱研修。 

＜次頁に続く＞ 
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 違反または危険な作業慣習を極少化ために必要な技能水準を維持することを目的とした法令、規格、安全

のそれぞれに関する訓練の実施。 

 回線、光ファイバ、ケーブルの詳細な記録がある最新の文書。 

 要員がサービスへの潜在的な影響を把握するためのケーブル工事竣工図書。 

 最新のケーブル経過図。 

 設置された機器の標準設定状態―設置された機器の現在の版数、オプション設定記録、ポート設定、その

他個々の回線の修復または復旧に必要な情報を含む。 

 修理部材の在庫および調達能力―部材使用後の補充に必要な手順やプロセスを含む。一定量の部材を

常時復旧班が利用可能とすること。保守計画では、メーカーサポートの通常営業時間外に、復旧班が上記

部材を入手する方法を明示すること。 

 導入研修および継続研修―保守計画では、通常の運用に求められる導入時に必要な技能の訓練のための

指針を確立し、必要な人員を確実に育成し続けるための方法を提示すること。長期間の運用保守のための

代替要員を確保すること。 

 復旧手順 ―保守計画では、構成要素の予定保守と運用および世論あるいは天災から起こった必要性に対

応した適時保全に関する指針と実践方法を確立しなければならない。予定外システム停止発生の際には、

予定および適時保全に関する指針と手法に加えて、システムの緊急あるいは暫定復旧のための特別な手順

と指針を確立する必要がある。 

 定期点検および各種機器の校正を含めた、すべての機器に対する点検日程。 

 要員非常召集のための緊急連絡先を含めた経営層へのエスカレーション手順。 

すべての保守作業は、対象となる構成要素全体に精通し、それらすべての相関性を十分に理解した者が、注意深く計

画し実施しなければならない。運用保守方針の一環として、年間の保守および点検すべての優先順位と実施順序を

決めて計画を策定することが望ましい。 

冗長な要素またはシステム（クラス 2 以上）を備えたデータセンターについては、同一システムの主系および副系、また

はミラー化された複数要素に対し同時に作業する計画としないことが特に重要である。 

17.2.4 追記情報 

データセンター構成要素の保守要件根拠は、電気通信や電気系統に関する法令や規格から、特定の機器に特化し

た構成要素（例えば、CRAC、フリーアクセスフロア設置、ハードウェアの施錠）の製造者要件まで、多岐にわたる。 

17.3 データセンター構成要素の保守点検 

本項では、データセンターまたはその設備に影響を及ぼす可能性のある設備の保守点検についての指針を示すが、当

該設備の保守点検に関する全ての適用される要件はこれに限らない。一部の保守点検に伴う支障（例：設備の保

守停止）は、該当する設備の設計をクラス 3 以上に必要な要件を満たすように設計することで緩和できる。 

17.3.1 一般的な必須事項と推奨事項 

17.3.1.1 必須事項 

少なくとも、構成要素に関する適用可能な AHJ の要件と製造者仕様を、該当する保守作業に適用する。適用可能

な場合、（電気設備、HVAC 等の）設備の保守点検作業は、特定の種類の機器について訓練を受けている（そし

て認定が利用できる場合は認定を受けた）十分資格のある、（以下のうち必要とされる全て）免許を受け、保証さ

れ、保険を付保された電気技術者/技能者が行うこと。 
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17.3.1.2 推奨事項 

予定外保守の必要性を最小限に抑えるために、システムの全要素を高信頼度設計とすることが望ましい。可能ならば、

作業するための要素のダウンタイムは、それが予防保全 (preventitive maintenance)か事後保全 (remedial 

maintenance)かを問わず、最小限にすることが望ましい。 

システムの点検には、システムが適切に動作することを保証するために、構成要素の定期試験を含めることが望ましい。

電気系統が、1 つまたは複数の商用電源が喪失した際にすべての重要負荷に電力を供給しつづけるように設計されて

いるとしても、点検により露呈した欠陥によりシステム停止を引き起す恐れがあるため、バックアップシステムの点検日程

は営業時間外に組むことが望ましい。 

17.3.2 電気系統の保守 

17.3.2.1 序文 

稼働するデータセンターを支えるには、多くの電気設備が必要である。こうした設備の一部は、他の設備より頻繁な保

守が必要である。発電機、蓄電池、および UPS システムは、製造者が定めた、あるいは業界標準の周期で定期保守

をしなければならない。 

Appendix I には、NFPA、IEEE、その他の電気設備保守に関する規格団体による、広く流通する多くの規格の一覧がある。 

17.3.2.2 必須事項 

すべての電気作業は、AHJ が義務付けるとおり、安全に関するものを含むすべての適用可能な法令諸規則に従って完

了させること。 

活線交換が可能な部品の交換等の保守作業は、当該機器がそのように設計され、手順が定められている場合に限り、

訓練された作業員が行うことを条件に許可する。 

点検は AHJ の定めに従い、以下を含めることが望ましい。 

 製造者仕様と AHJ に準拠して行われる、UPS と発電システムの定期保守点検 

注： 『NFPA70B』等の規格では、電気設備の予防保守(EPM)を効果的に行うことの重要性を強調しており、

UPS については通常点検を半年毎に行うことを推奨しているほか、追加で巡視、測定、そして試験をすることが望ま

しい項目も提示している。 

 AHJ が求める非常用照明の動作確認 

 AHJ が求める BAS および火災警報システムの動作確認 

発電機は AHJ の要件を満たすように試験し、発電機の製造者の推奨事項に従って保守しなければならない。ロードバ

ンクによる試験で、重要負荷を危険にさらす可能性を防止できる。ただし、現地の法令規則により実負荷試験が必須

となる場合がある。 

注： 『NFPA 110』等の規格は、発電機の保守および試験についてさらなる推奨事項を示している。 

17.3.2.3 推奨事項 

電気設備の保守および機能確認点検の安全な実施は、製造者の手順に従うことが望ましい。さらに、機器製造者が

定めた通りに点検を実施する。 

AHJ が定めたものに追加する点検項目および推奨事項には以下を含む。 

 すべての電気的接続部の締め付け 

 電気抵抗の増加か温度上昇として現れる接続部のゆるみや接触不良、および負荷不平衡を特定するため

に、赤外線サーモグラフィ検査を年 1 回行うことが望ましい 
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 全ての電源コンセントおよびコンセントバーに回路識別 ID（PDU、RPP、ブレーカ単位等で）が正しくラベリ

ングされている 

 すべての安全対策が実装され稼働中である 

 制御盤・PDU の扉およびカバープレートが設置され、適切に機能する 

 UPS システム内の蓄電池の監視を検討する 

 照明システムを確認し、電灯類を必要に応じて交換する 

 発電機の燃料の品質を毎年チェックする 

 蓄電池の点検は、IEEE 規格が推奨するとおりに行うことが望ましい 

すべての電気設備は設置時だけでなく、稼働期間を通じて定期的に点検することが望ましい。点検は機器ごとに加え

て、システム全体として実施し、機器間の互換性と適切な相関が設計意図通りである事を確認することが望ましい。点

検間隔は、長くとも製造者推奨に準じること。点検により大きく消耗する機器または装置（蓄電池等）は、製造者推

奨よりも短い間隔で点検しないことが望ましい。実施に高いリスクを伴う機器または装置の点検については、製造者の

推奨に従うことが望ましい。 

17.3.3 HVAC および空調設備の保守点検 

17.3.3.1 必須事項 

HVAC 設備は製造者の定めに従い保守を行わなければならない。 

17.3.3.2 推奨事項 

市場に多数流通している環境監視ツールは、LAN 上で動作し、監視センターにコンピュータ室内環境監視情報を提

供する。監視要員は、上記の情報を基にコンピュータ室の状態が、しきい値に近づき始めた際に対策を講じることができ

る。 

すべての空調設備は設置時だけでなく、稼働期間を通じて定期的に点検することが望ましい。点検は機器ごとに加え

て、システム全体として実施し、機器間の互換性と適切な相関が設計意図通りである事を確認することが望ましい。点

検間隔は、長くとも製造者推奨に準じること。点検により大きく消耗する機器または装置（蓄電池等）は、製造者推

奨よりも短い間隔で点検しないことが望ましい。実施に高いリスクを伴う機器または装置の点検については、製造者の

推奨に従うことが望ましい。 

17.3.4 通信配線および配線経路上の保守点検 

17.3.4.1 序文 

一度構築されたケーブリングシステムは、ストラクチャードケーブリングシステムがデータセンターの所在地における適切な

法令と規格を満たして設計・構築されている限りにおいて、通常まったく保守を必要としない。適切に構築されたケーブリ

ングシステムは、破断の原因となる外力がない限り、通常の使用で壊れることはない。 

17.3.4.2 推奨事項 

ケーブルアクセスと保守点検のために必須な空間の確保は、データセンター内の構造化配線の保守点検のために最も

重要な要素である。ケーブルの経路と空間は、適切な規格を満たして設計、敷設し、推奨されたケーブル占有率に従

うことが望ましい。データセンターで起こる構成および設定の変更時に通常発生する、移動、追加、変更用に十分な空

間があることが望ましい。 

ケーブリングシステムは、ケーブルの劣化、割れ、摩耗、過熱、変形、ぜい化、ずれ、さび、そのほかの酷使や老朽化の

兆候について、定期的に検査することが望ましい。定期点検に加えて、移動、追加、変更が行われた際には、配線とそ

のインフラの目視確認を行い、必要に応じて補修または交換することが望ましい。 
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十分な整線手段を確保し、パッチケーブルの乱雑な配線を防止することが望ましい。パッチケーブルの乱雑な配線は、

構造体（キャビネットやラック等）に限らず、収容される配線や機器の保守点検の妨げとなることもある。 

保守のための機器へのアクセスについて、ITE により前面または背面に限られる場合があるため、機器の設置個所につ

いては前面と背面の両方からのアクセスを可能とすることが望ましい。ロボット式テープストレージ等の特別な周辺機器

では、その内部サブシステムや構成部品の複雑さや大きさから、前面、背面、側面からの保守アクセスを必要とする場

合がある。別途指定の無い限り、1m（3ft）以上の保守空間を、前面と背面の両方に確保することが望ましい。 

保守点検時における、前面および背面のキャビネット扉の取り外しは、以下に対しては推奨しない。 

 扉に取りつけられた換気ファンを利用するキャビネット 

 適切な空気循環のために、扉の存在が不可欠なキャビネット 

 キャビネットの内部に未訓練・未承認の要員がアクセスできないようにするために、キャビネットを施錠するデータ

センター 

 美観が求められるデータセンター（例えば、クライアント見学ツアー、ショーケース） 

液冷式キャビネットは、そのキャビネット内で大きな熱負荷が発生するため、アクセスと保守に特別な手順が必要となる。

これにマウントされている機器への冷却喪失の影響を抑えるために、扉開放時間は慎重に計画しなければならない。 

フリーアクセスフロアを使用している場合は、床タイルおよび床システムの不安定化や安全上の問題を防止するために、

保守することが望ましい。フリーアクセスフロア下の空間は、1）粒子状物質（砂粒や粉塵等）の堆積、2）汚損（錆

やカビ等）の発生、そして 3）室内環境（温湿度等）の悪化 を防止するために保守することが望ましい。 

17.3.5 IT 機器および IT システムの保守 

17.3.5.1 序文 

データセンターの IT システムには、小型サーバとして 1U からブレードサーバシャーシモジュール、また数台のキャビネットを

使用し、1.7m2（18ft2）以上もの床面積を必要とする大規模なマルチプロセッサシステムまで、多様な機器構成があ

る。 

小型スイッチの保守は通常、欠陥が見つかった場合にユニット全体を交換することで行われる。一方、大型の事業用の

スイッチは、複数の「ブレード」と冗長な電源装置を備えたシャーシで構成されている。このような大型スイッチの保守では、

欠陥のある個々のブレードあるいは電源装置を交換する必要がある。一部のシステムでは、保守停止を伴わずに半永

続的に連続動作するよう、ホットスワップ可能な構成部品を冗長構成で備えた状態で発注できる。 

17.3.5.2 必須事項 

データセンターへの設置を予定している全ての機器およびシステムは、製造者推奨の導入仕様書を備え、そのデータセ

ンターに導入される各システムに必要な保守スペースを決定しやすくするために、設計者、機器構成責任者、設備責

任者が事前にそれらを確認しなければならない。大多数の機器やシステムには、保守点検用の文書、ウェブベースのテ

クニカルサポート、あるいは不良部品の郵送交換から保守技術員の常駐に至るまでの保守点検プログラムが用意され

ている。 

ITE にアクセスし、必要な保守を行うために必要な空間を確保しなければならない。 

ITE の保守点検の終了後には、ケーブルの位置や経路を元の状態またはそれよりも良い状態に復旧し、パッチケーブル

の輻輳を最小限とする。 

17.3.5.3 推奨事項 

ITE の保守点検作業のための空間は、当該機器が実装された場所以外の、コンピュータ室内または室外の空間であっ

ても良い。 
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IT および電気通信システムの適切な運用のためには、実際の保守作業を工場認定技術者か訓練を受けた技能のあ

る現場要員が行うかを問わず、製造者推奨の保守計画の順守が重要である。 

17.3.6 データセンターの建物設備の保守点検 

17.3.6.1 防火及び消火設備 

すべての消火システムは、適切に訓練を受け、承認された有資格者のみが保守を行うこと。 

『NFPA 2001』や『ISO 14520』等の規格は、消火システム用の検査、保守、点検、および訓練を概説しており、消火

システムの保守の指針として従わなければならない。ただし、現地の AHJ による別段の規定がある場合はこの限りでは

ない。 

17.3.6.2 セキュリティ設備 

セキュリティ計画の中に示した保守点検方針および手順を、保守点検計画に含めることが望ましい。こうしたシステムの

保守対応者を現場保守要員または現地のセキュリティシステム事業者のいずれに任せるかは、確立されたセキュリティポ

リシーと稼働中のセキュリティシステムの複雑度合いに応じて判断する。 

すべての保守は、導入されているセキュリティシステムの種類に依存し、利用可能なシステムやセキュリティシステムの重

要性も多様であることから、保守の実行者は適切な専門家のみであることが望ましい。 

注：  予防保守は、最新鋭のシステムでは単独では不要であり、是正保守と併せて行われることが多い。 

17.3.6.3 監視および管理システム 

監視および管理システムの保守要件は、当該システムの接続されるシステムに影響されることがある。監視および管理

システムの保守点検は、当該システムの保守について訓練または認定を受けた要員が実施することが望ましい。 

システムが統合されている場合は、要素となる各システムの保守点検手順とは別に、専用の保守点検手順が必要とな

る場合があり、これらは保守点検計画に明記することが望ましい。 

17.4 保守記録の保存 

17.4.1 推奨事項 

保守記録の保存は必須ではないが、保守履歴、基準値、データトレンドなどを確立するための有用な方法である。 

記録の保存は、保守対象の各装置やシステムについて、紙の保守記録を保管するというように簡単にできる。だが保守

データベースであればより効率的に保守記録を追跡できる。 

一部の市販の産業用保守ソフトウェア製品の中には、データセンター内の保守記録の追跡や設備管理等の特定の用

途にカスタマイズできるものもある。 

保守作業を追跡するためにソフトウェアを使うことで、履歴、基準値、データトレンドを確立し、保守対象の要素やシス

テムの更新時期を判断できる。つまり、履歴、基準値、データトレンドにより、特定の要素あるいはシステムが予想より短

い寿命か否かを判断しやすくなる。保守要員が故障しがちなシステムを保守し、どの部品や要素を在庫とするべきか、そ

れらがいつ必要になり得るかを知る上で、履歴、基準値、データトレンドは有用である。 

17.5 保守業務委託契約 

17.5.1 推奨事項 

保守業務委託契約では、組織と請負業者間の条件を明確に定義することが望ましい。業務範囲（SoW）を定める

書面の同意書を使用することで、誤解や行き違いを排除できる。 

保守業務委託契約には以下を含める必要がある。 
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 行うべき業務および当該業務の頻度（例：毎週、毎月、毎四半期） 

 保守業務委託標準サービス契約の価格および標準サービス契約外の追加サービスの費用（例：営業時間

外あるいは週末対応） 

 いずれかの当事者により、どの条件で契約が解約できるかについての条件 

同一設備内で、異なる請負業者がシステムの異なる要素を担当する可能性があるが、次の情報はすべての保守業務

委託契約の統一要素として含めることが望ましい。 

 対象となる設備 

 その組織の業務に影響せずに作業が履行できる通常作業日時 

 委託対象のシステムの通常保守作業に要する、時給並びに作業資材および部品 

 請負業者の拠点へ対応依頼した場合に望まれる対応の種類（例：コールバック、現場出向）およびそれら

の所要時間 

 請負業者への通常営業時間外になされる連絡も対象に含めた、請負業者との連絡手段 

 システムまたは装置異常のカテゴリ分けと、それに応じた緊急対応の内容 

 提示された契約に従い保守業務委託されるシステムおよび関連装置すべての詳細な一覧 

17.5.2 ESS の保守業務委託契約の条項例 

例えば、ESS に関する標題の契約には以下を含むことが可能である。 

 電力供給 

 感知器の仕様とそれらの設備内での具体的な設置位置（例：動体検知器、ガラス破壊検知器、火災報

知器、煙感知器） 

 制御盤およびデータ収集盤 

 サーバ、ワークステーション、プリンタ、ネットワーク機器、関連する周辺機器 

 監視カメラの種類と仕様の一覧（固定型またはパン・チルト・ズーム型（PTZ）、インターネットプロトコル

（IP）またはアナログ）、筐体、ドーム、記録装置、カメラ制御装置、表示モニタ 

 無停電電源装置（UPS）および関連する電力調整器およびサージ防止装置 

 電気的扉施錠装置の種類と仕様の一覧（例えば、ストライク、電磁ロック、ハンドル付電気式埋め込み錠、

シアロック（shear lock）） 

 通信装置（例：緊急用電話、双方向型インターホン、片方向型ページングシステム） 

 音響およびその他の緊急通知装置 
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Appendix A 設計プロセス（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

A.1 序文 

情報伝達と文書化が、データセンターの空間、電力、冷却要件の計画において重要である。行き違いは、専門分野間

の情報伝達が不十分なために起こるのが一般的である。例えば、「W/m2 または W/ft2」という仕様は、適切でない可能

性がある。想定される「最終状態」における様々な種類のキャビネット当たりの kW についての計画と情報伝達がより具

体的になれば、より高いレベルの成功につながる可能性がある。 

A.1.1 従来の A/E 設計プロセス 

既存の商用建物用の建築/設備（A/E）設計プロセスには、必要とされるさまざまな機能エリアを特定する、領域設定

が含まれる。この作業では通常、建物または設備の設計者、各機能エリアのエンドユーザと協議し、エンドユーザが占有

している既存スペースを調査する。 

一度、「人」用空間と「人」の流れが特定されたら、建物または設備の設計者がさまざまな技術部門と共に、サポートイ

ンフラ用の適切な空間（例えば、電気、空調機器の空間）を決定する。 

領域設定のすべてが完了したのち、本プロセスは設計フェーズに移行する。 

設計フェーズでは、計画の策定、基本設計、詳細設計、実施設計文書の作成を行う。これらの設計作業はすべて、

IT からの設計インプットなしで行われることが多い。しかし、その場合、希望する電気通信ケーブリングシステムを、通信

スペースと経路に適切に収められなくなる可能性がある。 

 

作業名 

2019 2020 2021 

第 4 

四半期 

第 1 

四半期 

第 2 

四半期 

第 3 

四半期 

第 4 

四半期 

第 1 

四半期 

第 2 

四半期 

設備設計フェーズ 
       

 概念設計        

 基本設計（SD）        

 詳細設計（DD）        

 実施設計文書の作成（CD）        

設備施工フェーズ 
       

 入札フェーズ        

 施工        

IT 設計および導入 
       

 ニーズ評価        

 IT インフラ設計        

 RFP フェーズ        

 IT インフラ導入        

 

Figure A-1 従来の A/E 設計プロセス 
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A.1.2 従来の IT 設計プロセス 

従来の商用スペース用の IT 設計プロセスは、設備の物理設計が完了して数週間後に開始されることが多い。 

この技術プロセスには、関係各者の具体的な IT 要件を特定するニーズ評価が含まれる。 

このニーズ評価の完了後、IT 設計は詳細な設計および RFP 策定に移行する。 

IT 設計作業は、建築および設備設計チームと調整されずに行われてしまうことがある。これらの設計作業はすべて、IT

からの設計インプットなしで行われることが多い。しかし、その場合、希望する電気通信ケーブリングシステムを、通信スペ

ースと経路に適切に収められなくなる可能性がある。 

 

作業名 

2019 2020 2021 

第 4 

四半期 

第 1 

四半期 

第 2 

四半期 

第 4 

四半期 

第 1 

四半期 

第 2 

四半期 

第 4 

四半期 

設備設計フェーズ 
       

 概念設計        

 基本設計（SD）        

 詳細設計（DD）        

 実施設計文書の作成（CD）        

設備施工フェーズ 
       

 入札フェーズ        

 施工        

IT 設計および導入 
       

 ニーズ評価        

 IT インフラ設計        

 RFP フェーズ        

 IT インフラ実施        

 

Figure A-2 データセンターの A/E 設計プロセス 

 

A.1.3 データセンター設計プロセスの必須事項 

データセンターは設備的にも IT 技術的にも複雑な施設であり、従来の商業用施設と同様の方法で設計することはでき

ない。 

この設計プロセスは、IT（ネットワーク、サーバ、コネクティビティ）要件および設備要件（電力および冷却）を完全に

理解してから始めなければならない。データセンターの設計プロセスは、「人」の空間と流れをそれほど重視せず、ネットワ

ークとコンピュータ機器の空間と流れを重視する。こうして、本プロセスは建築設計作業の前に、エンジニアリング作業と

共に開始されるようになる。 

ユーザまたはアプリケーション要件：ユーザ要件とアプリケーション要件の両方が、データセンターの信頼性を求める傾向

がある。この設計プロセスは、データセンターによって支えられる人とアプリケーションの可用性と運用要件に関するデータ

を収集し、それに基づいて空間を設計しなければならない（可用性の計算については Appendix B の指示参照）。 
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A.2 プロジェクト実施方法 

A.2.1 設計・施工分離発注 

設計・施工分離発注プロセスは、建築および設備設計サービスと施工サービスを分離するプロジェクト実施方式である。 

エンドユーザまたは施主は、設計および施工サービス用に別々の契約書を締結することができる。A/E 設計サービスと施

工サービスは、どちらも特定または不特定の応札者との価格交渉または競争入札を行い、費用、経験、スケジュール、

その他のエンドユーザ要件に照らし回答を評価することができる。 

設計・施工分離発注プロセスは、建築/設備チームによって完成する設備全体の設計と、実施設計図および仕様一式

からなる成果物で構成される。 

次にこれら実施設計図（CD）は、施工業者らに見積りまたは競争入札のために発行される。入札環境では、入札を

許される施工業者は以下のいずれかに当てはまること。 

 エンドユーザに指名されている 

 入札書類の発行前に、資格認定プロセスを通じて選ばれている 

事前に定めたユーザのニーズおよび予算を元に作成された入札書類が、入札に関心のある全施工業者に発行される。 

建築/設備チームは通常、定期現場調査を含めた施工管理に参加し、工事進捗および入札書類と仕様へ準拠して

いるかを評価する。 

A.2.2 設計・施工 

設計・施工プロセスとは、単一の組織、すなわち設計施工業者が、建築設計、設備設計、施工のサービスすべてを 1

つの契約に基づいて提供するプロジェクト実施方式である。 

設計・施工プロセスは、コンサルタントがプロジェクトの大まかな範囲を策定するための計画を作成する事から始める。次

に、設計および施工サービスを完了させるために、ゼネコンが見積りまたは競争入札のいずれかを通じて選ばれる。 

設計・施工プロセスにおける幹事会社は、ゼネコン、建設管理会社、またはコンサルティング会社のいずれかが務める。

各プロジェクトで、その幹事会社が実施する作業範囲はさまざまである。エンドユーザが求めるとおりにプロジェクトを完了

させる経験を有するチームをまとめることは、その幹事会社の責任である。 

設計・施工プロジェクト実施方式は、スケジュールがプロジェクトを成功させるための最優先の要素である場合に利用さ

れることが多い。また、スケジュールが優先されない場合でも構わない。 

注：  より詳しい情報は、Design-Build Institute of America（www.dbia.org）から入手可能。 

A.2.3 施工管理 

施工管理（CM）プロジェクト実施モデルは、報酬ベースのサービスまたはリスクベースのサービスのいずれかである。施

工責任者は、施主に対して責任を負い、施主とのみ契約する。施工責任者は、プロジェクトのさまざまなフェーズを通じ、

施主の利益を代表する。 

このCMモデルは、建築および設備設計サービスを施工サービスと分ける点で、設計・施工分離発注モデルと似ている。

また、CM が設計プロセス全体を通じて、施工業者の視点を代表する点で設計・施工モデルとも似ているが、CM は施

主に対してのみ責任を負い、施工フェーズ中のバリューエンジニアリング（VE）を通じた金銭的なインセンティブを一切

持たない。 

CM 実施モデルの長所を最大限生かすために、所有者は CM を、概念策定設計フェーズにおけるプロジェクトの最初期

に参加させるべきである。 

この CM 実施モデルは、施工サービスを調達する際に施主に柔軟性をもたらす。 

http://www.dbia.org/
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 施主は、ゼネコンと請負業者すべてが、1 つの元請業者を通じて契約する単一の契約により、CM が管理する

施工サービスを調達できる。 

 また施主は、ゼネコンと主要な請負業者（電気および空調）が施主と個別に直接結ぶ複数の契約により請

負業者施工サービスを調達できる。施主と結ぶ複数の契約は、CM が管理する。 

報酬ベースの CM モデルでは、CM は固定料金によって施主と契約をし、すべての施工契約は施主と施工業者の間で

交渉される。 

リスクベースの CM モデルでは、CM が施主に対し、最高限度保証額（GMP）で施工プロジェクトを実施する。このモ

デルは、設計フェーズでは施主に対し施工コンサルタントとして、さらに施工フェーズでは元請であるゼネコンとして機能し

ている。 

注：  より詳しい情報は、Construction Management Association of America のウェブサイト（http://cmaanet.org）か

ら入手可能。 

A.3 設備設計フェーズ 

A.3.1 計画および概念策定 

次の作業は通常、計画策定フェーズに組み込まれる。 

 データセンターの IT および通信インフラ要件定義 

 設備プログラミング 

 配置図/動線図 

 プロジェクト工程 

 プロジェクト予算策定 

 ライフサイクルコスト算定 

 採算性調査 

 監督機関との相談/審査/承認 

 利用用地選定/分析利用 

 環境調査ならびに国や市の要件および許可要件 

 電力要件および可用性 

 エネルギー検討 

 既設設備調査 

 顧客提供データの調整 

 プロジェクト管理関係のサービス 

 プレゼンテーション 

 マーケティング検討 

 プロジェクト資金調達 

 特別検討 

 リゾーニング支援 

 プロジェクトプロモーション 

 法的調査 

 地質分析 

A.3.2 基本設計（SD） 

次の作業は通常、基本設計フェーズに組み込まれる。 
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 顧客提供データの調整 

 プログラムおよび予算評価 

 設計代替案のレビュー 

 建築基本設計 

 基本設計の図面と書類 

 概算建築費の明細 

 顧客との協議 

 内装設計概念 

 特別検討（例：将来設備、環境への影響） 

 特別な提出物またはプロモーションプレゼンテーション 

 特別なモデル、視点、コンピュータプレゼンテーション 

 プロジェクト管理 

 監督機関との協議 

 IT および通信インフラの概念設計書類 

 基本設計概念 

 空調設計概念 

 電気設計概念 

 土木設計概念 

 景観概念 

 概算費用の明細 

A.3.3 詳細設計（DD） 

次の作業は詳細設計フェーズに組み込まれるのが通常である。 

 顧客提供データの調整 

 設計調整 

 建築詳細設計 

 詳細設計図面と書類 

 顧客との協議 

 内装詳細設計 

 特別検討/報告（例：計画しているテナントまたは貸スペース） 

 プロモーションプレゼンテーション 

 モデル、視点、コンピュータプレゼンテーション 

 プロジェクト管理 

 監督機関との協議 

 IT および通信インフラの詳細設計書類 

 構造詳細設計 

 空調詳細設計 

 電気詳細設計 

 土木詳細設計 

 景観詳細 

 詳細な建築費用見積もりまたは数量調書 

 予算と見積費用のすりあわせ 
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注：  より詳しい情報は、Design-Build Institute of America（www.dbia.org）から入手可能。 

A.3.4 先行購入 

 長納期品の一覧を確定する 

 先行購入品の仕様書を作成する 

 長納期品物の値上がり可能性を考慮し、設備施工書類発行前に当該品目を入札または調達する 

A.3.5 実施設計文書の作成（CD） 

次の作業は通常、実施設計文書の作成フェーズに組み込まれる。 

 顧客提供データの調整 

 プロジェクト調整 

 建築実施設計図書（実施図、施工契約書雛形および仕様書） 

 図書のチェックと調整 

 顧客との協議 

 内装実施設計図書 

 入札別案の詳細および特別入札文書 

 プロジェクト管理 

 監督機関との協議 

 低圧/電気通信ケーブリングシステムの入札文書 

 構造実施設計図書 

 機械実施設計図書 

 電気実施設計図書 

 概算費用の明細 

 土木実施設計図書 

 景観図書 

 詳細な建築費用見積もりまたは数量調書 

 予算と見積費用のすりあわせ 

A.4 IT 設計フェーズ 

A.4.1 ニーズ評価 

次の作業は通常ニーズ評価フェーズに組み込まれる。 

 IT プロジェクトの完了に至るまでの作業項目、時間枠、責任分担の概要を示したプロジェクト計画を作成する 

 IT および事業部門のニーズを洗い出すヒヤリングを実施する 

 既存の IT システムを再検討する 

 IT および設備要員と協議し、プロジェクト完了時にデータセンターインフラの各部を担当するグループを決定す

る 

 予期される需要予測および新技術を検討する 

 時間枠、構築予算、運用予算を検討する 

 データセンターIT/通信インフラ要件書を作成する 

 ニーズ評価分析中に出てきた事業上の推奨事項を作成する 

A.4.2 設計分析 

次の作業は通常、設計分析フェーズに組み込まれる。 

http://www.dbia.org/
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 ニーズ評価フェーズ中に得られ記録された全情報を再検討、評価、順位づけする 

 ベンダへ要求する資格要件、IT アプリケーション、必要なインフラ、業界標準規格とベストプラクティス、予算、

その他関連情報のバリデーションを、そのプロジェクトの利害関係者と行う 

 データセンターの IT・通信インフラの概念設計を作成する 

A.4.3 調達 

次の作業は調達フェーズに組み込まれる。 

 詳細な IT・通信インフラを設計する 

 詳細な仕様および図を含めた、IT ベンダのサービスに関する RFP の草案を作成し、さらに RFP には、プロジェ

クト体制、期待される大工程、現在の施工スケジュール、担当表も含めるべきである 

 全ての入札回答に対して、それらの正確性と完全性、および費用、技術、サービスの資質について、分析して

評価する 

 選定プロセスや、最終契約の見直しと交渉を支援する 

A.4.4 施工 

次の作業は施工フェーズに組み込まれる。 

 プロジェクト管理サービスを提供し、IT ベンダの業務委託契約実施を促進する 

 ベンダが提出した手順、プロセス、保守記録および書類を再検討するために、定例進捗会議を主催し、エンド

ユーザが確実にサービスの契約に示されたサービスとサポートを受けられるようにする 

 IT ベンダが提供する測定やベンチマークサービスにおいて、エンドユーザを支援する 

A.5 コミッショニング 

次の作業はコミッショニングフェーズに組み込まれる。 

 概念書で明示されている基本設計を反映した設計趣旨書の提出を、著名な A/E 事業者に依頼する 

 電気・空調要素の動作シーケンスの提出を依頼する 

 動作シーケンスと制御方法の協調を再検討し、SCADA と建物オートメーションシステム（BAS）の構成およ

びセンサ位置を見直す 

 個々の要素の始動前に、施工業者が署名するシステム準備チェックリストを用意する 

 各システムの各要素に関する検証試験の手順を用意し、見つかった異常を記録する 

 通常、異常、保守の各モードについて統合システム試験とコミッショニング試験を完了させ、サーバシミュレータ

ロードバンク等の模擬負荷をかけ、データセンターの負荷搬送要素全体を十分に試験する 

 電気・空調システムの動作に関するベンチマークを提供する性能評価書をもって、コミッショニングフェーズを完

了する。是正作業報告書もこのフェーズで作成される可能性がある 

A.6 データセンター図書 

A.6.1 推奨事項 

データセンター図書には以下を含まなければならない。 

 施工および実装 

– 契約書類 

o 入札/見積依頼書 

o プロジェクトスケジュール 

＜次頁に続く＞ 
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o 仕様書 

o 平面図 

o 外構図 

o 電気通信ケーブリングシステム図 

o 機器レイアウト図および詳細図 

o ラックおよびキャビネット立面図 

o ケーブル経路詳細図 

o 施工変更依頼書 

– 竣工図 

– 施工管理報告書 

– 試験報告書 

– 残件リスト報告書 

– 運用保守（O&M）マニュアル 

– 完了、承認、承諾証明書 

– 建物占有許可証 

 システムの資産台帳および、構成データベース等の管理書類の継続的な更新管理。これらは移設計画書の

起点として使うこともできる。 

 システムやアプリケーションの依存関係を含めた、機器、システム、およびアプリケーションの資産台帳等の移設

計画書。 

A.7 既存の施設の評価 

データセンターの計画において既存の施設をもとに設計する場合、既存の施設の調査と評価が不十分な場合、プロジ

ェクトの費用超過や遅延、データセンターが想定する容量や性能を発揮しない等の問題を発生させる場合がある。既

存の施設の評価を行う際には、調査結果を設計判断に反映させる観点から、以下の項目を評価することが望ましい。 

 事業継続性 

– 既存建物の現行容量と、データセンターの最大容量の特定  

– 既存建物の定格と、データセンターの定格を、発注者の現在のニーズと比較する 

– 災害復旧計画ならびに主要な障害や災害に対する復旧性能を、発注者の現在のニーズと比較する 

 建物および建築要素の状態 

– データセンターの物理セキュリティ（例：電子的システム、建築物によるセキュリティ、車止め） 

– 構造上および建築上（例：フリーアクセス床、リフト）の耐荷重 

– 機器搬入経路における可搬寸法ならびに荷重 

 データセンターの主要設備（例：空調、電力、コネクティビティ）の状態 

– 既存の公共インフラサービスの確認（例：電源インフラ、水道、ガス、等の可用性と費用） 

– 既存のシステム全体および要素ごとの可用性の実績と、設計値ならびに発注者のニーズとの比較 

– 既存のシステム効率指標の実績と、設計値ならびに発注者のニーズとの比較による見直し 

– 既存の機器の保守サポート体制、経年、保守性、および保証のレビュー 

– 「リフレッシュ」を必要とする陳腐化した技術および製品の特定 

 補助的な設備および付帯設備の状態 

– 現状のシステムの、設計値ならびに発注者のニーズを踏まえた比較  

– 既存の機器の保守サポート体制、経年、保守性、および保証のレビュー 

＜次頁に続く＞ 
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 運用上のパフォーマンス 

– 運用上のパフォーマンスの、設計値ならびに発注者のニーズに対しての評価  

– 設計要素に該当する部分について、データセンターの運用手順（例：要員、ポリシー、保守点検手順）

の現状をレビュー 

– 必要に応じて実施する項目 

o データセンターの物理セキュリティの現状（例：インシデント報告書、監視システム、アクセス管理ロ

グ）をレビュー 

o 運用上のあらゆる文書のレビュー  

o 安全手順（例：機器のロックアウト／タグアウト手順）とその文書をレビュー 

上記はデータセンターの設計のための評価の一環として列挙したが、これらの項目は既存のデータセンターの現状を文

書化し、設計意図や発注者の要件を満たしていない領域の特定にも利用できる。 
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Appendix B 信頼性および可用性（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

B.1 序文 

B.1.1 概要 

人々は、情報へ毎日いつでもアクセスできることを当然と思うようになった。インターネットだけでなく従来のビジネスや行

政も、いまや 24 時間 365 日稼働している。通常、24 時間 365 日稼働するものとしては、銀行システム、クレジットカ

ード会社、緊急救命センタ、通信ネットワーク、医療システム、夜間配送業、大規模多国籍企業、その他国際機関

等が挙げられる。ミッションクリティカルなデータセンターへの依存は、日常生活における情報およびデータ処理による 24

時間 365 日稼働の支援と共に拡大してきた。 

しかし、ミッションクリティカルなデータセンターは従来の建物（例：住宅、商店、事務所）との差異に起因する追加の

配慮と計画が必要になる。以下のデータセンターやミッションクリティカル設備の基準の一部を例にとる。 

 ミッションクリティカル電力要件は、いかなる従来の建物タイプよりもはるかに大きい。通常のオフィス用建物への

供給電力は、約 110W/m2（10W/ft2）であるが、ミッションクリティカル設備では、650W/m2（60W/ft2）か

ら時には 2,200W/m2（200W/ft2）あるいはそれ以上に達することもある。 

 電気・空調設備用スペース対利用可能スペースの比率は、通常の建物では 1:3 から 1:4 の間だが、データセ

ンターでは 1:1 近くになる。 

 ミッションクリティカル設備のコストは、そのコストと設計が電力および冷却要件で決定されるため、一般的な建

物に発生するコストの 4 倍にまでも跳ね上がる可能性がある。 

こうした数字は深い意味を持つ。ミッションクリティカルな電力、冷却、ネットワークシステムは、「冗長構成」と呼ばれる考

え方に基づく。これは、あらゆる重要なシステムについて、二重のシステムを配置することで、一方が修理、保守、試験

等で停止している間もサービスを提供可能とするという意味である。 

さらに、IT ダウンタイムにつながる天災・人災のリスクからは、強固な建物外皮および十分なサイトの設備容量の必要性

が導き出される。重要システムを継続的に運用する場合、信頼性を確保するため、システムの冗長化の導入などを、

慎重に検討する必要がある。要は、一度のシステム停止で収益を生み出す事業の継続性が損なわれ、顧客の信頼を

失い、その停止が広範囲に及べば事業の存在そのものが脅かされる恐れがある。今日の産業社会を支える IT システム

に混乱が生じれば、そのサービスの性質や場所次第では、人命が失われたり、地域社会が危険にさらされたりする。 

24 時間 365 日の稼働を求められるミッションクリティカルサービスにおいては、サービスを支える基幹業務を維持するため

の包括的戦略が求められる。上記に準ずる相当高度な基準として、多くの中小企業においても、少なくとも週 5 日、1

日 12 時間の高稼働が求められている。ミッションクリティカル設計のバリエーションは、各ユーザの要件に基づく。用地選

定基準に始まり、建築、設備、ネットワーク、IT システム、および運用の設計の各レイヤを通して設計を進める際には、

信頼性と停止リスクの低減を最優先事項として、設計プロセス全体を通じて熟慮、調整しなければならない。 

ミッションクリティカルデータセンターは、従来は注目されるプロジェクトではなかったものの、その設計の課題はますます複

雑で致命的になっている。新たな設計用語や語彙が生まれる上に、急速な進化により、建物システムと IT システムとの

桁違いに高度な協調および統合が求められている。こうしたデータセンターは単なるサーバウェアハウスではなく、精密な

環境制御と電力要件が求められる手術室や半導体工場に匹敵する。当直員による画面監視を含む、高密度で連

続した当直業務を踏まえて、業務スペースの設計にも対処すべき課題が存在する。 
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重要な設備設計の考慮事項の一部は、ミッションクリティカルな建物にとどまらない。電力自由化は、不確実性の原因

となっている。電力需要の増加が、電力供給源の信頼性を危うくしている。一部の電力事業者は、ミッションクリティカル

設備へ自身の電力供給能力に確信を持てない。IT 設備は、温度や電力の変動に非常に敏感になり得るので、電力

に関する懸念事項はますます注目されている。このことは、UPS システムを購入するだけで対処できる問題ではない。 

ミッションクリティカル設備を失敗作としないためには、設計開始前あるいは設計・調達・保守要件およびプロセスの策定

時までに、必要とする可用性および信頼性の水準を定義することが望ましい。可用性および信頼性要件水準を着手

前に定義できない場合、施工費、導入費、運用費がより高くなり、性能も一貫性を欠き、予測できなくなる。 

B.1.2 目標と目的 

本付録は、以下の戦略的目標に向けたミッションクリティカルデータセンター設計の概要を示すものである。 

 一貫した、費用対効果の優れたプロセスを確立する 

 最適な設計および実施手法を確立する 

 設計段階の用語を全組織的に統一する 

 ミッションクリティカルデータセンターのサービスを、開発あるいは評価するために使う性能基準を確立する 

さらに、本付録ではデータセンターの重要性を特定する手法を提示する。これはプロジェクトの目的と予算に見合った性

能水準を導き出す一助となる。着目すべきは、このツールを使うことで達成される推奨事項を経営層に提示し、その後

経営層は導入コストが正当であるか決定すべきである。 

本付録で提示した情報や手法では、事業継続に関する要件を考慮していない。例えば、企業によっては、可用性クラ

ス（B.6 項を参照）の高い単独のデータセンターよりも、より低いクラスの複数のデータセンターを活用する方がより有効

かもしれない。 

注：  複数データセンターを用いたアーキテクチャについての情報は Appendix E に記載。 

B.2 ミッションクリティカルデータセンターの概要の作成 

新規のミッションクリティカルデータセンターを設計する、または既設のそれを改良するプロセスには 4 つの段階がある。これ

らの段階は Figure B-1 に図示しており、以下で説明する。 

 

 

Figure B-1 ミッションクリティカル設備用のプロセス計画 

 
 段階 1：リスク分析 

リスク分析は直線的なプロセスである。ミッションクリティカルデータセンターの重要性の指標を確立するため、3

つの主要な要素を定義する。 

– データセンター内の分析対象となる区域の運用要件を把握する――定期保守のために運用を中断でき

る機会 

– 可用性要件を把握する――運用中のシステムまたはその一部の目標動作可能時間、および不測の運

用中断に耐える能力 

＜次頁に続く＞ 

段階 1： 

リスク分析 

段階 2： 

問題定義 

段階 3： 

ソリューション開発 

段階 4： 

施工 
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– ダウンタイムの影響を定義する――不測の業務中断の影響 

リスクの分析および軽減プロセスは B.3 項で述べる。リスク分析は、ミッションクリティカルデータセンター構築の残

りの 3 段階においての重要な参照先ともなる。 

 段階 2：問題定義 

リスク分析完了後は、IT ハードウェアを支えるのに必要なコンピュータ室スペース、電力および冷却能力（IT

機器密度を決定するために使用することが望ましい）、そして希望する冗長要件の観点から、データセンター

の特性を定義する。生成した情報は通常、データセンター概念設計に記録される。 

 段階 3：ソリューション開発 

目標とする可用性クラスの条件を満たし、固有の設計課題を解決するために、データセンターの概念設計を、

設計ソリューションに変換する。 

 段階 4：施工 

上記のソリューションは、目標とする可用性クラスに対応した実施方策を踏まえて構築すること。前記には維持

可能な可用性水準を保証するための、適切な保守および運用手順も含まれる。 

本付録の残りの部分は、リスク分析、およびデータセンターの設計可用性クラスを選択するための手法に関連している。 

B.3 リスク分析 

ダウンタイムのリスクの完全な除去は不可能だが、リスク低減は重要な計画要素となる。グローバル競争の時代には、ダ

ウンタイム問題を経営課題と捉えることが不可欠である。重要な IT 機能を支えるシステムの設計は、当該機能の重要

性と運用頻度との関係性に依存する。 

重要性は、機能不全や停止の影響を評価した当該機能またはプロセスの相対的な指標として定義される。運用頻度

とは、その機能またはプロセスの運用サイクルを回す間隔を表す。 

ミッションクリティカルデータセンターの最適な設計ソリューションを提供するための、いくつかの重要な要素を例にとる。

『NFPA 75』では、データセンター内の（環境、機器、機能、プログラミング、記録、および物資）保護のために 7 つの

検討事項を明示している。これらは、 

 当該機能が人命に与える影響は何か？例えば、システムが予期せず停止したとき、人命が危険にさらされる

か？該当する用途例として、自動安全装置、航空管制、緊急救命コールセンタなどが挙げられる。 

 天災、人災、IT 起因の災害による、不動産およびその来館者への脅威は何か？建物は 

– 消火設備を備えているか？ 

– 洪水区域内に位置しているか？ 

– 地盤の安定性を考慮し、耐震または制震工事が必要か？ 

– 竜巻またはハリケーンの頻発地帯に位置しているか？ 

 機能または記録の喪失による、組織への経済的損失はどれほどか？ 

 機器の破損または損壊による、組織への経済的損失はどれほどか？ 

 規制上あるいは契約上の影響があるとしたら何か？例えば、予定外のダウンタイムが地域への電話や電力の

サービス喪失につながった場合、政府からの罰則はあるか？ 

 停止したサービスが組織の評判に及ぼす影響はどうか？例えば、契約者は競合相手のサービスに乗り換えて

しまうか？ 

 サイト外の冗長 IT システム（例えば、スパコン、大規模並列システム、クラウドサービスプロバイダ、DR サイト、

バックアップデータセンター）へのアクセス方法は何か？ 

B.5 項に示した、データセンター設備の可用性クラスを決めるための方法論は、以上を総合的に検討し、妥当なリスク

管理戦略を定める。 
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B.4 可用性 

B.4.1 序文 

可用性とは、要素またはシステムが意図した機能を発揮する状態にある確率のことである。信頼性と似ているが、可用

性は要素かシステムの修理・交換が必要な故障以外にも、多くの事象から影響を受ける。 

B.4.2 可用性の計算 

可用性の計算にはさまざまな数式があるが、システムを含める計算の場合、可用性は、もっとも簡単な形式で、ある総

時間分の所定時間内に計測された動作可能時間の割合である（式 B-1）。 

 

 可用性 ＝ 
対象期間中の動作可能時間

対象期間の総時間
 (B-1)  

 

式 B-1 でシステムの可用性を算出できるが、計算結果からは計測された値を改善するために使用できる情報は得られ

ない。総時間を 2 つの主要要素（動作可能時間とダウンタイム）に分けることで、式 B-2 のようになる。 

 

 可用性 ＝ 
動作可能時間

動作可能時間＋ダウンタイム
 (B-2)  

 
式 B-2 は、観察または経験を通じて知ること（ダウンタイムの削減が可用性を高める）を数学的に証明するが、ダウン

タイムは、計画ダウンタイムと計画外ダウンタイムに分けられる。 

この 2 種類のダウンタイムを式 B-2 に代入すると、式 B-3 に示す式になる。 

 

 可用性 ＝ 
動作可能時間

動作可能時間＋計画ダウンタイム＋計画外ダウンタイム
 (B-3)  

 
つまり、式 B-3 から、一方または両方のダウンタイムを減らせば可用性を高められることがわかる。 

B.4.3 ダウンタイムの種類 

B.4.3.1 計画ダウンタイム 

計画ダウンタイムには以下のような作業やイベントが含まれる。 

 予防保守 

 システムおよび機器の設定と更新 

 システム試験と最適化 

 設備関係の予定されたイベント 

 是正作業 

B.4.3.2 計画外ダウンタイム 

計画外ダウンタイムには以下のようなイベントが含まれる。 
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 故障の修理 

 保守作業の遅延 

 設備起因の故障と停止 

B.5 データセンター可用性クラスの決定 

B.5.1 概要 

ミッションクリティカルデータセンターで評価され得る要素は無数にあるが、すぐに定量化できる要素は 3 つあり、これらによ

ってデータセンターサービスの可用性クラスと求められる必須機能および特徴が簡単に決定できる。その要素は以下の

通り。 

 運用要件 

 運用稼働率 

 ダウンタイムの影響 

これらの要素に注意を払うことで、ミッションクリティカルデータセンターのコストと、意図した目的業務に合致する適切な

可用性クラスを決定することができる。 

Figure B-2 では、データセンター可用性クラスの決定に当たり、これらの要素がどのように相関して B.5.2～B.5.5 項に

述べる可用性クラスのいずれかに当てはめるかを述べる。 

 

 

 

Figure B-2 データセンターサービスの可用性クラスにおける要素の関係 

 

B.5.2 運用要件の特定 

ミッションクリティカルデータセンターサービスの可用性クラスを決定する上で第 1 のステップは、データセンターが必要とする

運用要件を定めることである。所定の水準を必要とする期間を通じて達成するために、十分なリソースを確保しなけれ

ばならない。長期間にわたって高い品質を期待される IT 機能は、より少ないリソース、より低い品質や、より短い時間だ

け必要とされる機能よりも、当然のことながら重要である。 

設備運用における要件は多岐にわたるが、このステップで特定すべき重要な要件は、試験及び保守のために必要な正

常な運用を中断する時間である。これは「計画的保守停止」として知られている。計画的保守停止の時間の特定後

は、その時間を Table B-1 と照合して運用レベルを特定できる。上記の時間数には、予定外の修理または事象のため

に割かれる想定時間数を含めてはならない。 

特定された運用レベルは、次項にて使用する（B.5.3 項を参照）。 

  

運用要件の特定 
ダウンタイムの影響の 

定義 

求められる可用性クラスの特定 

運用稼働率要件 

の特定 
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Table B-1 運用要件の特定：計画的保守停止に割り当て可能な時間 

運用レベル 
計画的保守停止に 

割り当て可能な年間時間 
説明 

0 400 超 
目的業務の稼働時間は、1 日 24 時間未満、週 6 日以下。予定され

た保守停止時間は、業務時間中および時間外に割り当て可能。 

1 100～400 
目的業務の稼働時間は、1 日 24 時間未満、週 6 日以下。予定され

た保守停止時間は、業務時間中および時間外に割り当て可能。 

2 50～99 

目的業務の稼働時間は最大 1 日 24 時間、週 7 日、年間 50 週ま

で。予定された保守停止時間は、稼働時間中および時間外に割り当て

可能。 

3 0～49 
目的業務の稼働時間は 1 日 24 時間、週 7 日、年間 50 週以上。予

定された保守停止時間は、稼働時間中割り当て不可。 

4 0 
目的業務の稼働時間は 1 日 24 時間、週 7 日、年間 52 週。予定さ

れた保守停止時間は、割り当て不可。 

注：  「shutdown」という語は、稼働が停止しているという意味である。この時間中、機器はその役割を果たせない。システムの停止につながらない限り、

システム要素停止は Shutdown として扱わない。 

 

B.5.3 運用稼働率要件の定量化および格付け 

可用性クラスを決定する際の第 2 ステップは、データセンターの運用稼働率要件、すなわち、データセンターサービスを中

断せずにサポートし続けなければならない総稼働時間を特定することである。「availability」という語は、IT 機器が動作

可能でその機能を発揮できるという意味である。インフラ設備の動作のみを意味するのではない。運用稼働率は、予定

された動作可能時間（すなわち、実際に IT 機能が稼働を期待される時間）のみを対象とする。 

上記の運用稼働率の要件は、運用稼働率格付けの特定に反映される前項（B.5.2 項を参照）にて特定した運用

レベルを用いて Table B-2 を参照し、年間最大許容ダウンタイムを特定することで、運用稼働率格付けが導かれる。 

注：  運用稼働率格付けは次ステップ以降で得られる情報（B.5.4 項を参照）と共にデータセンター可用性クラスの決定

（B.5.5 項を参照）に用いられる。 

Table B-2 運用稼働率の要件の特定：最大年間ダウンタイム（稼働率 %） 

 

許容最大年間ダウンタイム（分） 

稼働率 % 

9（ナイン）の数 

運用レベル 

（Table B-1 より） 

x > 5000 
x < 99% 

2 

5000 ≥ x > 500 
99% ≤ x < 99.9% 

3 

500 ≥ x > 50 
99.9% ≤ x < 99.99% 

4 

50 ≥ x > 5 
99.99% ≤ x < 99.999% 

5 

5 ≥ x 
99.999% ≤ x 

6 

レベル 0 0 0 1 2 2 

レベル 1 0 1 2 2 2 

レベル 2 1 2 2 2 3 

レベル 3 2 2 2 3 4 

レベル 4 3 3 3 4 4 
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ダウンタイムのコストは、高稼働率を実現するためのリスク緩和のコストと比較して検討しなければならない。1 秒未満の

電力停止または数分の冷却停止は、数時間の復旧時間につながる可能性に留意する。つまり、検討のポイントは予

定最大年間許容ダウンタイムと予定運用レベルとの交点を見出すことである。運用頻度の低い高可用性要件を持つ

機能またはプロセスは、より高い運用頻度を持つ同等の機能よりも、付随するリスクが低いとされている。 

B.5.4 ダウンタイムの影響の決定 

可用性クラスを決める第 3 のステップは、ダウンタイムの影響または結果を特定することである。これはリスク管理に不可

欠な要素である。なぜならダウンタイムがデータセンターのサービスに与える影響は多様だからである。ミッションクリティカル

な機能に及ぼすダウンタイムの影響を明示することで、停止リスクを軽減するために活用する方策を決めることができる。

Table B-3 に示すように、影響は 5 種類に分類されており、それぞれが特定の影響範囲に関連している。 

B.5.5 データセンター可用性クラスの特定 

データセンター可用性クラスを導くための最終ステップは、これまでに特定された 3 要素を組み合わせて、使用できる可

用性の表現を見出すことである。この可用性表現は、クリティカルな IT 機能を適切に支えるために必要な施設（建物、

設備）および IT（ネットワーク、配線付属設備、演算処理・記憶システム）の能力を決めるための指針として使用さ

れる。B.5.3 で説明しているように、運用レベルは可用性クラスに包含されるので、適切な可用性クラスを見出すために、

ダウンタイムの影響と可用性格付けのマトリクスを作り、その交点を求めることが課題となる。 Table B-4 は上記の 2 つ

の値の交点からデータセンター可用性クラスを導いている。 

 

Table B-3 役割へのダウンタイムの影響の分類 

分類 説明 - ダウンタイムの影響 

単独 
範囲は局所的、単一の機能または動作のみに影響し、組織の重要でない目的を達成する際に軽度

の中断または遅延が発生する。 

軽微 
範囲は局所的、単一の現場のみに影響するか、あるいは主要な組織目的を達成する際に軽度の中

断または遅延が発生する。 

重大 
範囲は限定的、事業体の（全体ではないものの）一部に影響するか、あるいは主要な組織目的を

達成する際に中程度の中断または遅延が発生する。 

深刻 
範囲は広範囲、事業体の（全体ではないものの）大部分に影響し、主要な組織目的を達成する

際に重度の中断または遅延が発生する。 

壊滅的 
事業全体にわたるサービス提供の質に影響する、または主要な組織目的を達成する際に非常に重

度の中断または遅延が発生する。 
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Table B-4 データセンターサービス可用性クラスの特定 

ダウンタイムの影響 

（Table B-3 より） 

運用稼働率レベル（Table B-2 より） 

0 1 2 3 4 

単独 クラス 0 クラス 0 クラス 1 クラス 3 クラス 3 

軽微 クラス 0 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 3 

重大 クラス 1 クラス 2 クラス 2 クラス 3 クラス 3 

深刻 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 3 クラス 4 

壊滅的 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 クラス 4 

 

B.6 データセンター可用性クラス 

設計上の判断では特定された可用性クラスが大きな指針となる。そのため、各可用性クラスの意味を十分に理解する

ことが不可欠である。各可用性クラスは、4 種類の項目から定義される。 

1) 要素冗長は、システム内の重要な要素のうち、高リスク、低信頼性なものについて、冗長性を提供することで、

信頼性を高める。 

2) システム冗長は、システムレベルでの冗長性を提供することで、信頼性をさらに高める。 

3) 品質とは、データセンター内の設計や施工を高度な品質で実施することを意味し、これにより初期構築時の

故障と早期損耗によるダウンタイムのリスクを軽減する。MTBF はシステムの信頼性を決定する重要要素の 1

つであり、要素の故障率がより低く、品質がより高くなれば、当然ながらシステムの信頼性が高まる。 

4) 存続する可能性とは、物理外力、セキュリティ事故、天災等の外的事象から保護することでダウンタイムのリス

クを軽減することを意味する。 

次のサブセクションでは、上記 4 項目のそれぞれが、5 種の可用性クラスのそれぞれに対してどのように定義されるかを詳

しく述べる。さらに、各クラスの記述には設備電力用の応用例も含めている。 

注：  下記の設備電力の例では、B.7 項の箇条書きにあるように、接頭辞「F」を使っている。 
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B.6.1 可用性クラス 0 

クラス 0 の目的は、建物固有の設備・機器のみで、IT 機能の基本要件を支えることである。資本費用を抑えることがこ

のクラスの優先目標である。計画および計画外の事象によりダウンタイムが発生するリスクは高い。しかし、クラス 0 のデ

ータセンターは、業務が数時間あるいは数日停止しても影響が最小限に留まるので、保守は予定時間外でも行える。 

 

Table B-5 クラス 0 用の方策 

要素冗長 なし 

システム冗長 なし 

品質管理 一般商用品質 

存続する可能性 なし 

内容 重要電力の配電系統であっても、一般用途の電力システムから分離されていない。予備

電源システムはない。このシステムは、特定の機器が適切に機能できるようにするために、

サージ抑制装置、パワーコンディショナ、小型あるいは非冗長な無停電電源装置(UPS)を

備えている場合もある。商用電源では、重要な機器の基本要件に満たない。同様に、電

力設備、空調設備、またはネットワーク設備にはいかなる形の冗長性も存在しない。クラス

F0 は、複数の単一障害点を有する。 

 

B.6.2 可用性クラス 1 

クラス 1 の目的は、IT 機能の基本要件を支えることである。計画および計画外の事象によりダウンタイムが発生するリス

クは高い。しかし、クラス 1 のデータセンターでは、ダウンタイムの影響が比較的小さいため、是正保守が予定時間外に

行える。 

Table B-6 クラス 1 用の方策 

要素冗長 なし 

システム冗長 なし 

品質管理 一般商用品質 

存続する可能性 なし 

内容 クラス F1 では、重要電力の配電系統は電力貯蔵装置および発電機を備えており、重要

な機器が十分に機能するようにしている（商用電源では、重要な機器の基本要件に満た

ない）。同様に、電力設備または空調設備にはいかなる形の冗長性も存在しない。 
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B.6.3 可用性クラス 2 

クラス 2 の目的は、クラス 1 で定義したものよりも高いレベルの信頼性を備えて、要素の故障によるダウンタイムリスクを

軽減することである。クラス 2 のデータセンターでは、計画および計画外の事象によりダウンタイムが起こるリスクは中程度

である。保守は通常、予定時間外に行うことができる。 

 

Table B-7 クラス 2 用の方策 

要素冗長 重要な要素を冗長化する 

システム冗長 なし 

品質管理 重要な要素にのみ特別の品質 

存続する可能性 物理セキュリティおよび建物構造健全性の中程度の強化 

内容 クラス F2 での重要な電力系統、冷却設備、ネットワークシステムは、そのシステムのもっとも

異常が起こる可能性が高い部分を冗長化する。UPSや制御装置、空調、発電機、ATS

等の部品数の多い製品や可動部品を含む製品、またはネットワークアクセスキャリアサービ

ス等のデータセンター管理者管轄外のシステムが、上記に含まれることがある。さらに、長寿

命または高信頼性を備える特別品質の装置を指定することが適当である。 

 

B.6.4 可用性クラス 3 

クラス 3 の目的は、信頼性と保守性をさらに高めて、天災や人災、計画的保守、修理作業によるダウンタイムリスクを

軽減することである。保守および修理作業は通常、システム能力を一切低下させることなく行われなければならない。 

 
Table B-8 クラス 3 用の方策 

要素冗長 要素の冗長性は、その要素がシステム冗長の一部を構成している場合を除き、全てに必

要となる。冗長は、保守性を高めることにもつながる 

システム冗長 システム冗長は、要素冗長が存在しない場合に必要となる 

品質管理 すべての要素に特別な品質 

存続する可能性 物理セキュリティおよび建物構造健全性への高度な強化 

内容 クラス F3 での重要な電力系統、冷却設備、ネットワークシステムは、主要要素（または、

場合に応じて主要サブシステム）が、修理または保守で使用できない場合であっても、信

頼できる継続的な運用ができなければならない。計画外のダウンタイムを防ぐため、電力、

冷却、ネットワークシステムは、依存する要素またはサブシステムが停止中であるときも運用

を維持できなければならない。 
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B.6.5 可用性クラス 4 

クラス 4 の目的は、作業が計画的か否かに関わらず継続的に運用するためのあらゆる方策を用いることで、ダウンタイム

を排除することである。把握できる単一障害点はすべて排除される。システム制御は通常、ヒューマンエラーの可能性を

減らすために自動化され、24 時間 365 日監視員が配置される。あらゆる偶発事態に対応するため、運用関係者には

厳しい訓練が課せられる。クラス 4 のデータセンターでは、区画化およびフォールトトレランスが最重要要件である。 

 

Table B-9 クラス 4 用の方策 

要素冗長 すべての重要要素を、保守性を高めるため冗長化する。さらに、重要でない要素も冗長

化する 

システム冗長 全体的な信頼性を、保守作業中においても維持するために、システム冗長を要素冗長と

共に備える 

品質管理 すべての要素に特別な品質。可能な限りにおいて、主要システムおよび冗長システムの機

器および要素は、異なる製造者、機種、または生産ロットで調達するべきであり、そうするこ

とで型式故障または要素のリコールにより同時に影響を受けることを防げる。 

存続する可能性 すべてのシステムがいかなるときも自立しており、最大水準の自然災害からも保護される 

内容 クラス F4 施設での重要な電力系統、冷却設備、ネットワークシステムは、主要要素（ま

たは、必要に応じて主要サブシステム）が、修理または保守で使用できない場合であって

も信頼できる、継続的な運用ができなければならない。計画外のダウンタイムを防ぐため、

依存要素またはサブシステムが停止中であるときもシステムは運用を維持できなければなら

ない。 

 

B.7 可用性クラスのサブグループ 

データセンターは、ただの設備、建物ではなく、重要な事業プロセスを支えるサービスの集合体である。データセンターサ

ービスの可用性クラスモデルを使うことで、以下の重要サービスのための設計および運用上の決定の指針とすることがで

きる。 

 設備：7 章、9 章、10 章に示すように、設備システム（電力、冷却、制御等）は、サブグループのクラス F0

からクラス F4 のいずれかに分類できる。 

 配線付属設備：14 章に示すように、ネットワーク配線付属設備トポロジは、サブグループのクラス C0 からクラ

ス C4 のいずれかに分類できる。 

 ネットワークインフラストラクチャ：15 章に示すように、ネットワークアーキテクチャおよびトポロジは、サブグループ

のクラス N0 からクラス N4 のいずれかに分類できる。 

 データ処理およびストレージシステム：Appendix C に示すように、コンピュータ処理およびストレージシステム

は、サブグループのクラス S0 からクラス S4 のいずれかに分類できる。 

 アプリケーション：Appendix C に示すように、アプリケーションは、サブグループのクラス A0 からクラス A4 のいず

れかに分類できる。 
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B.8 稼働率の計画策定における信頼性の位置づけ 

最適な可用性クラスのミッションクリティカルデータセンターを実現するには、戦略的な計画策定を行い、重要なシステム

に関連する欠陥を極小化するため、リスク、設計の特徴、および潜在的な改善策を定める必要がある。 

B.8.1 信頼性工学の原理および信頼性の計算 

信頼性とは、機器またはシステムが決められた条件内で、ある期間、異常なく、意図したとおりの機能を果たす確率で

ある。これはパーセンテージで表され（すなわち、0 から 1 までの数値）、パーセンテージが低くなるほど、所定の期間中

に異常を起こす可能性が高くなる。信頼性は稼働率とは別物である。信頼性は、ある期間中の異常の数（頻度）を

その計算に用いるが、稼働率は、計画的または不測の異常、停止、その他の事象により、機器やシステムが非稼働に

なった時間量を用いる。 

過去 30 年間にわたり、多種多様な空調部品と電気部品、およびそれらの故障の特徴に関するデータが収集および分

析されてきた。これが、高信頼度の電源・空調設備の設計および分析について、対応範囲が広い業界規格の制定に

つながった（例：『IEEE 3006 シリーズ』）。 

あるシステムの信頼性は、そのシステムの所定の要素に関する公開された MTBF（平均故障間隔）データから算出す

ることができる。そしてこの計算が組み合わされて、すべての直列および並列サブシステムの分析を通じた、全体的なシス

テム信頼性の表現が算出される。計算は以下の通り。 

 R = e( −λT) (B-4)  

ここでは、 

R = 信頼性（成功確率（%）） 

e = 指数関数 

λ = 故障率（MTBF の逆数） 

T = 時間（故障率の算出単位時間と同じ単位） 

例：ある UPS モジュールは、17,520 時間の公開 MTBF を有する（2 年毎に 1 回の故障）。つまり、その故障率は

1 時間当たり 0.00005708 になる。この場合の 1 年の信頼性、つまり 1 年間（8,760 時間）故障しない確率はいくら

か？ 

R = e(–0.00005708 × 8760) 

R = 0.6065 または 60.65% 

 

以下に示す通り、および Figure B-3 に図示した通り、所定のシステムの信

頼性を知るためには、各要素ごとの信頼性を必ず算定し、次に並列サブ

システムの信頼性、それから全サブシステムの直列信頼性を算定する。 

直列システムの信頼性は、全要素の信頼性の積に等しい。並列システム

の信頼性は、全要素の補数の積の補数に等しい。つまり、Figure B-3 の

システムの信頼性は以下の通り算定される。 

RA1A2 = RA1 × RA2 = 0.5 × 0.5 = 0.25 

RA = 1 – [(1 – RA1A2 ) × (1 – RA3)] = 1 – [(1 – 0.25) × (1 – 0.5)] = 
0.625 

RB = 1 – [(1 – RB1 ) × (1 – RB2)] = 1 – [(1 – 0.61) × (1 – 0.61)] = 
0.848 

RTOTAL = RA × RB = 0.625 × 0.848 = 0.53 (53%) 

 

 

 

 

Figure B-3 信頼性計算の例 

 

A1 

R= .50 

A2 
R= .50 

A3 
R= .50 

B1 

R= .61 

B2 

R= .61 
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B.8.2 重要な IT 設備の信頼性に影響を与える業界動向 

サービスレベルの保証を求めるクライアントの更なる増加を受け、サービスプロバイダおよび設備責任者は、クライアントと

同意した、もしくは十分なエンドユーザの可用性水準を提供するために、必要なデータセンターサービス性能を決定しな

ければならない。 

Table B-10 に、稼働率と許容できるダウンタイムとの関係を示す。 

可用性レベル 99.99%（年間 50 分のダウンタイム）の場合、保守用またはその他の計画的および計画外の事象に

関するダウンタイムを、実質一切認めない。そのため、高信頼性ソリューションへの移行が不可欠である。 

コンピュータの信頼性がより高くなるにつれて、重要なシステムの故障によってダウンタイム事象が生じる割合も総体的に

増加する。上記のダウンタイムは、発生頻度は少ないが重要なシステム停止に伴う修理時間（平均修理時間または

MTTR）が長引くため（例：発電機、UPS、冷却装置）、総可用性に与える影響は大きい。 

実際には、冗長システムの機器は、異なる製造者、機種、または生産ロットで調達するべきであり、そうすることで型式

故障または要素のリコールにより同時に影響を受けることを防げる。 

Table B-10 稼働率および許容可能なダウンタイムの関係 

目標稼働率（%） 許容最大年間ダウンタイム（分） 

99.0 未満 5,000 超 

99～99.9 500～5,000 

99.9～99.99 50～500 

99.99～99.999 5～50 

99.999～99.9999 0.5～5.0 

 

B.8.3 計画策定プロセス 

ミッションクリティカルデータセンターの設計および管理のた

めの積極的かつ戦略的な計画策定手法には、5 段階の

プロセスが必要である。 

1) 現在のデータセンターを分析する 

2) リスクおよび脆弱性を特定して優先順位をつけ

る 

3) ソリューションを用意して、リスクを最小化する 

4) 導入方針を策定する 

5) 性能を評価し、改善した点を確認する 

本プロセスは 1 年サイクルで継続的に行う必要がある。

（Figure B-4 を参照）このサイクルを用いると、目的が

達成されるか新技術が導入される際に、計画を刷新また

は修正することができる。 

 

 

 

 

Figure B-4 継続的改善プロセス 

 

 

1.分析

2.順位づけ

3.ソリュー
ション開発

4.導入

5.評価およ
び確認
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B.9 その他の要素 

ミッションクリティカルな可用性クラスを決定するこのプロセスは、科学的には完璧ではない。プロジェクトを構築する際、予

想しない結果や教訓に遭遇する。以下に挙げるいくつかの要素は、選択した可用性クラスを変動させる可能性がある。

その他の要素は時間の経過に伴い増加が見込まれる。 

B.9.1 ダウンタイムが与える事業への影響 

新製品の投入、技術革新、または大きな試みが発表される時期がある。メディア露出や社内の要求性能に関する圧

力が増加する、このような時期においては、計画外ダウンタイムのコストの算出も予測も不可能となる。上述の状況を回

避するため、当初に想定していた可用性クラスよりも高いクラスを強いられる可能性がある。 

B.9.2 短期間実装 

重要な IT 機能を即時に導入しなければならない場合、通常とは異なるリスク管理の戦略が必要になる場合もある。 

B.9.3 予定外の予算制限 

重要なデータセンター用に必要な可用性クラスをカバーするための予算が確保できなくなった場合、追加資金投入が行

われない限り、より信頼性の低いデータセンターを導入せざるを得ない。 

B.10 信頼性に関するその他の代替案 

B.10.1 複数のデータセンター 

複数のクラス 3 データセンターに分散するノードを有するクラスタを用いるシステム設計は、単一のクラス 4 データセンター

のシステム稼働率を超えることが可能である。こうした設計の場合、第 1 フェイルオーバはローカルノード（同期）、第 2

フェイルオーバは周辺のデータセンター（16km （10 マイル）圏内、同期）、そして第 3 フェイルオーバは遠方のデータ

センター（非同期）にて実施される。このような設計は設備の間接費、さらにはコストを引き上げることとなる。しかし、

所有、リース、コロケーションを問わず、設計者はクラス 4 のデータセンターに付随するコストの多くを回避できる。 

B.10.2 ソフトウェアによるオーケストレーション 

単一のデータセンター内において、オーケストレーションソフトウェアの使用により、単一のサーバー、キャビネット、ラック、あ

るいはポッドのダウンタイムがアプリケーションのパフォーマンスに影響を及ぼさないようにすることができる。このような手法に

より、クラス F2 のインフラを使用してクラス 3 相当のパフォーマンスを得ることも可能となる。 

B.11 信頼性計画策定ワークシート 

次ページから始まる計画策定ガイドを使用して、重要な IT 要件を決定する。 
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プロジェクト名：  

プロジェクトナンバー：  

プロジェクト内容：  

  

プロジェクトの場所：  

  

 

ステップ 1：  運用要件を決定する。 

1) 稼働週間当たりの稼働時間は何時間か？_____ 

2) 予定されている稼働週数は毎年何週間か？（稼働が毎週行われる場合、52.14 と記入する） _____ 

3) 1) の数字に 2) の数字を掛けて、ここに記入する。これが年間稼働時間である。 ______ 

4) 8,760 から 3)の数字を引いた数字をここに記入する。 _______ 

5) 2)または 3)で考慮されていない予定ダウンタイムについて、追加で停止可能な日にちまたは週末が各年にある

か？合計年間停止可能時間を記入する。______ 

6) 4)の数字と 5)の数字を足して、答えをここに記入する（許容できる年間保守時間）。______ 

7) 6)の数字が 400 より大きい場合、運用レベルは 0、当てはまらなければ次に進む。 

8) 6)の数字が 100 より大きい場合、運用レベルは 1、当てはまらなければ次に進む。 

9) 6)の数字が 50～99 である場合、運用レベルは 2、当てはまらなければ次に進む。 

10) 6)の数字が 1～49 である場合、運用レベルは 3、当てはまらなければ運用レベルは 4。 

 

ステップ 2：  運用可用性ランクを決定する。 

1) 上記のステップ 1 の運用レベルを基に、 

– レベル 0：2)へ進む 

– レベル 1：3)へ進む 

– レベル 2：4)へ進む 

– レベル 3：5)へ進む 

– レベル 4：6)へ進む 

2) 運用レベル 0：もし最大年間ダウンタイムが、 

– 500 分以上の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 0 となる。 

– 50～500 分の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 1 となる。 

– 50 分未満の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 2 となる。 

ステップ 3 へ進む 

3) 運用レベル 1：もし最大年間ダウンタイムが、 

– 5,000 分以上の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 0 となる。 

– 500～5,000 分の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 1 となる。 

– 500 分未満の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 2 となる。 

ステップ 3 へ進む 
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4) 運用レベル 2：もし最大年間ダウンタイムが、 

– 5,000 分以上の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 1 となる。 

– 5～5,000 分の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 2 となる。 

– 5 分未満の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 3 となる。 

ステップ 3 へ進む 

5) 運用レベル 3：もし最大年間ダウンタイムが、 

– 50 分以上の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 2 となる。 

– 5～50 分の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 3 となる。 

– 5 分未満の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 4 となる。 

ステップ 3 へ進む 

6) 運用レベル 4：もし最大年間ダウンタイムが、 

– 50 分以上の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 3 となる。 

– 50 分未満の場合、可用性要件は、運用可用性ランク 4 となる。 

ステップ 3 へ進む 

 

ステップ 3：  ミッションクリティカルリスクレベルを決定する 

ダウンタイムにより、運用時間が短くなるか、悪影響を受ける（以下より 1 つを選択）。 

 壊滅的（例：事業全体）   ______ 

 深刻（例：事業の広い範囲）   ______ 

 重大（例：単一の地域または部門にわたる） ______ 

 軽微（例：単一の場所）    ______ 

 単独（例：単一の重要でない機能）  ______ 

 

ステップ 4：  下の表から判断する 

1) ステップ 2 の運用可用性ランクから、列を選択する 

2) ステップ 3 のリスクレベルから、行を選択する 

3) その 2 つの交点が、該当する可用性クラスである _____ 

 
データセンターサービス可用性クラス 

ダウンタイムの影響 
運用可用性ランク 

0 1 2 3 4 

単独 クラス 0 クラス 0 クラス 1 クラス 3 クラス 3 

軽微 クラス 0 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 3 

重大 クラス 1 クラス 2 クラス 2 クラス 3 クラス 3 

深刻 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 3 クラス 4 

壊滅的 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 クラス 4 
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Appendix C アプリケーションおよびシステムアーキテクチャによるデータセンター

サービス信頼性の整合（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

C.1 概要 

BICSI の信頼性分類のフレームワークは、データセンターのネットワーク、ネットワーク配線関連設備、および設備システ

ムの指標として使用することができる。下位レイヤのシステムの信頼性要件を定義する前に、アプリケーションアーキテクチ

ャと、ストレージシステムアーキテクチャに組み込まれる、制約や柔軟性をあらかじめ理解しておくことが重要である。アプリ

ケーションが物理的な場所に依存しない高可用性クラスタやクラウドサービス（プライベートやパブリッククラウド型サービ

ス）をサポートし、それらが複数データセンターにわたって実装できる場合において、可用性は設備ではなく、それらの技

術により組み込まれるため、各々のデータセンターにおける設備の信頼性を軽減することができる。このフレームワークは、

データセンターサービスのエンドツーエンドの信頼性分析を支援するために提供される。つまり、「データセンター」とはただ

の設備または建物ではなく、重要なビジネスプロセスを支えるサービスの集積である。 

C.2 アプリケーションの信頼性 

本付録内のアプリケーションレイヤに関する内容は、アプリケーションアーキテクチャの様々な方式を推奨するものではなく、

定義された性能特性を満たす手法に基づき、アプリケーションアーキテクチャの設計について、信頼性クラスへ分類する

方法を明らかにするものである。信頼性クラスの性能要件に基づいてアプリケーションアーキテクチャの設計を定量化する

ことで、データセンターサービスレイヤに要求される性能特性と相関させることが可能になり、エンドツーエンドでの整合を

図ることができるようになる。このフレームワークは以下に役立てることが可能である。 

 画一的なアプリケーションアーキテクチャによる、信頼性低下の影響を克服するために、下位レベルのサービスに

高い冗長性を備える設計ができることを明らかにする。 

 高い冗長性を複数の下位レベルのサービスに備えた、分散型で場所に依存しないアプリケーションアーキテクチ

ャの導入により、下位レベルの信頼性クラスを低減できることを明らかにする。 

アプリケーションレイヤのアーキテクチャは、あらゆるアプリケーション設計における重要な要素の 1 つである。このアーキテク

チャが定義するのは、個々のアプリケーションが互いに作用する仕組みや各アプリケーションが担う機能である。アプリケー

ションレイヤは一連のアプリケーションレイヤに分割され、それぞれのアプリケーション処理の機能も持つ。アプリケーションの

高レベル性能要件を満たすためには通常、各レイヤ同士を異なるシステム上で動作させるか、または同一システム上の

異なる処理空間内で動作させる。 

アプリケーションレイヤは以下のレイヤから構成される。 

 プレゼンテーション：プレゼンテーションレイヤは、ユーザがアプリケーションとのやり取りを可能にするために必要

な構成を含んでいる。 

 ビジネスロジック：ビジネスレイヤではアプリケーション固有の処理やビジネスルールを保持する。 

 データ：データレイヤはデータアクセスやデータストアから構成される。データアクセスはアプリケーションが機能す

るために必要なデータストアと出入力（I/O）を結合させる役割を持つ。データストアは、アプリケーションがアク

セスするデータソースから構成される。データソースは、データベースや、構造的あるいは非構造的なファイルシ

ステムである可能性がある。 

信頼性クラスの分類基準を特定するためにアプリケーションの性能特性は「A」が前置される。 
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C.2.1 データセンターのアプリケーションアーキテクチャの可用性クラス 

以下のアプリケーションアーキテクチャ例は、多様なソフトウェアエンジニアリングにおけるソリューションの一例に過ぎない。 

C.2.2 可用性クラス A0 / A1 

アプリケーション層は、分散されることなく、または多様なユーザのアクセスを可能にすることなく導入される。アプリケーショ

ンレイヤは分散化や異なるユーザアクセス機能を具備することなく実装される。アプリケーションレイヤは、ハードウェアに依

存し、プレゼンテーションレイヤからデータレイヤまで、非冗長であり、シームレスなフェイルオーバや自己修復機能を持た

ない。 

 
Table C-1 クラス A0 / A1 の特徴 

プレゼンテーションレイヤ 単一のユーザアクセス 

ビジネスロジックレイヤ ハードウェア依存、画一的ロジック 

データレイヤ 非冗長 I/O、ハードウェア依存の非冗長データソース 

 
 

 

 

Figure C-1  クラス A0 / A1 のアプリケーションアーキテクチャ 
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C.2.3 可用性クラス A2 

ビジネスロジックレイヤは、分散ロジック間のシームレスな移行に対応した設計とする。データレイヤは冗長な I/O に対応

した設計とし、フェイルオーバまたは自己修復機能を提供する。アプリケーションレイヤはハードウェアに依存する場合があ

る。すべてのアプリケーションレイヤは、同一システム上の異なる処理空間で実装可能である。アプリケーション信頼性ク

ラス A2 の一例として、アクティブ/パッシブ構成のアプリケーションアーキテクチャがある。 

 
Table C-2 クラス A2 の特徴 

プレゼンテーションレイヤ 単一のユーザアクセス 

ビジネスロジックレイヤ ハードウェア依存、分散型ロジック 

データレイヤ 冗長な I/O および冗長なハードウェア依存のデータソースに対応 

 
 

 

 

Figure C-2 クラス A2 のアプリケーションアーキテクチャ 
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C.2.4 可用性クラス A3 / A4 

ビジネスロジックレイヤは、冗長性のある分散ロジックとハードウェアプラットフォーム間のシームレスな移行に対応した設計

とする。データレイヤは、冗長性のあるプラットフォーム上に、フェイルオーバまたは自己修復機能を提供する。アプリケーシ

ョンレイヤはハードウェアに依存せず、事業にまたがる仮想化および仮想サーバ再配置に対応する。アプリケーションアー

キテクチャは単一データセンターや複数データセンター間、またはデータセンター事業者において、個々のアプリケーション

レイヤや全アプリケーションレイヤにわたり水平展開が可能である。各アプリケーションレイヤは異なるシステム上で動作す

る。信頼性クラス A3 および A4 の例として、仮想サーバ再配置、サービス指向アーキテクチャ(SOA)、および場所に依

存しないクラウド型アプリケーションアーキテクチャに対応するアクティブ-アクティブ構成のアーキテクチャがある。 

 
Table C-3  クラス A3 / A4 の特徴 

プレゼンテーションレイヤ 異なるユーザアクセス 

ビジネスロジックレイヤ ハードウェア抽象化、分散型ロジック 

データレイヤ 冗長 I/O、冗長ハードウェアに非依存のデータソース 

 
 

 

 

Figure C-3  クラス A3 / A4 のアプリケーションアーキテクチャ 
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C.2.5 データセンターシステムアーキテクチャのまとめ 

一般的に事業用データセンターは、全てのアプリケーションの単一信頼性クラスの性能要件を満たすことはない。各アプリ

ケーションは、固有の要件と機能の仕様に基づき開発される。しかし、事業が特定する基本性能要件が全組織の目標

を満たす場合、それに付随する信頼性クラスを最低目標とするか、または、災害復旧/事業継続能力を含む下位のデ

ータセンターサービスレイヤで特定された信頼性よりも高い信頼性を得られるようにする。 

C.3 データ処理およびストレージシステムの信頼性 

データ処理およびストレージシステムレイヤは、これまで、より上位のアプリケーションアーキテクチャレイヤに直接依存して

きた。しかし、仮想化技術とクラウドコンピューティングの発展に伴い、データ処理およびストレージサービスレイヤは、より

上位のアプリケーションアーキテクチャレイヤから抽象化できるようになっている。 

ダイレクトアタッチトストレージ(DAS)に依存するアプライアンスサーバアプリケーションは、これまで低コストのデータストレー

ジ技術の主要なソリューションであった。さまざまな製造業者によるネットワークアタッチトストレージ(NAS)や拡張性が高

い企業向けクロスプラットフォームストレージシステムの発達も、従来の「ビッグアイアン(big iron)」と呼ばれる企業向けス

トレージシステムに対して、費用対効果の高い選択肢を提供してきた。仮想化技術もまた、性能要件定義やアイテム

保持ポリシーに基づいた自動レイヤ管理等の、高度なデータ管理を提供することで、データストレージ業界へ多大な影

響を与えてきた。 

現在のアプリケーションアーキテクチャ、データ処理およびストレージシステムは、アプリケーションと連動するデータ処理ハー

ドウェア間の自律性だけではなく、データ処理ハードウェアとデータストレージシステム間の自律性をももたらす。 

データ処理およびストレージシステムは以下で構成される。 

 処理：処理システムの範囲は、アプリケーション固有のアプライアンスサーバから、仮想環境、ハイパフォーマン

スコンピューティング 、またはグリッドコンピューティングハードウェアのソリューションにわたる。 

 ストレージ：ストレージシステムの範囲は、プラットフォーム固有の直接接続型ディスクから、企業向けプラットフ

ォームから独立したネットワーク型ストレージシステムにわたる。 

信頼性クラスの分類基準を特定するためにデータ処理およびストレージシステムの性能特性は「S」が前置される。 

C.3.1 データセンターシステム可用性クラス 

以下のシステムアーキテクチャ例は、多様なシステムエンジニアリングソリューションの一例に過ぎない。 
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C.3.2 可用性クラス S0 / S1 

システム全体はハードウェアに依存し、特定のプラットフォーム上で実行され、シームレスなフェイルオーバまたは自己修復

機能を持たない。 

 

Table C-4 クラス S0 / S1 の特徴 

処理システム アプリケーション固有のハードウェア依存に依存する処理 

ストレージシステム プラットフォーム依存のダイレクトアタッチトストレージ(DAS） 

 
 

 

 
 

Figure C-4 クラス S0 / S1 のシステムアーキテクチャ 
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C.3.3 可用性クラス S2 

システム全体はハードウェアに依存し、固有のプラットフォーム上で実行され、フェイルオーバ機能を持つ。システムの障害

復旧は、アプリケーションおよびデータストレージが冗長システムにフェイルオーバされることで実行される。 

 
Table C-5 クラス S2 の特徴 

処理システム 冗長ハードウェア上でミラー化されたアプリケーションを有する、アプリケーション固有のハー

ドウェアに依存する処理 

ストレージシステム 冗長されたネットワークアタッチトストレージシステム(NAS)上でミラー化されたデータを有

する、プラットフォーム依存のネットワークアタッチトストレージ(NAS) 

 

 

 
 

Figure C-5 クラス S2 のシステムアーキテクチャ 

  

アプリケーションサーバへ提供  

される負荷分散サービス 

アプリケーションサーバ テープバックアップ 

ミラー化 
ネットワークアタッチト ストレージ（NAS） 
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C.3.4 可用性クラス S3 

処理システムは、フェイルオーバ機能を有するハードウェア依存の特定プラットフォーム上で実行されるか、または場所に

依存しない仮想化された処理空間上で実行される。ストレージシステムはネットワークアタッチトストレージ（NAS）、

事業用クロスプラットフォームストレージシステムに関わらず、フェイルオーバ機能を有する。 

 
Table C-6 クラス S3 の特徴 

処理システム 冗長ハードウェア上にミラー化されたアプリケーションを備えた、アプリケーション固有のハードウェア依

存の処理空間または仮想化された処理空間 

ストレージシステム 冗長ストレージシステム上にミラー化されたデータを備えた、ネットワークアタッチトストレージ

（NAS）､また事業用クロスプラットフォームストレージ 

 

 

Figure C-6 クラス S3 のシステムアーキテクチャ 

アプリケーションサーバへ提供 

される負荷分散サービス アプリケーション

サーバ 

ディスク 

アレイ 

ミラー化/ 

高可用性 

ミラー化 

ネットワークアタッチト ストレージ（NAS） ネットワークアタッチト ストレージ（NAS） 

ディスク 

アレイ 

ミラー化されたシステム、または高可用性システムでは、冗長処理をサポートする下位サービスレイヤ（例：ネットワーク、ケーブリングインフラ、 

設備）やストレージシステムにおいて、システムサービスレイヤに影響を及ぼし得るコモンモード故障が存在してはならない。 

ミラー化 
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C.3.5 可用性クラス S4 

システム全体は、システムと構成要素の冗長性を備え、構成要素やシャーシの異常に際し、シームレスなフェイルオーバ

を提供する。処理システムとストレージシステム間に、コモンモード故障が存在しない。 

 
Table C-7 クラス S4 の特徴 

処理システム 場所に依存しない仮想化されたシステム、、ハードウェアに依存するグリッドコンピューティング、また

はストレージシステムに依存しない処理システム 

ストレージシステム 冗長のストレージシステム上にミラー化されたデータを備え、ストレージレイヤ間のデータ管理が自動

化された、ネットワークアタッチトストレージ､または事業用クロスプラットフォームストレージ 

 

 

 

Figure C-7 クラス S4 のシステムアーキテクチャ 

アプリケーションサーバへ提供される 
負荷分散サービス 

 

アプリケーション

サーバ 

ディスク 

アレイ 

同期 / 非同期 

ミラー化 

ネットワークアタッチト ストレージ（NAS） ネットワークアタッチト ストレージ（NAS） 

ディスク 

アレイ 

ミラー化されたシステム、または高可用性システムでは、冗長処理をサポートする下位サービスレイヤ（例：ネットワーク、ケーブリングインフラ、

設備）やストレージシステムにおいて、システムサービスレイヤに影響を及ぼし得るコモンモード故障が存在してはならない。 

場所に依存しない処理またはグリッド コンピューティング 
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Appendix D データセンターサービスのアウトソーシングの形態（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

D.1 データセンターサービスのアウトソーシングの形態 

組織が外部ベンダからのサービスとしてデータセンターサービスレイヤの調達を望む場合には、さまざまなデータセンターの

アウトソーシングの形態が存在する。アウトソーシングの形態には次のものが含まれる。 

 マネージドサービス 

 コロケーション 

 インフラをサービスとして提供（IaaS） 

 プラットフォームをサービスとして提供（PaaS） 

 ソフトウェアをサービスとして提供（SaaS） 

クラウドサービスはアウトソーシングの一形態ではなく、むしろアウトソースされたサービスを事業の要求の変化に応じて能

力を迅速に増減できる機動的な提供手段の 1 つとして定義している。この機動性は、プライベートクラウド、パブリックク

ラウド、またはプライベートとパブリックのハイブリッドクラウド設計のいずれにも導入可能である。パブリッククラウドサービスは、

いずれの XaaS アウトソーシングモデルによっても提供可能である。 

D.1.1 マネージドサービスモデル 

マネージドサービスモデルは、事業と IT の目的を満たす冗長性、容量、セキュリティを十分に備えるデータセンターを、企

業が既に保有している場合に利用できる。さまざまな理由で、企業はデータセンターの運用要員を抱えたがらないことが

ある。企業は外部ベンダと契約し、設備および、場合によっては IT ハードウェアを運用させる。設備と IT ハードウェアは、

企業が所有、管理する。 

マネージドサービスの利点は、データセンターインフラを運用するために必要な人材を企業が削減またはゼロにできる点で

ある。 

D.1.2 コロケーションサービスモデル 

コロケーションモデルでは、外部ベンダのデータセンターから企業がコンピュータ室と付帯する設備容量を賃借する。外部

ベンダは物理セキュリティ、室内空間、電力、冷却機能、単独または複数のネットワークサービスプロバイダへの接続を提

供する。企業はすべての IT ハードウェア、アプリケーション、および OS/ミドルウェアを所有、管理する。 

D.1.3 インフラをサービスとして提供する（IaaS）モデル 

IaaS モデルでは、アプリケーションおよび OS/ミドルウェアを企業が所有、管理する。データセンターの設備および IT ハー

ドウェアは外部ベンダが所有、管理する。 

D.1.4 プラットフォームをサービスとして提供する（PaaS）モデル 

PaaS モデルでは、アプリケーションを企業が所有、管理する。外部ベンダがデータセンターの設備、IT ハードウェア、およ

び OS/ミドルウェアを所有、管理する。 

D.1.5 ソフトウェアをサービスとして提供する（SaaS）モデル 

「フルサービスホスティング」とも言われる SaaS モデルでは、設備、IT ハードウェア、アプリケーション、および OS/ミドルウェ

ア等のインフラ全体を外部ベンダが所有することを指す。 
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D.2 データセンターサービスのアウトソーシング形態の比較 

企業がインフラ、アプリケーション、データを管理できる範囲は、非アウトソーシングから SaaS モデルへ移行するに従って

狭くなる。IaaS、PaaS および SaaS モデルのアウトソーシングベンダが、コロケーション事業者に、データセンター設備の

所有・管理を任せることは一般的なことである。また、PaaS および SaaS モデルのアウトソーシングベンダは、IaaS モデ

ルベンダに IT ハードウェアの所有、管理を任せることもある。このことは、アウトソーシングベンダに対して、事前調査を実

施する際に、重要な考慮すべき事項である。なぜなら、エンドユーザと交渉中のアウトソーシングベンダの背後には、イン

フラ、アプリケーション、およびデータの全レイヤの構成の中で、他に 1 つまたは 2 つのベンダが関係する場合があるからで

ある。アウトソーシングのソリューションを確実とするためには、全てのレイヤを理解することが重要で、これにより事業目的

の達成や、IT 部門のユーザに対する責務を果たすことができる。 

 

 システム 

設備 ハードウェア OS/ミドルウェア アプリケーション 

モデル  

社内 IT  

（委託なし） 
企業 企業 企業 企業 

マネージドサービス 
企業（所有） 企業（所有） 

企業 企業 

ベンダ（運用） ベンダ（運用） 

コロケーション ベンダ 企業 企業 企業 

インフラをサービスと

して提供（IaaS） 
ベンダ ベンダ 企業 企業 

プラットフォームをサ

ービスとして提供

（PaaS） 

ベンダ ベンダ ベンダ 企業 

ソフトウェアをサービ

スとして提供

（SaaS） 

ベンダ ベンダ ベンダ ベンダ 

 

 

 

 

 

Figure D-1 アウトソーシングモデルの一覧 

 

クラウドサービスはアウトソーシングの一形態ではなく、むしろアウトソースされたサービスを企業の要求の変化に応じて能

力を迅速に増減できる機動的な提供手段の 1 つとして定義していることに留意する。パブリッククラウドサービスは、いず

れの XaaS アウトソーシングモデルによっても提供可能である。パブリッククラウドサービスの有効的な活用法には、IT サー

ビス需要のピークタイムの、処理、ストレージ、または回線容量のいずれかについて、XaaS ベンダからのパブリッククラウド

サービスを利用して、社内 IT サービス（プライベートクラウド）を補強する方法がある。この場合、XaaS ベンダが提供

するパブリッククラウドサービスと、シームレスに連携するために、社内ネットワークインフラおよびアプリケーションアーキテクチ

ャを、プライベートクラウドとして開発することが必要になる。 

パブリッククラウドサービス： 

企業に対して XaaS サービ

スを提供し、サービスを機動

的に提供し、企業の要求の

変化に応じて迅速に提供す

る能力を増減できるベンダ。 

PaaS や SaaS ベンダは、設備及び IT ハードウェアの所有

権や管理を、コロケーションまたは IaaS ベンダにアウトソース

する場合がある。 

IaaS、PaaS、および SaaS ベンダは、設備の所有権や管理

を、コロケーション事業者にアウトソースする場合がある。 
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D.3 パブリッククラウドサービス 

企業はすべての IT ハードウェア、アプリケーション、および OS/ミドルウェアを所有、管理する。パブリッククラウドサービスベ

ンダは、顧客に提供しているアプリケーションを支える、全データセンターサービスレイヤを提供する。前述のように、パブリッ

ククラウドサービスベンダは、顧客用の全データセンターサービスレイヤを所有、管理する場合もあれば、アプリケーションレ

イヤを所有、管理し、下位の全サービスレイヤを他のベンダへアウトソースする場合もある。 

パブリッククラウドサービスの利用を検討する顧客は、ベンダが提供しているデータセンターサービスおよびパブリッククラウド

モデルが、自身の目的に合致する水準の冗長性と多様性を確保していることを事前調査しなければならない。 

パブリッククラウドサービスの実装では、利用可能な冗長性の形態には、通常 4 つのレベルがある。以下の各レベルは、

顧客へのサービス停止につながる、コモンモード故障と対応している。 

D.3.1 仮想冗長レベル 

仮想冗長レベルは、パブリッククラウドサービスベンダが、単一の物理的なデータセンター内で仮想的な冗長性を提供す

ることを指す。すべての共有された物理的リソースは、顧客に対して単一故障点またはコモンモード故障となる恐れがあ

る。顧客が、仮想冗長のみに基づくクラウドサービスを利用する場合は、単一のクラウドサービスベンダによって、信頼性

の目標全体を確実に達成できるように、すべての下位レイヤのデータセンターサービスで、冗長性水準を確認することが

重要になる。 

D.3.2 冗長アベイラビリティゾーンレベル 

冗長アベイラビリティゾーンレベルは、クラウドサービスベンダが、地域内の複数の物理的なデータセンターにわたって、冗

長アベイラビリティゾーンを提供することを指す。各データセンター内のすべての物理的リソースは、顧客に対して単一故

障点やコモンモード故障となる恐れは無い。データセンター群が直面する、天災および人災等の外的リスクは、顧客に対

してコモンモード故障となる恐れがある。単一のクラウドサービスベンダによる、冗長アベイラビリティゾーンの信頼性のみに

基づいて顧客がクラウドサービスを利用する場合、信頼性に関する目標全体を確実に達成できるように、すべての下位

レイヤのデータセンターサービスがもたらす冗長性水準、および 2 か所のデータセンター間のコモンモード故障すべてのリス

クを把握することが重要になる。 

D.3.3 冗長クラウド領域レベル 

冗長クラウド領域レベルは、パブリッククラウドサービスベンダが、離れた地域に位置するデータセンターを 2 か所以上保有

することを指す。データセンター内部の物理的リソースまたは、外部の天災および人災リスクに起因するコモンモード故障

は存在しない。必要に応じて、顧客はデータセンターサービスを、異なるデータセンター間で移動させることができる。下

位レイヤのデータセンターサービスの信頼性が把握できない場合は、単一のクラウドサービスベンダが提供する、冗長クラ

ウド領域が、2 か所以上の物理的に離れたデータセンターに分散されていれば、信頼性クラス 3 を達成しているとみなす

のが賢明である。ベンダがクラウドサービスを提供する冗長クラウド領域を、物理的に 3 か所を超える異なる地域に位置

するデータセンターに分散すると、ユーザのアプリケーションおよびデータへのアクセスを継続して提供する上で、下位レイヤ

の重要性は低くなる。 

D.3.4 冗長クラウドプロバイダレベル 

冗長クラウドプロバイダレベルは、離れた地域に位置する、複数のパブリッククラウドサービスベンダで、必要に応じて、その

データセンターサービスを、顧客がプロバイダ間で移動可能とすることを指す。各ベンダのデータセンター内の、すべての物

理的リソースは、顧客に対する単一故障点またはコモンモード故障とはならない。データセンターがさらされている、天災

および人災等の外的リスクは、顧客に対するコモンモード故障とはならない。さらに冗長クラウドプロバイダモデルは、事業

環境の変化や事業の失敗によるクラウドプロバイダの破綻によるリスクを排除する。 
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D.4 アウトソーシングモデルの決定フロー 

Figure D-2 に示す決定フローは、各アプリケーション単位のアウトソーシングオプションの妥当性に関する議論の指針と

して有用である。事業に最適な選択肢を具体的に明示することは意図しておらず、むしろ特定のアプリケーションそれぞ

れに対し、事業に適合していない選択肢を明示することを主としている。適していない選択肢を特定した後は、利用可

能な各選択肢を、費用、運用、機能、およびセキュリティ要件に照らして評価することができる。 
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Figure D-2 アウトソーシング決定フロー 

  

いいえ はい 

はい いいえ 

いいえ はい 

いいえ 

はい 

はい いいえ 

いいえ 

はい 

既設データセンターの設備

およびネットワークは、 

冗長性および容量の要求

を満たしているか？ 

配置可能な熟練の要員、

またはアプリケーション 

管理の費用効率の課題を 

解決する 

マネージドサービス 

データセンターモデル 

社内 IT 

データセンターモデル 

コロケーション 

アウトソーシングモデル 
IaaS 

アウトソーシングモデル 

はい いいえ 

組織に、設備およびネットワー

クのコスト管理を効率的に 

行うために必要な熟練の要員

が存在するか？ 

費用対効果の大きいアッ

プグレードまたは交換の

オプションが選べるか？ 

アプリケーションが、固有の

または特化したハードウェ

アまたはソフトウェア要件を

有するか？ 

組織に、アプリケーションの

コスト管理を効率的に 

行うために必要な熟練の

要員が存在するか？ 

アプリケーションは、機密デー

タ（例：知的財産）を扱っ

ているか、または高度な 

セキュリティが必要か？ 

 

PaaS 

アウトソーシングモデル 

SaaS 

アウトソーシングモデル 

アプリケーションは、カスタ

マイズまたは、他のアプリケ

ーションもしくはデータ保管

との複雑な連携が必要

か？ 

はい いいえ 

アプリケーションは、他の組

織、パートナー、または競

合他社と共有の仮想環

境で実行可能か？ 
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Appendix E マルチデータセンターのアーキテクチャ（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

  

E.1 概要 

仮想化、場所に依存しないアプリケーション、およびクラウドサービスの出現前には、最適なデータセンターサービスの構

成は、データセンターサービスの全レイヤの信頼性クラスを揃えることだった。これにより、各データセンターサービスレイヤに

おいて余分な設備を構築せずに、最低要求水準の信頼性および冗長性がもたらされる。しかし、目標とするデータセン

ターの信頼性分類クラスに関係なく、一か所のデータセンター内において、アプリケーション、データ処理システムおよびス

トレージプラットフォームの各システムが当てはまる信頼性クラスが同じである可能性は低い。 

データセンターサービスについての BICSI の信頼性フレームワークモデルの利点の 1 つとして、以下の用途に使用できるこ

とが挙げられる。 

 

アプリケーション 
単一種のユーザアクセス、ハードウェア依存、集中型ロジッ

ク、非冗長な I/O またはデータソース 
 

単一種のユーザアクセ

ス、ハードウェア依存、分

散型ロジック、冗長な

I/O およびデータソース 

 
多種のユーザアクセス、ハードウェア非依存、分散型ロジッ

ク、冗長な I/O およびデータソース 

                    

  A0    A1    A2    A3    A4  

                    

データ処理 

および 

ストレージ 

プラットフォーム

システム 

アプリケーション固有の処理ハードウェア、プラットフォーム依

存の直接接続ストレージ 
 

ミラー化されたアプリケー

ション固有の処理ハード

ウェア、ミラー化されたプラ

ットフォーム依存のネット

ワークに接続されたストレ

ージ 

 

ミラー化されたアプリケー

ション固有の処理ハード

ウェア、クロスプラットフォー

ム統合型ストレージシス

テム 

 

仮想化されたハードウェ

ア、独立した処理、クロ

スプラットフォーム統合型

ストレージシステム 

                    

  S0    S1    S2    S3    S4  

                    

ネットワークアー

キテクチャ 
事業体を通じたシングルリンク、単一サービスプロバイダ  

冗長またはリング型サー

ビスプロバイダ、

LAN/SAN 全体のシング

ルリンク、低 MTBF の要

素のみでの冗長化 

 

冗長なリング型サービスプ

ロバイダ、リンク、要素

（処理アクセススイッチか

らすべての上位の装置ま

でのシャーシ） 

 

冗長なリング型アクセス、

リンク、要素（処理シス

テムからサービスプロバイ

ダまでのシャーシ） 

                    

  N0    N1    N2    N3    N4  

                    

電気通信 

ケーブリング 

インフラ 

全体がシングルパス  

屋外ケーブル引込設備

用冗長インフラ、全 ISP

用シングルパス 

 屋外ケーブル引込設備から ITE までの冗長インフラ 

                    

  C0    C1    C2    C3    C4  

                    

設備 
F1 の最低要件を満たし

ていない 
 

全重要システムがシング

ルパス 
 

低 MTBF の重要要素

にのみ冗長要素を備え、

他の重要システムがシン

グルパス 

 
無停止保守可能な重

要システム 
 

フォールトトレラントな重

要システム 

                    

  F0    F1    F2    F3    F4  
 

 

Figure E-1 サービスレイヤ全体にかかる信頼性のフレームワーク 
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 最低信頼性目標の特定 

 上位レイヤサービスの信頼性の不足分を補うために、下位レイヤサービスの調整について判断するための指針

として、構造化され整理された手法の提供 

 複数データセンターにまたがる構成下において、ネットワークとデータセンターの信頼性を総合的に検討し、デー

タセンターの信頼性と引き換えに、上位レイヤの信頼性向上にリソースを集中投入し、全体の信頼性を確保

しつつコストダウンを実現 

E.2 高可用性自社用マルチデータセンターの設計例 

この例では、顧客が目標とするデータセンターのサービス信頼性水準を、クラス 3 としている。顧客は重要なデータセンタ

ー機能をサポートする複数の設備を有する。高可用性の構成を持つアプリケーションを、2 か所のデータセンターに配置

することで、顧客は目標とする信頼性および可用性を達成できる。 

大切なのは、2 か所のデータセンターに共通する、単一の人災および天災リスク要因を事前に特定し、評価することであ

る。この 2 か所のデータセンター間の通信を同期・非同期のいずれとするかは、災害復旧計画と事業継続計画でそれぞ

れ設定しリカバリポイントと復旧時間の目標(RPO と RTO)、並びに 2 か所のデータセンター間の物理的距離による。 

両データセンターに存在する共通の人災または天災を要因とするリスクであっても、組織にとって許容可能と判断される

場合もある。組織として許容可能とみなされる例として、複数の州にまたがる広域停電等、複数の地域にわたる事象が

挙げられる。この場合、（バックアップ電源で稼働する）データセンター内ではデータ喪失は起こらないと思われるが、複

数の地域にわたってネットワークおよびシステムがオフラインになる可能性が高いため、当該地域のユーザはアプリケーショ

ンやデータにアクセスできないと思われる。この例は、ユーザはデータへのアクセスを期待せず、結果的に収益や名声は損

なわれないであろうと、組織が判断した場合である。その場合、複数のデータセンターを、より遠方（同期可能領域の

外）の地域に構築するための追加費用は、承認されない場合がある。 
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        クラス 3   
  

 

 

Figure E-2 マルチデータセンタークラス 3 の例 
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E.3 マルチデータセンタークラス 3 の例 

プライベートクラウドマルチデータセンターの設計例プライベートクラウドサービスは、顧客が所有するデータセンターに構築

される。プライベートクラウドアプリケーションは、下位レイヤのデータセンターサービスへの依存を解消し、拡張性、構築速

度、および信頼性を向上させるために開発される。 

プライベートクラウドアプリケーションは、高信頼性の下位レイヤのデータセンターサービスを必要とせずに、信頼性の高い

アプリケーションを顧客に提供できる。 

E.3.1 プライベートクラウドマルチデータセンターの設計 - クラス 3 ソリューション - 3 か所のクラス 2 施設 

最初の例では、顧客が少なくとも 2 か所のデータセンターについて、目標データセンター信頼性レベルをクラス 3 であると

している。プライベートクラウドアプリケーションは、異なる地理的領域にわたり導入される。3 か所のクラス 2 データセンタ

ー施設にわたってプライベートクラウドアプリケーションを配置することで、顧客は同程度の信頼性および可用性目標を達

成できる。 

1 か所のデータセンターを喪失した時、アプリケーションは、各データセンター間を、事業への影響を最小限としつつ移行

できる。通信により同期する 2 か所のデータセンターは、一定の区域内に位置する。非同期のデータセンターは、その区

域外に位置しており、共通の天変地異または人災による停止要因を持たない。 
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設備 F0  F1   F2  

 

 F3    F4 

  

  
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
  

        

 

クラス 3    
  

 
 

 

Figure E-3 3 か所のクラス 2 施設を含むマルチデータセンタークラス 3 の例 

 

この例は、2 か所のクラス 3 データセンターと常に同一と見なせるソリューションとして提示されているのではなく、さまざまな

選択肢を評価するために、データセンターサービスの信頼性のフレームワークをいかにして利用できるかを示すために提示

する。 

  

同期 

非同期 非同期 
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E.3.2 プライベートクラウドマルチデータセンターの設計 - クラス 4 ソリューション - 4 か所のクラス 2 施設 

2 つ目の例では、顧客のデータセンター信頼性レベルは 2 か所のクラス 4 データセンターと同等とすることを目標としてい

る。一定の区域内およびその区域外の両方にまたがる、4 か所のクラス 2 データセンター施設に、プライベートクラウドアプ

リケーションを配置することで、顧客は同程度の信頼性および可用性目標を達成できる。いずれかの区域のデータセンタ

ーを喪失した時、アプリケーションは、各データセンター間を、事業への影響を最小限としつつ移行できる。 
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            クラス 4 
 

 

 

Figure E-4 4 か所のクラス 2 施設によるマルチデータセンタークラス 4 の例 

 

2 か所のデータセンターは、一定の区域内に位置し、通信により同期する。両区域間の対となるデータセンター群は、非

同期でつながる。これらは、異なる区域に位置しており、共通の天変地異または人災による停止要因を持たない。 

この例は、2 か所のクラス 4 データセンターと常に同一と見なせるソリューションとして提示されているのではなく、さまざまな

選択肢を評価するために、データセンターサービスの信頼性フレームワークをいかにして利用できるかを示すために提示し

た。 
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Appendix F 試験手順書の例（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

F.1 序文 

この付録では、コミッショニングの際に参考となる 2 種類の試験手順書例を提示する。F.2 項は PDU 試験を、F.3 項は

UPS 試験およびディーゼル発電機試験の例を述べる。 

F.2 PDU 試験手順書例 

F.2.1 目的 

重要な顧客機器への潜在的な影響を最小限に抑えつつ、PDU のコミッショニングを完了させ、顧客エリア#1 の IST を

行うために必要なステップを確立する。 

F.2.2 作業手順 

 仮設電源として、M1BB タイブレーカから 1HUPSDP2 の間をジャンパ接続する 

 重要負荷を、ASTS PDU レベルで、UPS 2B に切り替える 

 UPS システム 1A を、UPS モードから内部バイパスモードに切り替える 

 顧客エリア#1 の A 系 PDU に通電する 

 UPS システム 1A を、内部バイパスモードから UPS モードに切り替える 

 仮設電源から顧客エリア#1 の PDU/ASTS の B 系の電源を供給する 

 ASTS コミッショニング手順を、STS 3B に実施する 

 顧客エリア#1 にある A 系 PDU は、1A UPS からの受電を継続する 

 顧客エリア#3 とネットワークエリアの重要負荷を、ASTS PDU レベルで、UPS 1A に切り替える 

 UPS システム 2B を、UPS モードから内部バイパスモードに切り替える 

 顧客エリア#1 の B 系 PDU に通電する 

 UPS システム 2B を、内部バイパスモードから UPS モードに切り替える 

 通常電力経路に復電する 

F.2.3 影響を受けるシステム 

この手順の影響を受ける可能性があるシステムを以下に挙げる。UPS システム 1A、UPS システム 2B、およびすべての

STS と PDU 
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F.2.4 試験中断復旧計画 

試験中に PDU または STS に障害が発生した場合、復旧するまで電気系統から切り離す。 

 

ID タイムマーク 継続時間 タスク リソース 制御 

   
仮設電源として、M1BB タイブレーカとパネル 1HUPSDP 

2、4、6 のそれぞれをジャンパ接続する 

  

  N/A 現場チェックイン   

   
施工業者用入館バッジで、適切な作業区域へ立ち入りでき

るようにする。 

  

ID タイムマーク 継続時間 タスク リソース 制御 

   
設備監視会社に、緊急作業の実施を通知する。ALC ペー

ジアウト機能を無効にする。 

  

  30 分 
作業前打合せ - 紹介、作業のレビュー、安全打合せ、機材

在庫確認  

  

1   
MSDA で、1 系（UPS 1A）を「Master Source」として選

択する。 

  

2   

SCC 制御盤の UPS システム 1A にかかる負荷を記録す

る。 

kVA _________ kW __________ 

 

A 相 ___________A 

 

B 相 ___________A 

 

C 相___________A 

  

3   

SCC 制御盤の UPS システム 2B にかかる負荷を記録す

る。 

kVA _________ kW __________ 

 

A 相 ___________A 

 

B 相 ___________A 

 

C 相 ___________A 
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ID タイムマーク 継続時間 タスク リソース 制御 

4   

全 STS が「優先電源」として UPS 2B が設定されていること

を確認する。 

 

この STS が「優先電源」として UPS 1A が設定されている

場合は、次の手順に従い「優先電源」として UPS 2B へ切り

替える。 

 

3STS1A 

  時間____________ 

3STS2A 

  時間____________ 

3STS3A 

  時間____________ 

3STS4A 

  時間____________ 

3STS5A 

  時間____________ 

3STS6A 

  時間____________ 

  

4c   

3STS7A 

  時間____________ 

3STS8A 

  時間____________ 

3STS9A 

  時間____________ 

STSNETA 

  時間____________ 

1) STS で、Monitor Mimic 画面を選択して、警報が発

生していないことを確認する。 

2) Source Transfer 画面を選択し、以下を確認する。 

a. Source 2 電圧有 

b. ON Source 1 

c. Source 1 Preferred 

d. OK to transfer 

e. 位相差 15°以内の同期 

3) Alarm Reset ボタンと Down ボタンを同時に押す。 

4) ON Source Message をチェックして切換を確認する。 

a. ON Source 2 

b. Source 2 Preferred 

  

5   
UPS 2B にかかる負荷増を確認する。ステップ 1 で記録され

た数値と同等であることを確認。 

  

6   
UPS 1A および UPS 2B が正常に動作していることと、バイ

パスへの切換が妨げられていないことを確認する。 
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ID タイムマーク 継続時間 タスク リソース 制御 

7   

1) 以下の手順で、UPS 1A を UPS モードから Internal 

Bypass へ移行する。 

a. UPS 操作画面で以下を確認する。 

b. OK to transfer 

c. Static Switch connected 

d. 警報の無い事を確認する 

2) UPS 操作画面の Load Transfer Procedures を確

認する。 

3) Push to Turn Voltage Adjust Pot を使用して、UPS

出力電圧を、バイパス電圧を 2V から 4V 超える値に設

定する。 

4) UPS の進み位相が 1°から 3°の範囲内であることを確

認する（同期グラフィックは画面右上隅にある）。 

5) OK to Transfer がハイライトされている場合、

Control/Enable ボタンと Bypass ボタンを同時に押

す。 

6) Horn Off を押して警報音を消す。 

  

7c   

1) UPS SCC Monitor Mimic で、以下を確認する。 

a. System Bypass Breaker 閉 

b. UPS Output Breaker 開 

  

8   

通常受電 UPS から A PDU に通電する。 

1) Panel 1HUPSDP 1、3、5 の CR1 で、M1BB からの

仮設電力が供給されているブレーカを開いて、ロックす

る。 

2) room XXX 内の UPS 1A SCC 分電盤で、

1HUPSDP 1、3、5 へのフィーダーのブレーカを閉じる。 

3) Panel 1HUPSDP 1、3、5 の CR1 で、 Main – DP 

回路のブレーカを閉じる（UPS1A から供給）。 

4) Main Input ブレーカを閉じたら、以下にある Subfeed 

1 と Subfeed 2 のブレーカを閉じる。 

a. 1PDU1A 

b. 1PDU2A 

c. 1PDU3A 

d. 1PDU4A 
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ID タイムマーク 継続時間 タスク リソース 制御 

9   

以下の手順で、UPS 1A を、内部バイパスモードから UPS

モードに移行する。 

1) UPS SCC Monitor Mimic で確認する。 

a. UPS は Internal Bypass 電源状態 

b. UPS モジュール稼働中 

2) UPS 操作画面の Load Transfer Procedures を確

認する。 

3) Push to Turn Voltage Adjust Pot を使用して、UPS

出力電圧を、バイパス電圧を 2V から 4V 超える値に設

定する。 

4) UPS の進み位相が 1°から 3°の範囲内であることを確

認する（同期グラフィックは画面右上隅にある）。 

5) OK to Transfer がハイライトされている場合、

Control/Enable ボタンと UPS ボタンを同時に押す。 

  

9c   

1) UPS SCC Monitor Mimic で、以下を確認する。 

a. System Bypass Breaker 開 

b. UPS Output Breaker 閉 

2) UPS システム出力電圧を、488V に再設定する。 

  

10   
UPS 1A および UPS 2B が正常に動作していることと、バイ

パスへの切換が妨げられていないことを確認する。 

  

11   
顧客エリア#1 で、UPS 2B からパネル 1HUPSDP2、4、6

への供給を開いてロックする。 

  

12   M1BB のタイブレーカを閉じる。   

13   

顧客エリア#1 において以下の手順を実施する。 

1) 1HUPSDP2、4、6 のブレーカを閉じる。 

2) 1HUPSDP2、1HUPSDP4、1HUPSDP6 間の

タイブレーカを閉じる。 

3) B 系 PDU に通電する。 

  

15   

ASTS コミッショニング手順を、STS 3B に実施する。 

1) ASTS が通常動作モードで、警報が発生していな

いことを確認する。 

注：  試験実施中は、適切な状態表示・警報表示があるこ

とを確認する。遠方警報表示を確認する。 
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ID タイムマーク 継続時間 タスク リソース 制御 

15c   

1) ASTS の出力へ、100%の負荷をかける。 

2) 1 系の校正チェックを行い、適切な表に記録する。 

3) 100%の負荷を最低 1 時間かけた後、ASTS の 1 系

側および出力の赤外線スキャンを行う。1 系 PDU に赤

外線スキャンを行う。 

4) 1 系を保守バイパスへ切り替える 

5) 100%の負荷を最低 1 時間かけた後、ASTS の 1 系

保守バイパスの赤外線スキャンを行う。 

6) 通常動作へ復帰させる。 

7) 2 系へ手動で切り替える。 

8) 2 系の校正チェックを行い、適切な表に記録する。 

9) 100%の負荷を最低 1 時間かけた後、ASTS の 2 系

側および出力の赤外線スキャンを行う。2 系 PDU に赤

外線スキャンを行う。 

10) 2 系を保守バイパスに切り替える。 

11) 100%の負荷を最低 1 時間かけた後、ASTS の 2 系

保守バイパスの赤外線スキャンを行う。 

12) UPS 出力盤のブレーカ部に赤外線スキャンを行う。 

13) 通常運用状態へ復帰させる。 

14) 1 系へ手動で切り替える。 

  

 

F.3 UPS およびディーゼル発電機の試験例 

注： 

1. ここに記載した全ステップに確実に準じるために、チェックボックス（□）が以下手順に設けられている。 

2. バックアップとしては、別種類の電源も使用可能。本例では、ディーゼル発電機（DG）を使った試験計画を示す。 

F.3.1 目的 

 データセンタークライアント設備に付属する新しい UPS モジュールとディーゼル発電機が、メーカ仕様に従い機

能することを実証する。 

 新設の重要電力要素が、それぞれの並列構成において機能することを保証する。 

F.3.2 試験範囲 

この手順の一環として実施する試験は、以下の通り。 

1) UPS 4（要求負荷 600kW） 

– 入出力高調波測定 

– 電圧制御測定 

– ステップ負荷過渡応答 

– バイパス切換過渡試験 

– 蓄電池切換過渡応答 

＜次頁に続く＞ 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

563 

– 整流器ランプインの計測 

2) 並列 UPS（要求負荷 1,800kW） 

– 電圧制御測定 

– モジュール出力負荷分担測定 

– ステップ負荷過渡応答 

– バイパス切換過渡試験 

– モジュール異常停止および回復時の過渡応答 

3) DG 3（要求負荷 2,000kW） 

– 暖機運転 4 時間 

– 出力高調波測定 

– 電圧制御測定 

– ステップ負荷過渡応答 

– 100%負荷急変過渡応答 

4) 並列 DG システム（要求負荷 2,000kW） 

– 負荷分担測定 

– 電圧制御測定 

– DG 異常停止時および回復時過渡応答 

F.3.3 ベンダの責任 

各ベンダから派遣された技術者は、この手順を通じて自社の機器の動作と、その試験に関わる要員全員の指導につい

て責任を有する。 

加えて、ベンダは運用の開始に必要なすべての書類と、すべての機器仕様の写しをレビュー並びに最終コミッショニング

報告書に含めるために提供する責任を有する。 

該当する機器始動チェックが確実に行われたことを確認するために、すべてのベンダ書類の写しがコミッショニング開始時

に提供されていなければならない。 

F.3.4 ゼネコンの責任 

ゼネコンは、この手順を実施中、必要に応じて、以下を提供可能なことを保証する責任を有する。 

 UPS ベンダから派遣される技術者。 

 ディーゼルエンジンベンダから派遣される技術者。 

 本試験手順の実施の際、必要に応じて補助をする、最低 2 人の本現場に詳しい電気工事の作業員（例：配

電ブレーカの操作、必要に応じてロードバンク作業の補助）。コミッショニングプロセスが遅れそうな場合、追加の電

気技師が必要になる可能性がある。 

 赤外線カメラ 1 台と操作者 1 人（主要電気機器すべての基準値を記録するために、サンプルサーモグラフを取る

機能がついた赤外線カメラでなければならない）。 

 必要な空冷式ロードバンクおよびケーブルの用意（提供されたケーブルが負荷量に対し十分な電流容量と長さで

あるようにする）。ロードバンクの配置は、ケーブルの発注前に決めること。各システムの定格負荷に等しい抵抗負

荷が利用可能であること。 

1) UPS モジュール負荷試験では、ロードバンクは各 UPS モジュールの出力スイッチギヤに直接接続しなければな

らない（これには外付ファン電源対応の 480V のロードバンクが必要である）。 

＜次頁に続く＞ 
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2) UPS モジュール試験では、1,200kW の負荷が必要。ロードバンク用の外部ファン電源は、コミッショニングプロ

セス中に遮断されてはならない。 

3) ディーゼル発電機試験では、ロードバンクは並列盤の出力に直接接続しなければならない（これには外付けフ

ァン電源対応の 480V のロードバンクが必要である）。 

– ディーゼル発電機試験では、最低 12 台の、理想的には 24 台の 2,000kW 抵抗型ロードバンクが利用

できる必要がある 

– 必要なディーゼル燃料油 

 この手順に関する各自の責任を全関係者に確実に周知すること。 

 コミッショニング手順の開始前に、あらゆる試験の事前条件が確実に満たされている（コミッショニング各日のロード

バンクの接続および設置を含む）。 

 適切な請負業者すべてに、コミッショニングが行われる区域で、ほかの作業は許可されないことを周知する。この要

件に従わない場合、人身傷害や機器損傷につながる可能性がある。 

F.3.5 試験機関の責任 

試験機関は必要な技術要員を手配して、上記の試験を完了させ、以下の試験機器または同等物を用意すること。 

 電力分析レコーダ（高精度電力メータ（RPM））各 2 台 

 Chart Recorder 各 1 台 

 デジタルマルチメータ各 2 台 

 マルチメータ用 600A クランプ式電流プローブ各 1 台 

F.3.6 必須事項 

 ディーゼル発電機システムは、メーカ推奨事項に従いコミッショニングすべきであり、関連するすべての仕様を満

たすこと。 

 各ディーゼル発電機（単体）は、100%負荷急変に耐えられ、15 秒以内に（電圧および周波数）完全回

復できること。 

 ディーゼル発電機用のスイッチギヤは、メーカ推奨事項に従いコミッショニングすべきであり、関連するすべての仕

様を満たすこと。 

 ディーゼル発電機は並列可能で、25%～100%のシステム負荷の範囲内で 5%以内のばらつきで負荷分担

ができること。 

 UPS システムは、メーカ推奨事項に従いコミッショニングすべきであり、関連するすべての仕様を満たすこと。 

 試験される各システムの全負荷率に等しい抵抗負荷を用意すること。 

 この手順の実行中は、機器が試験されている区域での別の作業は許可されない（例：UPS モジュール試験

の最中は、UPS 室、並びにロードバンクケーブルが通っている場所での、別作業は許可されない）。コミッショ

ニング対象装置への電力供給を直接または間接に制御する機器に対し、別の作業を行うことは許可されない。 

注：上記の注意事項は必ず順守しなければならない。これらの作業は、露出充電部を含む機器への試験が必須で

あり、この区域での別の作業を行うと、試験要員やその作業をしている者が危険にさらされる。 

F.3.7 非常用発電機システム試験 

この試験の目的は、動作特性値を記録し、それらをメーカ仕様値と対比させることである。試験結果は、将来の試験の

ための基準値としても使用される。 

ディーゼル発電機の試験中に、いずれかの ATS から緊急事態発生が発報された場合は、直ちにロードバンクを停止の

上、ロードバンクブレーカを開くことで、DG システムを自動運転状態に戻す。 
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F.3.7.1 ディーゼル発電機 

F.3.7.1.1 ディーゼル発電機ヒートラン 

このステップはディーゼル発電機ベンダが行い、必要な文書類は試験機関の責任者に提出されなければならない。 

 ディーゼル発電機を稼働させ、2,000kW まで負荷をかける。 

 全負荷で 4 時間ヒートランを行う。 

 電圧、電流、周波数、rpm、および DG 表示パネルからわかるすべてのエンジンデータ（例：排気温度、蓄電池

電圧、油圧、冷却水温度）を、15 分ごとに読み取って記録する。rpm 値の揺らぎを記録する。 

F.3.7.1.2 赤外線スキャン 

 全負荷を最低 1 時間かけたのちにエンジンの赤外線スキャンを行う。 

 各シリンダヘッドに赤外線スキャンを行う。数値が各ヘッドの目標値と同等で、それぞれの値の差が 2.5°C（4.5°F）

以内であること。 

 4 つのターボチャージャーに赤外線スキャンを行い、4 つすべてが均一な温度であることを確認する。 

 発電機とロードバンク間のすべての電力接続端子、サーキットブレーカに赤外線スキャンを行い、100%負荷で最

低 15 分運転した後の温度を記録する。端子温度が 75°C（167°F）を超えないこと。 

 発電機ベアリングケーシングに赤外線スキャンを行い、発電機ベアリングケーシングの温度を記録する。ベアリングケ

ーシング温度が 50°C（122°F）を超えないこと。 

 試験対象の各ディーゼル発電機の全負荷運転を 3 時間行ったあと、本セクションのステップを繰り返す。異常があ

れば、責任者に通知する必要がある。 

F.3.7.1.3 定常状態試験 

 発電機を始動する。100%定格負荷（kW）を印加する。RPM メータで 100%負荷時の出力電圧、電流、周

波数、高調波含有率の瞬時値を記録する。RPM メータとエンジン発電機盤のデータを、付属のデータシートに記

録する。 

 50%定格負荷（kW）を印加する。RPM メータでの 50%負荷時の出力電圧、電流、周波数、高調波含有率

の瞬時値を記録する。RPM メータとエンジン発電機盤のデータを、付属のデータシートに記録する。 

 すべての負荷を除去する。RPMメータで無負荷時の出力電圧、電流、周波数、高調波含有率の瞬時値を記録

する。RPM メータとエンジン発電機盤のデータを、付属のデータシートに記録する。 

 

F.3.7.1.4 過渡応答試験 

 無負荷時の発電機出力（ロードバンクファンのみ動いている状態）で、50%定格負荷（kW）を一気にかける

（0%から 50%までを一段階で）。Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、周波数を記録する。「0

から 50%過渡変化」のように、イベント記録に注釈をつける。 

 50%負荷時の発電機出力で、さらに 50%の定格負荷（kW）を一気に加える（50%から 100%までを一段階

で）。Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、周波数を記録する。「50%から 100%過渡変化」のよ

うに、イベント記録に注釈をつける。 

 100%負荷時の発電機出力で、50%の定格負荷（kW）を一気に除去する（100%から 50%までを一段階

で）。Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、周波数を記録する。「100%から 50%過渡変化」のよ

うに、イベント記録に注釈をつける。 

 50%負荷時の発電機出力で、全負荷を一気に除去する。Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、

周波数を記録する。「50%から 0%過渡変化」のように、イベント記録に注釈をつける。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

566 

F.3.7.1.5 ブロック負荷試験 

この試験の目的は、エンジン発電機全体が停止せず、15 秒以内に定格電圧と周波数に回復できる負荷水準を確定

することである。 

発電機が無負荷時状態で、100%定格負荷（kW）を一気にかける。負荷は定格の 100%を超過しないようにする。

例えば、発電機の定格が 2,000kW の場合、2,050kW の負荷をかけると予期できない反応を起こす恐れがある。この

場合は、負荷を 100kW 下げることで、100%ブロック負荷として受容することができる。Monitor モードの RPM メータで、

出力電圧、電流、周波数を記録する。「0%から 100%過渡変化」のように、イベント記録に注釈をつける。 

もしエンジンが定格電圧および周波数に 15 秒以内に復帰できない場合は、ブロック負荷を定格容量の 75%に下げて、

再度試験する。上述のように、イベント記録に注釈をつける。 

F.3.7.2 ディーゼル発電機並列試験 

並列ディーゼル発電機試験では、試験対象全システム負荷は 2,000kW である。 

F.3.7.2.1 定常状態試験 

 すべてのエンジン発電機を並列する。RPM メータで無負荷時の出力電圧、電流、周波数、高調波含有率の瞬

時値を記録する。「0%負荷」と、RPM メータ記録に注釈をつける。RPM メータとエンジン発電機並列盤のデータ

を確認し、付属のデータシートに記録する。 

 無負荷時の並列システムで、適切な負荷分担を確認するために、各エンジンの出力電流を読み取り、付属のデー

タシートに記録する。 

 50%定格負荷（kW）を印加する。RPM メータでの 50%負荷時の出力電圧、電流、周波数、高調波含有率

の瞬時値を記録する。「50%負荷」と、RPM メータ記録に注釈をつける。RPM メータとエンジン発電機並列盤の

データを確認し、付属のデータシートに記録する。 

 50%負荷時の並列システムで、適切な負荷分担を確認するために、各エンジンの出力電流を読み取り、付属の

データシートに記録する。 

 システムへ 100%の負荷をかける。RPM メータで 100%負荷時の出力電圧、電流、周波数、高調波含有率の

瞬時値を記録する。「100%負荷」と、RPM メータ記録に注釈をつける。RPM メータとエンジン発電機並列盤のデ

ータを確認し、付属のデータシートに記録する。 

 100%負荷時の並列システムで、適切な負荷分担を確認するために、各エンジンの出力電流を読み取り、付属の

データシートに記録する。 

F.3.7.2.2 過渡応答試験 

 システム負荷ゼロ（ロードバンクファンのみ動作）から、50%定格負荷（kW）を一気に加える（0%から 50%ま

でを一段階で）。Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、周波数を記録する。「0%から 50%過渡

変化」と、記録に注釈をつける。 

 システム負荷 50%時から、さらに 50%の定格負荷（kW）を一気に加える（50%から 100%までを一段階で）。

Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、周波数を記録する。「50%から 100%過渡変化」と、記録に

注釈をつける。 

 システム負荷 100%時から、50%の定格負荷（kW）を一気に除去する（100%から 50%までを一段階で）。

Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、周波数を記録する。「100%から 50%過渡変化」と、記録に

注釈をつける。 

 システム負荷 50%時から、全負荷を一気に除去する。Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、電流、周波

数を記録する。「50%から 0%過渡変化」と、記録に注釈をつける。 
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 システム無負荷時から、100%定格負荷（kW）を一気にかける。Monitor モードの RPM メータで、出力電圧、

電流、周波数を記録する。「0%から 100%過渡変化」と、記録に注釈をつける。 

F.3.7.2.3 発電機故障試験 

 RPM パワーレコーダを接続し、ディーゼル発電機の並列母線への三相出力電圧および電流を監視する。RPM パ

ワーレコーダの監視時間は 15 分用に設定する。新規の RPM Site Information ディレクトリを作成し、「DG 異常

停止」と注釈をつける。各 DG について新しい Location Information ディレクトリを作成し、上記のとおり注釈をつ

ける。 

 すべてのディーゼル発電機を並列運転する。 

 システムへ 100%の負荷をかける。 

 Site Information ディレクトリ―DG 異常停止と、Location Information ディレクトリ―「DG1 異常停止および復

帰」として RPM パワーレコーダに接続し、記録を開始する。 

 DG1 用の出力ブレーカを開き、母線から切り離す。波形記録装置で過渡現象を記録し、上記のとおりグラフに注

釈をつける。 

 DG1 を並列母線に復帰させる。波形記録装置で過渡現象を記録し、上記のとおりグラフに注釈をつける。 

 RPM パワーレコーダの記録を停止し、記録データをダウンロードする。 

 Site Information ディレクトリ―DG 異常停止と、Location Information ディレクトリ―DG3 異常停止および復

帰下にある RPM パワーレコーダにリンクさせ、記録を始める。 

 DG2 用の出力ブレーカを開き、母線から切り離す。波形記録装置で過渡現象を記録し、上記のとおりグラフに注

釈をつける。 

 DG2 を並列母線に復帰させる。波形記録装置で過渡現象を記録し、上記のとおりグラフに注釈をつける。 

 RPM パワーレコーダの記録を停止し、記録データをダウンロードする。 

 Site Information ディレクトリ―DG 異常停止と、Location Information ディレクトリ―DG3 異常停止および復

帰下にある RPM パワーレコーダにリンクさせ、記録を始める。 

 DG3 用の出力ブレーカを開き、母線から切り離す。波形記録装置で過渡現象を記録し、上記のとおりグラフに注

釈をつける。 

 DG3 を並列母線に復帰させる。波形記録装置で過渡現象を記録し、上記のとおりグラフに注釈をつける。 

 RPM パワーレコーダの記録を停止し、記録データをダウンロードする。 

F.3.8 UPS 試験 

F.3.8.1 重要負荷の遮断 

 並列盤内の活線試験機能を使用し、ディーゼル発電機を始動させる。 

 DG 並列盤内の 3 台の遮断器（UPS Input SWGR、UPS Maint. Bypass A、UPS Maint. Bypass B）が

確実にすべて閉じていることを確認する。 

 入力側の配電盤の UPSInput を非常用に切り替える。 

 UPS システムをバイパスへ切り替える。 

 保守バイパススイッチ A を発電機バイパスへ切り替える。 

 保守バイパススイッチ B を発電機バイパスへ切り替える。 

 UPS 並列開閉器上の出力ブレーカを開く。 

 UPS システムを停止して、ロードバンクを接続する。 



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

568 

F.3.8.2 UPS モジュール# 1 

UPS データ 

製造者：________________________ モデル______________________ 

シリアル番号：_______________________ kVA________ kW：__________ 

蓄電池データ 

製造者：________________________ モデル：_________________________ 

直列数：____ 槽/直列：_____ セル/槽：_____ フロート/セル：______ 

 

F.3.8.2.1 定常状態負荷試験 

 試験する UPS モジュールの入力側に RPM メータをつなげる。 

 三相電圧、電流、電力、力率、および THD（電圧と電流の歪み）を、次の負荷レベルで記録する。 

1) 100%負荷 

2) 50%負荷 

3) 無負荷（0%負荷） 

 試験する UPS モジュールの出力側に RPM メータメータをつなげる。 

 三相電圧、電流、電力、力率、および THD（電圧と電流の歪み）を、次の負荷レベルで記録する。 

1) 100%負荷 

2) 50%負荷 

3) 無負荷（0%負荷） 

 当該装置に 100%負荷がかかっている間に、次の事項を付属のデータシートに記録する。 

1) 入力フィルタへの三相電流 

2) 出力フィルタへの三相電流 

3) 整流器への三相電流 

F.3.8.2.2 過渡負荷試験 

 波形記録装置を UPS モジュールの出力側に接続し、三相出力電圧、および単相出力電流を測定する。 

 波形記録装置で、次の負荷ステップ過渡現象を記録する。 

 

1) 0%–50%–0% 
2) 50%–100%–50% 
3) 25%–75%–25% 

 波形記録装置を接続し、三相システム出力電圧を測定する。 

 システム SS バイパスの 1 相に CT を設置し、波形記録装置で次の切換過渡現象を記録する。 

1) 100%負荷をかけたときのバイパスへの正常な切換 

2) 100%負荷をかけたときのモジュール異常時のバイパスへの切換 

 UPS モジュール出力の 1 相に CT を設置し、波形記録装置で次の切換過渡現象を記録する。 

 100%負荷をかけたときのバイパスから UPS への切換 

F.3.8.2.3 赤外線スキャン 

 最低 15 分 100%負荷をかけたあと、UPS モジュール全体の赤外線スキャンを行う。 

 最低 15 分 100%負荷をかけたあと、UPS モジュールの上位側および下位側ブレーカの赤外線スキャンを行う。 
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F.3.8.2.4 蓄電池放電過渡特性試験 

 三相出力電圧および単相入力電流を測定するために、波形記録装置が設置されているか確認する。 

 100%負荷が UPS モジュールにかけられているか確認する。 

 UPS モジュールを蓄電池給電モードにする。以下を記録する。 

 波形記録装置で、蓄電池給電への最初の切換。 

 UPS 入力を復旧する。 

 波形記録装置で商用電源復帰および整流器ランプアップを記録する。 

F.3.8.3 並列 UPS システム試験 

並列システム制御キャビネットデータ 

モデル番号：______________________シリアル番号：______________________ 

SCC 定格：____________SCC ブレーカ定格：_____________A 

F.3.8.3.1 定常状態負荷試験 

 並列システムキャビネットの出力側に RPM メータをつなげる。 

 UPS システムへ 100%の負荷をかける。 

1) システムの三相電圧、電流、電力、力率、および THD（電圧と電流の歪み）を、RPM メータで記録する。 

2) システム出力電圧、システム出力電流、バイパス電圧を、System Cabinet Load Test Data 表に記録する。 

3) 個々の UPS モジュールのフフロントパネル画面に表示される出力電流を、System Load Sharing Data 表

に記録する。 

 UPS システムへ 50%の負荷をかける。 

1) システムの三相電圧、電流、電力、力率、および THD（電圧と電流の歪み）を、RPM メータで記録する。 

2) システム出力電圧、システム出力電流、バイパス電圧を、System Cabinet Load Test Data 表に記録する。 

3) 個々の UPS モジュールのフフロントパネル画面に表示される出力電流を、System Load Sharing Data 表

に記録する。 

 UPS システムからすべての負荷を除去する。 

1) システムの三相電圧、電流、電力、力率、および THD（電圧と電流の歪み）を、RPM メータで記録する。 

2) システム出力電圧、システム出力電流、バイパス電圧を、System Cabinet Load Test Data 表に記録する。 

3) 個々の UPS モジュールのフフロントパネル画面に表示される出力電流を、System Load Sharing Data 表

に記録する。 

F.3.8.3.2 過渡負荷試験 

 波形記録装置を並列システムキャビネットの出力側につなげて、三相出力電圧、および単相出力電流を測定す

る。 

 波形記録装置で、次の負荷ステップ過渡現象を記録する。 

1) 0%–50%–0% 
2) 50%–100%–50% 
3) 25%–75%–25% 

 三相出力電圧および単相バイパス電流を測定するために、波形記録装置をつなげる。 

 4 台の UPS モジュールを並列し、100%システム負荷をかけ、波形記録装置で次の切換過渡現象を記録する。 

1) バイパスへの正常な切換 

2) バイパスから UPS への切換 
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F.3.8.3.3 赤外線スキャン 

 すべての UPS モジュールを並列する。 

 システムレベルの全負荷を UPS システムにかける。 

 最低 15 分、全負荷をかけたあと、並列システムキャビネットの UPS 側の赤外線スキャンを行う。 

 UPS システムを静止型バイパスへ切り替え、静止型バイパスの定格電流へ負荷を上げていく。 

 最低 15 分、全負荷をかけたあと、並列システムキャビネットの静止型切換器バイパス側の赤外線スキャンを行う。 

 UPS システムを保守バイパスへ切り替え、最低 15 分、全負荷をかけたあと、並列システムキャビネットの保守バイ

パス側および負荷側分電盤の赤外線スキャンを行う。 

F.3.8.4 並列 UPS モジュール異常試験 

 波形記録装置をつなげて、UPS 並列母線にかかる三相出力電圧を監視する。 

 すべての UPS モジュールを並列する。 

 システムへ 100%の負荷をかける。 

 波形記録装置の CT を UPS モジュール 1 の出力側に設置し、波形記録装置へ接続する。 

 UPS1 用の出力ブレーカを開き、母線からこれを切り離す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

 UPS1 を並列母線に戻す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

 波形記録装置の CT を UPS モジュール 2 の出力側に設置し、波形記録装置へ接続する。 

 UPS2 用の出力ブレーカを開き、母線からこれを切り離す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

 UPS2 を並列母線に戻す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

 波形記録装置の CT を UPS モジュール 3 の出力側に設置し、波形記録装置へ接続する。 

 UPS3 用の出力ブレーカを開き、母線からこれを取り外す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

 UPS3 を並列母線に戻す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

 波形記録装置の CT を UPS モジュール 4 の出力側に設置し、波形記録装置へ接続する。 

 UPS4 用の出力ブレーカを開き、母線からこれを取り外す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

 UPS4 を並列母線に戻す。波形記録装置で過渡データを記録する。 

F.3.8.5 重要負荷復旧 

 UPS システムを停止して、ロードバンクの接続を切り離す。 

 UPS 並列開閉器上の出力ブレーカを閉じる。 

 UPS システムをバイパスへ切り替える。 

 保守バイパススイッチ B を UPS へ切り替える。 

 保守バイパススイッチ A を UPS へ切り替える。 

 UPS システムを始動して、バイパスから UPS へ切り替える。 

 入力側の配電盤の UPSInput を正常へ切り替える。 

 DG 並列開閉器を Automatic に戻してディーゼル発電機を停止する。  
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F.3.9 データ表 
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ディーゼル発電機試験データシート 

ユニット番号_________________________   試験日：___________  

製造者_____________________    

発電機 _______________  シリアル番号___________ 

エンジン ____________________________  シリアル番号___________  

 

エンジンデータ 

 
無負荷 50%負荷 100%負荷 

 

排気温度左（°F）    

排気温度右（°F）    

蓄電池電圧（VDC）    

毎分エンジン回転数    

油圧（psi）    

冷却水温度（°F）    

 
 

発電機データ 

 無負荷 50%負荷 100%負荷 

 パネルメータ 試験機器 パネルメータ 試験機器 パネルメータ 試験機器 

A相–B相電圧       

B相–C相電圧       

C相–A相電圧       

A相電流       

B相電流       

C相電流       

周波数（Hz）       

L–L THD（%）       
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並列盤、発電機 3 台並列 

 システム出力電圧 システム出力電流 システム特記事項 

 A - B B - C C - A A B C    

0% 

負荷 
パネル          

0% 

負荷 
試験機器          

50% 

負荷 
パネル          

50% 

負荷 
試験機器          

100% 

負荷 
パネル          

100% 

負荷 
試験機器          

 
 

並列負荷、発電機全 3 台 

 発電機 1 発電機 2 発電機 3 

メータ A B C A B C A B C 

0% 発電機          

0% 開閉器          

50% 発電機          

50% 開閉器          

100% 発電機          

100% 開閉器          

 

UPS モジュール番号_____ 

 

  



 

ANSI/BICSI 002-2019 

 

574 

負荷試験およびメータ校正データ 

 

入力 

電圧 

入力 

電流 

出力 

電圧 

出力 

電流 

A–B B–C C–A A B C A–B B–C C–A A B C 

0% 

パネル 

メータ 
            

試験 

機器 
            

THD             

50% 

パネル 

メータ 
            

試験 

機器 
            

THD             

100% 

パネル 

メータ 
            

試験 

機器 
            

THD             

 
 

入力高調波フィルタ電流バランス 

 A B C A - N B - N C - N 

A       

 
 

出力高調波フィルタ電流バランス 

 A B C A - N B - N C - N 

A       

 
 

整流器電流バランス 

 A B C YA YB YC 

A       

 

  



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

575 

UPS システムキャビネット読み取り事項 

 
システム出力 

電圧 

システム出力 
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バイパス 

電圧 

 A–B B–C C–A A B C A–B B–C C–A 

0% 

パネル          

試験  

機器 
         

THD          

50% 

パネル          

試験  

機器 
         

THD          

100% 

パネル          

試験  

機器 
         

THD          

 

 

並列負荷分担、UPS モジュール 1、2、3、4 

 UPS 1 UPS 2 UPS 3 UPS 4 

メータ A B C A B C A B C A B C 

0%UPS 

メータ 
            

0%並列 

メータ 
            

50%UPS 

メータ 
            

50%並列 

メータ 
            

100%UPS

メータ 
            

100%並列

メータ 
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参加者 

 

 

電気通信工事業者 

 

 

オーナー 

 

  

  

 

ゼネコン 

 

  

 

電気技術者 

 

  

  

  

 

UPS ベンダ 

 

  

  

 

赤外線 

 

  

 

ディーゼルベンダ 

 

  

  

 

ディーゼルスイッチギヤ 

 

  

  

 

  



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

577 

  

Appendix G 省エネルギー設計（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

G.1 序文 

データセンターで電力を消費するのはどこなのかについては議論が分かれ、加えてデータセンター毎に異なるが、IT 業界

では、IT 機器を支えるインフラが半分以上の電力を消費しているという見解で概ね一致している。多くの試算では、全

体の 50～55%の電力がインフラ設備によって消費されていると見積もられている。エネルギー損失の可能性がある箇所

を Figure G-1 に示す。Green Grid は、存在するインフラ要素（冷凍機、変圧器、CRAC 等）の数に応じて、実際

に IT が使用する電力は全体の 30%程度にさえなると示唆している。ITE の効果的な配備および利用により、ITE が実

際に使用する電力量をさらに減らすことが可能となる。多くのデータセンターでは、過剰な IT リソースを抱えていることが、

複数の研究により明らかになっている。一般的なサーバは定格の 20%程度で稼働しており、使用されなくなった旧世代

サーバが接続されたまま放置されることも珍しくない。 

 

 
 

 

Figure G-1 データセンターの電気使用状況の例 

 

運用コスト意識の高まりや、より良い計装機器、電力利用効率（PUE）等のより良い指標等により、データセンター

の電力効率には一定の進歩が見られる。仮想化などの、優れたソフトウェアソリューションが開発され、効率の向上およ

び総保有コスト（TCO）の削減をもたらすサーバの統合を可能にしている。 

  

熱交換 
22.0% 

重要負荷 
50.0% 

電力損失 
15.0% 

照明 
1.0% 

高効率の IT 負荷は、重要負荷および

冷却負荷の両方に影響を与える 

弱電システム 
0.5% 

高効率の冷却設備は、冷却設備 

負荷のみを減らす 

ポンプ動力 
9.0% 

共用部 HVAC 

2.0% 

共用部電力 
0.5% 

高効率の電気設備は、 

電力損失のみを減らす 
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データセンターの電力効率は、それを正確に測定しなければ管理できない。計器の数、位置、精度ならびに測定の頻

度次第で、測定の効果が左右される。例えば、PUE報告書作成ガイドラインでは、3つの異なるサンプリングレベルを明

示しており、サンプルの取得部位（例：UPS、PDU 出力、サーバ入力）、受電電力の測定部位、測定値取得の頻

度（例：毎週/月、毎日、連続的）を要素として考慮に入れている。 

PUE 報告の指標では、計器自体の特性を考慮しない。例えば、データセンター分電盤の計器は通常、精度 99.5%

以上の「ユーティリティグレード（訳注：計量法準拠に相当）」であり、ラック格納のコンセントバーの計器はそれより低

く、96～98%程度の精度であることが多い。ITE 電源ユニットは、たとえ力率補正フィルタを使用する場合（例：ITE

負荷が定格よりかなり低い場合等）であっても、高調波電流を生み出す可能性がある。そのため、実効値を正しく示さ

ない計器によるデータは誤解を与える可能性がある。通常、高精度の計器ほど、投資コストも高くなる。 

G.2 高効率設計 

「高効率設計」を単体で検討することはできない。その目的は、IT 運用の安全性、セキュリティ、または可用性に妥協す

ることなく、データセンター内の所定の運用または活動のために、データセンターが消費するエネルギーを最小化することで

ある。効率性の検討は、データセンター設計のほぼすべての側面に影響する。いわゆる総合的な設計検討事項には、

以下を含む。 

 立地選定（例：気候、水辺までの近さ、大気汚染、電源等） 

 建物施工およびレイアウト 

– 建築資材 

– 多用途/マルチテナント vs. 専用建物 

– 「モジュラー」（例：コンテナ化）およびスケーラブル vs. 従来のネットワークアーキテクチャ 

– マンマシンインタフェース 

– IT およびサポート空間のレイアウト 

– IT および非 IT 機器の設置箇所 

– 代替エネルギーの利用（例：風力、太陽光、蓄熱等） 

– 高効率建物の建築手法、指標、および認証（例：USGBC LEED、ASHRAE bEQ、建物/データセ

ンター向け ENERGY STAR、The Green Grid PUE、STEP Foundation、EU Code of Conduct 

for Data Centres） 

 高エネルギー効率の IT 機器の選定（例：サーバ、ストレージデバイス等） 

 ITE 向け電源系統上の高エネルギー効率設備の選定（例：変圧器、UPS、PDU、コンセントバー等） 

 該当するデータセンターの全部または一部が、所要の可用性クラス（例：冗長性レベル）の性能要件を、

最低限の電力消費で確実に満たすことを目的とした、重要電源設備の設計 

 オープンラックと ITE キャビネットのいずれを配置するかの判断 

 以下を含む、高エネルギー効率である必須の付帯設備（例：空調システム）の選定および配置 

– 外周、 列内、または天井設置のいずれかのエアハンドリングシステム 

– 空気、水、または電力の供給源と使用箇所間の搬送距離の最小化 

 以下を含む、空調システムにおける ITE の動作環境（例：動作温度、湿度）に最適化する設計 

– 二重床 vs. スラブ床 

– 機器配置（ホットアイル/コールドアイル） 

– アイルコンテインメントシステム 

– 空冷または水冷フリークーリング 
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– コジェネレーション（=熱電併給）システム （CHP） 

 建物情報管理システムの統合 

– 計測、報告、制御 

以下に示すような一定の指針は、あらゆる設計に対して適用される。 

 各構成要素ではなく、システム全体のための設計。2 つのデータセンターは ITE が同一であっても、データセンタ

ーのシステム設計や活動次第で、電気料金および PUE が大きく異なる可能性がある。 

 機器冷却インフラの最適化 

– 一定条件下では、液冷方式が空冷方式より優れた選択肢になる可能性があるが、その際でも柔軟性、

資産費用、運用費用、およびポンプの信頼性も考慮する必要がある 

– ITE の給排気を可能な限り分離するように機器を配置する 

– ブランクパネルを利用する 

– 高い室温でも確実に動作するように設計された ITE を活用する 

– キャビネットとオープンラックシステムを比較検討する 

– アイルコンテインメントシステムを検討する 

– 水冷または空冷フリークーリングが利用可能であれば、それらを採用する 

 データセンターインフラ管理（DCIM）ソフト等のソフトウェアを設定し活用する。タスクに特化された、またはベ

ンダー独自のソフトウェアプロトコルの使用数を最小化する。建物情報管理（BIM）システムと整合可能な

共通プロトコルが最適である。 

 電力および通信ケーブルを、気流のための空間（二重床の下等）に敷設することは、障害物となり空気の流

れを著しく変化させる恐れがあるため、望ましくない。 

 空気、電力および水またはそのいずれかが ITE に到達するまでの搬送距離を最小化する。電力システム、空

調システムおよび冷水分配システムのいずれか、または全てについて、負荷に近接させた配置を検討する。 

 インフラ要素を ITE のニーズに合わせるため（ライトサイジング）、モジュラー型設備（電力、冷却、および IT）

を利用する。 

 広範囲の負荷に対して、高効率を実現できる最高効率の電力機器を利用する（例：20%から100%負荷

での稼働時でも 90%台の高い効率を維持）。利用状況に応じて高効率モードでの動作が可能な、多モード

対応機器の採用を検討する（例：省エネモード付き UPS またはフリークーリングモード付き空調機器）。 

 必要なときに必要な場所でのみ点灯する、高エネルギー効率の照明（LED 等）およびその制御装置を導

入する。 

 高効率な配管設計 。可能な限り熱源と負荷を近接させる。配管を断熱し、さらに他のデータセンターインフラ

と干渉せずに簡単に作業できるようにする。 

 機器配置列および気流と平行に配管（冷水等）する。 

G.3 『ANSI/BICSI 002-2019』の効率性に関する記載の一覧 

『ANSI/BICSI 002』内の、効率性改善に関する情報を含む章や項を、以下一覧で明示する。 

 高効率設計および指標 6.7 項 

 敷地選定 5 章 

 建物施工および機器構成  

– 代替エネルギーの検討 5.7.6.4 項 

– 冷却能力 6.3 項 
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– 電力クリティカルパス空間の計画 6.2 項 

– 環境設計 6.4.11 項 

– 機能的な隣接地 6.4 項 

– 一般検討事項 7.2 項 

– モジュール性 6.1.2 項 

 電力  

– 容量 対 利用効率 9.1.5 項 

– 電力クリティカルパス空間の計画 6.2 項 

– 直流（DC） 9.3.13 項 

– フリーアクセスフロアにおける配電 6.5.2 項 

– 照明 9.8 項 

– 空調・熱源設備への電源供給 9.4 項 

– 監視 9.7 項 

 空調/冷却システム  

– フリーアクセスフロア 6.5.1 項 

– アイル（例：ホットアイル/コールドアイル、コンテインメント） 6.6.4 項、14.12.5 項 

– 天井 7.5.11 項 

– 空間設計 6.3 項 

– 気流・温度管理 10.5 項、14.12.6 項 

 ITE  

– アイル 6.6.4 項 

– コンピュータ室の構成 15.2 項 

– ラック、キャビネット、および架 6.6.3 項、14.12 項 

– フリーアクセスフロアの使用 6.5 項 

 データセンターインフラ管理（DCIM） 13.4 項 

本一覧は『BICSI 002』内のエネルギー効率に関する全情報を網羅しているわけではないことに留意する。上記の項や

章以外で挙げられた推奨事項が、効率性に関してさらなる効果をもたらす可能性がある。 
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Appendix H コロケーションの技術検討要件（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

H.1 序文 

システムをコロケーション施設（Colo）に設置し、データセンターの多くの機能をアウトソースすることで、実装期間の短

縮、初期投資額の削減、そして IT 部門を設備業務ではなく、IT に専念させることが実現できる。 

コロケーションへの移転を決断する前に、以下のような慎重な調査と計画が必要となる。 

 コロケーション施設が要件を満たすことを確認する 

 コロケーション事業者が要件を完全に理解していることを確認する  

 可能であれば上記の要件の詳細を契約文書に明記する 

コロケーション施設を選定する前に、その施設が設計上の要件を満たせることを確認する。コロケーション事業者は、設

計者がケージ内／部屋内を正しく設計するために、大量に詳細な情報を提供する必要が生じる。価格競争を促進す

るためだけでなく、第一候補のコロケーション事業者に調査段階で重大な瑕疵が発見されたり、契約交渉中に重大問

題が発生したりした場合に有効な代替案を持つためにも、設計者は複数のコロケーション事業者と同時進行で交渉す

る必要が生じる。 

H.2 管理上の情報 

コロケーション物件の事業者と業務を進める際は、以下の情報を取得することが有益である。 

 サイトのコードネーム（コロケーション事業者の使用するコードネームを使うと、情報共有を行いやすい） 

 技術面での質問や課題を尋ねるための窓口の連絡先 

 搬入や作業申請のための、サイトの住所、階数、ケージ／部屋の番号／名称 

H.3 平面図 

1) 提案されたケージ／部屋が明示されたデータセンターの平面図を入手する。 

2) 扉、スロープ、マントラップ、通路、柱、その他必要な周辺機器（電気設備、空調設備、消火設備）を含め、

必要な ITE を望ましいキャビネットに収容した状態で当該空間に収容できるかを検討する。 

3) 拡張の余地はあるか？ ある場合、それはどこか？ 拡張空間について、優先交渉権 (ROFR) を設定可能

か？ 

4) 隣接する部屋に、懸念事項が生じる部屋（EMI（電磁干渉）の発生源となり得る電気室やエレベーター、

厨房のように災害の発生源となり得る空間、あるいは競合他社）は存在するか？ 

5) コンピュータ室内またはその最寄りに、開梱、ステージング、運用要員室、警備室、倉庫、金庫、メディア破壊

等の機能を必要とするか？ 

H.4 天井高 

1) （キャスターの有無を問わず）キャビネット、ラック、および架に必要な高さは？ 

2) 頭上ケーブルトレイヤ光ファイバー専用経路（非導電性ダクト、ケーブル配線部材等）、および電源バスウェ

イ／電源ケーブルトレイに必要な高さは？ 
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3) 建物の天井側構造体までの高さは？ 

4) （吊り天井がある場合）部屋の天井高はいくつか？ 頭上高さを確保するために、天井を撤去することは可

能か？ 

5) 梁や消火配管等、繰上げできない障害物までの高さはどれくらいか？  障害物までの高さが望ましい天上高

より低くなる場合、コロケーション事業者に対して当該障害物の位置と床からの高さを平面図に明記するよう

要請する。 

6) 移設可能な障害物（例：照明、電線配管、スプリンクラヘッド）までの高さはどれくらいか？ 障害物までの

高さが望ましい天上高より低くなる場合、コロケーション事業者に対して当該障害物の位置と床からの高さを

平面図に明記するよう要請する。移設が必要となる場合は、移設費用を算定する。 

7) 現地の消防規則で要求される、スプリンクラヘッド周囲のクリアランスは？例えば、米国を含む多くの国では、ス

プリンクラヘッドの下方 450mm（18in）以内に障害物を配置してはならないと規定されている。 

8) 照明器具はどこにあるか？ アイルでの照度 500lx の要件を満たすため、キャビネットやトレーの上ではなく、アイ

ルの直上に設置することが望ましい。 

H.5 機器の運搬  

1) 輸送用の梱包状態でのキャビネットや機器の寸法と重量はいくつか？  

2) キャビネット／機器は傾けて良いか？ 傾けられる場合、何度まで傾けて良いか？ 

3) 搬入口からケージ／部屋までのキャビネット／機器の輸送時に、台車等により加算される高さはどれくらい

か？ 

4) 搬入経路上の搬入口、エレベーター、通路、および全ての扉が、搬入される機器やキャビネットに対応できる

か？ 

A. 扉の寸法 

B. マントラップの寸法 

C. エレベーターの寸法 

D. 床面荷重 

E. エレベーターの最大荷重 

F. スロープの最大勾配 

5) ADA 法では車いすのためにスロープの最大勾配を 1/12 と定めており、これは 8.3%または 4.76°に相当する。

スロープを人員が通行しなければならない場合、これが望ましい最大勾配となる。 

6) 英国産業トラック協会（BITA）では、フォークリフト用スロープの最大勾配を 12.5%と定めており、これは 1/8

または 7.13°に相当する。スロープを貨物専用とする場合は、これが望ましい最大勾配となる。 

H.6 床面荷重 

1) 機器とメディアをフル実装した状態で、最も重いキャビネットの重量と寸法はいくつか？ 

2) フリーアクセスフロアの静的荷重、動的荷重、および点荷重の仕様はいくつか？ 

3) 最も重いキャビネットを設置するために、スラブの補強が必要となるか？ 

4) 本サイトの地震リスクおよび耐震要件はどうなっているか？ キャビネットまたはラックは地震対策品を使用する

か？ 

5) ケージ／部屋に地震対策品のキャビネットまたはラックを設置する場合、床スラブの構造は何か？  コロケーショ

ン施設ではスラブに穴を開けるキャビネットおよびラックの固定方式を許容するか？ 許容しない場合は、コロケ

ーション施設がどのようなキャビネットおよびラックの固定方法を提案／許可しているか？ 
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H.7 キャビネット 

1) コロケーション事業者がキャビネットを提供する場合、以下を確認する。 

A. キャビネット製造者と型式番号 

B. 寸法（高さ、幅、奥行） 

o 幅 600mm（24in）のキャビネットは、サーバ用であれば使用可能である。 

o 配線架およびネットワーク機器は、幅 800mm（31in）のキャビネットか、オープンラックに収容するこ

とが望ましい。 

C. 使用可能なラックユニット（RU）数 

D. 最大搭載荷重 

E. 実装済みのアクセサリ（例：ケーブルマネジメント、冷却等）－ケーブルマネジメントの追加は必要か？ 

F. マウントアングルの初期設置位置－顧客側が位置を指定できるか？ 

o ネットワークおよび配線架用のキャビネットについては、マウントアングルを（～250mm（10in））扉

の内面から離す必要がある。 

o 大多数の機器では、前面と背面のマウントアングルの間隔 736mm（29in）が有効である。 

2) 許容されるキャビネットおよびラックの種類は？ 例えば、一部のコロケーション施設は、垂直排気ダクトを備えた

キャビネットのみを許容し、ラックを排除している。 

3) 必要なコンテインメントの種類は？ 

A. コンテインメント無し 

B. ホットアイルコンテインメント 

C. 天井パネル付きコールドアイルコンテインメント 

D. 天井パネル無しコールドアイルコンテインメント 

4) 天井パネル付きコンテインメントを使用する場合、防災上の要件（一般的に、火災時に天井パネルが脱落

する構造） 

H.8 Meet-Me Room（MMR）/ POP（Point of Presence）室 

1) ケージ／部屋に接続する MMR または POP 室の数と位置（異系統の場合は、20m（66ft）以上離れて

いることが望ましい）。 

2) 各 MMR/POP 室への、キャリアによる配線の申し込みに必要な識別情報（各回線がどちらの MMR/POP

室に終端されるかを管理するために、顧客は部屋別の情報を必要とする）。 

3) MMR/POP 室内に顧客のパッチパネルまたはキャビネットを設置することが認められるか？ （顧客となるキャリ

ア、ISP、大規模ユーザ等の一部は、MMR/POP 内の回線のキャリア分界点からケージ／部屋側を自身の

責任範囲とすることを望む） 

4) 顧客が自社キャビネットを MMR/POP 室内に設置することが認められる場合は、その部屋の平面図とキャビネ

ットの設置位置の開示を要求する。 

5) 顧客が自社のパッチパネルをコロケーション事業者のキャビネット／ラック内に設置できる場合は、上記の平面

図に加えて、これらのパッチパネルを設置するキャビネットの ID と RU 位置の開示を要求する。  

6) コロケーション事業者の MMR/POP 室に設置するキャビネットおよびパッチパネルについては、セキュリティ強化

のために施錠することもできる。 

7) 回線の提供が可能なキャリアおよびサービスプロバイダを、MMR/POP 室ごとに明確にする。 
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8)  各キャリアが提供可能な回線の種類を、各 MMR/POP 室ごとに明確にする。多くのコロケーション施設におい

ては、電話回線は一か所の MMR/POP 室からのみの提供となっている。 

9) 衛星、時刻同期、マイクロ波無線等のサービスのためにアンテナとケーブルを設置する必要はあるか？ 設置が

必要な場合は、アンテナの位置と取付および配線に関する要件をコロケーション事業者に明示する。 

10) アンテナ配線やセキュリティ配線（カードリーダー、カメラ、キャビネット錠等）のための配管要件および、DCIM

（PDU や空調の監視制御）に用いる配線等、その他あらゆる要件を明示する。 

H.9 顧客領域と MMR/POP 室の間の配線 

1) MMR/POP 室からケージ/部屋への経路は？（冗長かつ重複の無い経路であることが望ましい） 

2) 顧客が配線に対して要求する防護レベルと、それに対するコロケーション事業者の対応可否。 

A. 蓋の無いケーブルトレイ（最も一般的） 

B. 共用管路 

C. MMR/POP 室からケージ／部屋まで専用の管路で、プルボックスも共用しない－全てのプルボックスに顧

客専用の錠を設置する。専用管路を必要とする場合は、管路の数量と種類、およびインナーダクトの数

と種類も明示すること。プルボックスの設置位置と仕様を確認する。 

3) MMR/POP 室から顧客のケージ／部屋までの配線の施工責任の所在はどこか？ 

4) 配線の顧客への課金体系は？（初期料金のみ、初期料金＋月次料金、月次料金のみ） 

5) キャリアが配線する場合は、顧客はケージ／部屋から各 MMR/POP 室までの配線仕様を具体的に指定

（種類、数量、コネクタ）することが望ましい。 

A. シングルモード光ファイバ（キャリア向け接続およびキャンパス内接続）－通常は LC/UPC だが、映像放

送、波長多重回線その他の用途のための LC/APC（斜め研磨）の場合もある 

B. マルチモード光ファイバ（一部のキャリアがイーサネット接続に使用）ー通常は LC 

C. 平衡撚り対線（電話線、E1/T1、キャリアからの一部のイーサネット接続）－通常は 8 ピンモジュラージ

ャック（RJ45） 

6) ケージ／部屋内の MMR/POP 室向けパッチパネルについて、サイズ、キャビネット、およびその RU 位置を割り

当てる。一部のコロケーション施設は、顧客がパッチパネルの型式番号を指定することを認めている。 

7) MMR/POP 室内の回線を終端するキャビネット ID、パッチパネル、およびポート番号は、（ケージ／部屋まで

の回線のクロスコネクトを特定するため）コロケーション事業者が明示する。 

H.10 ケージ/部屋内の配線 

1) 通常、ケージ/部屋内の配線は顧客の責任範囲だが、コロケーション事業者にアウトソースすることも可能であ

る。 

– 顧客は配線要件として、種別、数量、成端ハードウェア、パッチパネルのキャビネット ID および RU 位置等

を厳密に指定する必要がある。 

2) キャビネットは床スラブ（またはアクセスフロア）に固定が必要となる場合がある－施工者を明確にする。 

– コンテインメントの機能を阻害しない等の理由で、顧客はキャビネットの設置位置を厳密に指定する必要

がある。 

3) キャビネットの接地導体、電源ケーブル、通信配線等を通すために、床タイルの切り欠きが必要となる場合も

ある。 

– 顧客はタイル切り欠きの種類と場所を指定する必要がある。 
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– コロケーション事業者が使用するグロメットのメーカーと型式番号を特定する。 

4) 各キャビネットのボンディングの責任の所在を明確にする。多くのコロケーション施設では、顧客によるフリーアク

セス床下の作業を認めていない。 

5) ボンディング導体が顧客の責任範囲に含まれる場合、設計者は以下を知る必要がある。導体のサイズ（接

続端子確定のため）、キャビネットとメッシューBN との（高さと水平距離の）位置関係（ボンディング導体の

長さのため）。 

6) 頭上のクリアランスが不十分か、ケーブルトレイの容量が追加で望まれる場合、顧客はフリーアクセスフロア下に

ケーブルトレイを配置する選択肢が存在するかを確認する。一部のコロケーション施設では、フリーアクセス床

下の通信ケーブル敷設を許可していない。他のコロケーション施設では、フリーアクセス床下の通信ケーブル敷

設を望んでいる。 

H.11 コンピュータ室内の電力 

1) コンピュータ室内における電源の供給形態および配置（例：床下か頭上か、ケーブルかバスウェイか、等）・

断面図に電源の位置を記載したものを入手・通信用メタルケーブルから、該当する規格（『ISO/IEC 

14763-2』、 『ANSI/TIA-569-D』、 『CENELEC EN 50174-2』等）に則った充分な離隔を確保する。 

2) ラックマウント PDU／コンセントバーは、コロケーション事業者と顧客のどちらが用意するのか決定する。 

3) コロケーション事業者がコンセントバーを調達する場合、型式、相数、コンセントの種類と口数等を確認する。 

– コンセントの種類と数量が、使用する機器の電源プラグと一致することを確認する。 

4) コロケーション事業者と顧客のどちらがコンセントバーを電源側のコンセントにつなぎこむかを確認する。 コンセン

トバーには、電源の供給元となる PDU/RPP およびブレーカの ID をラベリングする。 

5) 電源要件（各キャビネットの kW 負荷）は顧客が提示することが望ましい。コロケーション事業者が、大容量

回路を 3 相回路や複数の単相回路で置き換える提案をする場合もある。 

6) 顧客がコンセントバーを調達する場合、コロケーション事業者に必要となる電源コンセントの種類と数量、およ

び設置位置を提示する。 

7) 一部の顧客は、RPP またはブレーカを責任範囲に含める場合がある。 

– この場合、購入、設置、監視等の責任分担を明確にする必要がある。 

8) 一部のコロケーション事業者はキャビネット内の監視（例：分岐回路、温度）も提供しているため、コロケー

ション側で監視対象としている項目と、それらの顧客への報告方法を確認する。 

H.12 物理セキュリティ 

1) 建物セキュリティ： 建物の入口全てにおいて、どのようなセキュリティ対策を講じているか？ 

2) 部屋毎のセキュリティ： 重要な部屋（コンピュータ室、電気／空調設備室、MMR／POP 等）にはどのよ

うなセキュリティ（カードリーダー、生体認証、カメラ、証跡、伴連れ防止、パスバック防止等）を用意している

のか？ 

3) 顧客ケージ／部屋の錠の種類は何か：物理鍵、カードリーダー、証跡 

4) カードリーダーログへのアクセス：カードリーダーをコロケーション側で管理している場合、アクセスログの保持期間

と、顧客が自社のケージ/部屋のログを確認する方法は？ 

5) セキュリティカメラ：設置場所と、映像の監視者を確定する。 

6) 映像保持期間：カメラをコロケーション側で管理している場合、映像の保持期間と、顧客が監視映像を確認

する方法は？ 

7) 顧客のケージ区画/部屋を構成するケージ/壁の種類と材質。 
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8) 他の顧客がケージ越しに何を見たり（棒や道具を用いて）触れたりできるか？ 

9) ケージの高さは？吊り天井までか、建物本体までか、それらより低いのか？ 

10) 壁またはケージは、フリーアクセスフロア床下にも達しているか？ そうでない場合は、床下からのケージ内への侵

入対策（例：ボルト止めタイル）や、床下の電源コンセントの抜去対策は何か？ 

H.13 保管と開梱 

1) 利用可能な一時保管場所の容量は？ 

2) 一時保管場所への立ち入り手順は？ 

3) 顧客が機器の開梱、組み立て、設定を行える場所は？ 

4) 開梱スペースと保管場所に適用される利用手順や規約は？ 

H.14 搬出入口 

1) 搬出入口の寸法はいくつで、収容可能な最大の車両は何か？ 

2) トラックにリフトゲートは必要か？ 

3) 配達、搬出入口、並びにエレベーターの予約手順はどうなっているか？時間帯に制限はあるか？ 

4) コンピュータ室内までの機器搬入の場合、当該建物に搬入する事業者の保険証書を、現地で提示または提

出する必要があるか？ 

5) スロープを使う場合は、最大勾配に注意する。例えば、英国産業トラック協会（BITA）では、フォークリフト

用スロープの最大勾配を 12.5%と定めており、これは 1/8 または 7.13°に相当する。 

H.15 作業規則ならびに作業手順 

1) 顧客の従業員、委託先、およびベンダの立ち入り手順はどうなっているか？ 

2) フリーアクセスフロア下の作業－警報・通知・工具等に関する手順 

3) 顧客およびその委託先による実施が禁止されている作業 

4) その他の作業規則ならびに手順 

5) コロケーション事業者側からの作業申請の方法 

6) 作業発注時に想定される見積もり期間と、見積もりが承認されてからの作業完了までの期間 
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Appendix I 関連文書（参考） 

本付録は、本規格の要件の一部ではないが、本規格に関する付加的な情報を示すために付属している。 

 

以下の規格文書ならびにその他の文書は、本規格の推奨事項として参照されているか、またはそれらに関連したもので

あり、読者に有用と思われる追加情報を含んでいる。 

 

American Society for Testing and Materials (ASTM International) 

 ASTM B539, Measuring Contact Resistance of Electrical Connections (Static Contacts) 

 ASTM E136, Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C 

 ASTM E814, Standard Test Method for Fire Tests of Penetration Firestop Systems 

 ASTM F1233, Standard Test Method for Security Glazing Materials And Systems 

 

American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 ASCE/SEI 59, Blast Protection of Buildings 

 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineer (ASHRAE) 

 ANSI/ASHRAE 52.2, Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal 
Efficiency by Particle Size 

 ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential 
Buildings 

 ANSI/ASHRAE 90.4, Energy Standard for Data Centers 

 AG05, ASHRAE Guideline 0 Commissioning Process 

 ASHRAE Handbook – Fundamentals 

 ASHRAE Handbook – HVAC Applications 

 ASHRAE Handbook – HVAC Systems and Equipment 

 

BICSI 

 ANSI/BICSI 003, Building Information Modeling (BIM) Practices for Information Technology 
Systems 

 BICSI 009, Data Center Operations and Maintenance Best Practices 

 ANSI/BICSI N1, Installation Practices for Telecommunications and ICT Cabling and Related 
Cabling Infrastructure 

 ANSI/BICSI N2, Practices for the Installation of Telecommunications and ICT Cabling Intended 
to Support Remote Power Applications 

 

British Standards Institute (BSI) 

 BS 5839, Fire detection and fire alarm systems for buildings 

 BS 6266, Fire protection for electronic equipment installations – Code of practice 

 BS 9999, 2017 Fire safety in the design, management and use of buildings – Code of practice 

 

Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA) 

 ANSI/BHMA A156.13, Mortise Locks & Latches 

 

Building Services Research and Information Association (BSRIA) 

 AG 17/2002, Fire Extinguishing Systems:A guide to their integration with other building services 

 BG 5/2003, Cooling solutions for IT - A guide to planning, design and operation 

 

Chartered Institute of Building Services Engineers 

 Guide A:Environmental Design 

 Guide B2:Ventilation and Ductwork 
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 Guide B3:Air conditioning and Refrigeration 

 Guide C:Reference Data 

 Guide E:Fire Safety Engineering 

 CIBSE Commissioning Code A:Air Distribution Systems 

 CIBSE Commissioning Code C:Automatic Controls 

 CIBSE Commissioning Code R:Refrigeration 

 CIBSE Commissioning Code W:Water Distribution Systems 

 

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 

 EN 54, Fire detection and fire alarm systems parts 1-32 

 EN 78, Refrigerating systems and heat pumps - safety and environmental requirements parts 1-
4 

 EN 5004, Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems Parts 1-9 

 EN 12845, Fixed firefighting systems – automatic sprinkler systems – design, installation and 
maintenance 

 EN 16750, Fixed firefighting systems – oxygen reduction systems – design, installation, planning 
and maintenance 

 EN 50541-1, Three phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 kVA to 3 150 kVA, 
with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV – Part 1:General requirements 

 EN 50600, Information technology – Data centre facilities and infrastructures part 1 and parts 2.1 
to 2.5 

 

EMerge Alliance 

 Data/Telecom Center Standard 

 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

 ETSI EN 300 132-3, Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to 
telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 3: Operated by rectified current source, 
alternating current source or direct current source up to 400 V 

 

Factory Mutual 

 FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 1-28 

 

The Green Grid 

 WP#46 - Updated Air-Side Free Cooling Maps:The Impact of ASHRAE 2011 Allowable Ranges 

 WP#73 - Fluid Connector Best Practices for Liquid-cooled Data Centers 

 WP#75 - Server Energy Efficiency in Data Centers and Offices 

 

Illuminating Engineering Society (IES) 

 IESNA Lighting Handbook 

 ANSI/IESNA RP-1-04, American National Standard Practice for Office Lighting 

 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

 ANSI/IEEE C2, National Electrical Safety Code (NESC) 

 IEEE C62.72, IEEE Guide for the Application of Surge-Protective Devices for Low-Voltage (1000 
Volts or Less) AC Power Circuits 

 IEEE 485, IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary 
Applications 

 IEEE 902 (The IEEE Yellow Book), IEEE Guide for Maintenance, Operation and Safety of 
Industrial and Commercial Power Systems 

 IEEE 946, IEEE Recommended Practice for the Design of DC Auxiliary Power Systems for 
Generating Systems 

 IEEE 1013, IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stand-Alone 
Photovoltaic (PV) Systems 



 

データセンターの設計および 構築のベストプラクティス  

 

589 

 IEEE 1375, IEEE Guide for the Protection of Stationary Battery Systems 

 IEEE 1635, IEEE/ASHRAE Guide for the Ventilation and Thermal Management of Batteries for 
Stationary Applications 

 IEEE 1692, Guide for the Protection of Communications Installations from Lightning Effects 

 IEEE 3005 series, IEEE Energy & Standby Power Systems, previously published as IEEE 446 
(The IEEE Orange Book), IEEE Recommended Practice for Emergency and Standby Power 
Systems for Industrial and Commercial Applications  

 IEEE 3006 series, IEEE Power Systems Reliability standards, previously published as IEEE 493 
(The IEEE Gold Book), IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and 
Commercial Power Systems 

 

Institution of Engineering and Technology (IET) 

 Code of Practice for Cyber Security in the Built Environment 

 Code of Practice for Electromagnetic Resilience 

 Requirements for Electrical Installations BS 7671:2018 (IET Wiring Regulations 18th Edition) 

 

Insulated Cable Engineers Association 

 ICEA S-83-596, Indoor Optical Fiber Cables 

 ICEA S-87-640, Optical Fiber Outside Plant Communications Cable 

 ICEA S-104-696, Standard for Indoor-Outdoor Optical Fiber Cable 

 ICEA S-110-717, Optical Drop Cables 

 

International Electrotechnical Commission (IEC) 

 IEC 60603-7, Connectors for electronic equipment (multiple document series) 

 IEC 61300-3-6, Basic Fibre Optic Test Procedures – Part 3:Examination and measurement 
(multiple document series) 

 IEC 61754, Fibre Optic Connector Interface (multiple document series) 

 IEC 62040, Uninterruptible power systems (UPS) (multiple document series) 

 IEC 62305-1, Protection against lightning.General principles 

 IEC 62305-4, Protection against lightning.Electrical and electronic systems within structures 

 

International Organization for Standardization (ISO) 

 ISO/IEC 14908-1, Information technology – Control network protocol 

 ISO 16484, Building automation and control systems 

 ISO 27000 Series, Information technology –  Security techniques –  Information security 
management systems 

 ISO 27001, Information security management 

 ISO/IEC TR 29106:2007, Information technology – Generic cabling – Introduction to the MICE 
environmental classification 

 ISO/IEC 30134-1, Information technology – Data centres – Key performance indicators – Part 
1:Overview and general requirements 

 ISO/IEC 30134-2, Information technology – Data centres – Key performance indicators – Part 
2:Power usage effectiveness (PUE) 

 ISO/IEC 30134-3, Information technology – Data centres – Key performance indicators – Part 
3:Renewable energy factor (REF) 

 ISO/IEC 31000, Risk management – Guidelines 

 

Laser Institute of America (ASC Z136) 

 ANSI Z136.2, American National Standard for Safe Use of Optical Fiber Communications 
Systems Utilizing Laser Diode and LED Sources 

 

 

National Electrical Contractors Association (NECA) 

 ANSI/NECA 339, Standard for Building and Service Entrance Grounding and Bonding 
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National Electrical Manufacturers Association 

 ANSI C80.3, American National Standard For Steel Electrical Metallic Tubing (EMT) 

 NEMA VE 1, Cable Tray Systems 

 NEMA VE 2, Metal Cable Tray Installation Guidelines 

 

National Fire Protection Association (NFPA) 

 NFPA 70B, Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance 

 NFPA 90A, Standard for the Installation of Air-conditioning and Ventilating Systems 

 NFPA 101, Life Safety Code 

 NFPA 110, Standard for Emergency and Standby Power Systems 

 NFPA 111, Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems 

 NFPA 258, Recommended Practice for Determining Smoke Generation of Solid Materials 

 NFPA 5000, Building Construction and Safety Code 

 NFPA Fire Protection System for Special Hazards 

 

National Institute of Science and Technology (NIST) 

 NIST SP 800-30, Guide for Conducting Risk Assessments 

 

Open Compute Project 

 Colocation Facility Guidelines for Deployment of Open Compute Racks 

 

SAE International 

 SAE JA1011, Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes 

 

Telecommunications Industry Association (TIA) 

 TIA-232-F, Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating Equipment 
Employing Serial Binary Data Interchange 

 ANSI/TIA-455-57-B, FOTP-57, Preparation and Examination of Optical Fiber Endface for Testing 
Purposes 

 ANSI/TIA-455-95-A, FOTP-95, Absolute Optical Power Test for Optical Fibers and Cables 

 ANSI/TIA-455-133-A, FOTP-133-IEC-60793-1-22, Optical Fibres-Part 1-22:Measurement 
Methods and Test Procedures-Length Measurement 

 TIA-4720000-A, Generic Specification for Optical Waveguide Fibers 

 ANSI/TIA-485-A, Electrical Characteristics Of Generators And Receivers For Use In Balanced 
Digital Multipoint Systems 

 ANSI/TIA-526-7-A, Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable 
Plant, Adoption of IEC 61280-4-2 edition 2:Fibre-Optic Communications Subsystem Test 
Procedures – Part 4-2:Installed Cable Plant – Single-Mode Attenuation and Optical Return Loss 
Measurement 

 ANSI/TIA-526-14-C, Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable 
Plant; IEC 61280-4-1 Edition 2, Fibre-Optic Communications Subsystem Test Procedure – Part 
4-1:Installed Cable Plant – Multimode Attenuation Measurement 

 ANSI/TIA-568.1-D, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

 ANSI/TIA-758-B, Customer Owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure Standard 

 TIA-TSB-185, Environmental Classification (Mice) Tutorial 

 

Underwriters Laboratories (UL) 

 ANSI/UL 797, Standard for Electrical Metallic Tubing – Steel 

 ANSI/UL 972, Burglary-Resisting Glazing Material 

 ANSI/UL 1479, Standard for Fire Tests of Through-Penetration Firestops 

 

United States Department of Defense 
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 UFC 3-301-01, Structural Engineering 

 UFC 3-310-04, Seismic Design of Buildings 

 

Other Standards and Documents 

 2019 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy 
Efficiency:Version 10.1.0 

 Americans with Disabilities Act (United States) 

 Disability Discrimination Act (Australia) 

 Federal Communications Commission (FCC) Part 15 and Part 68 (United States) 
 International Fire Code (IFC), 2009 

 Rural Utilities Services (RUS), Bulletin 345-63, RUS Specifications for Acceptance Tests and 
Measurements of Telephone Plant (1995) 
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