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２４時間３６５日止まらないサービス提供インフラを、より確
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に向上させる、
ＰＡＮＤＵＩＴ社製の「ＰａｎＶｉ
ｅｗケーブリング管理システム」の導入い
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たしました。従来の管理手法を大幅に改善する事で、システム管理者負荷を軽減する
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固で安定したレベルまで向上させる為に、物理層ネットワークの管理レベルを効率的

と伴に、迅速で正確なユーザサポートを実現致しました。

監視センター

＜図２ ネットワーク概要図＞
※このカタログに記載された機能・仕様・デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、製品の色は印刷の関係上、実物と若干異なる場合があります。

本としたマニュアル管理を強いられていました。
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理に関しては、今までツールが存在しなかったという問題もあり、未だ管理台帳を基
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ＦＪＢデータセンターでは、将来の拡張性や、システム変更への柔

遠隔監視にメリット

軟な対応を図り、かつ、国際的な規格に準拠することを基本に、各

ＰａｎＶｉ
ｅｗケーブリング監視システム導入にあたり、いくつかクリアしなければな

種インフラの構築を実施してきました。

らない条件がありました。大きな条件として、下記３点が挙げられます。

今回の、
ＰａｎＶｉｅｗ導入に際しても、この基本的な考え方に基づ

１．サービス停止時間の短時間化

き、ケーブリング設計及び構築を実施しています。次ページを見

２．正確な接続情報の継承

て頂くと解り易いと思いますが、ＰａｎＶｉｅｗの導入においては、

３．監視センターからの遠隔監視実現

基本的な配線形態は、従来と同様であり、
Ｐａｔｃｈ Ｐａｎｅｌを管理

まず、
１つめの「サービス停止時間の短時間化」を実現する為には、事前準備を入

する「Ｓｃａｎｎｅｒ」が追加されるだけで構築することが出来ます。

念に行う必要があります。特に物理的な接続変更を正確かつスムーズに行うことが

従来の配線形態を変更する必要が無いということは、設置スペー

ポイントとなりますが、
ＦＪＢは、ネットワーク工事の企画・設計・施工も事業の一環

ス・管理手法等様々な点において、混乱やミスの防止を図り、新

として実施しており、多くの実績に裏づけされた、効率的なマネージメントによって、

たな付帯設備（ラック等）が必要ないといった、メリットにも繋が

システム停止時間を約３０分とし、大幅な短時間化を実現しました。また、
ＰａｎＶｉ
ｅ

ります。

〈監視センター〉

ｗは１０極９芯の専用パッチコードを使用しているため、
ＰａｎＶｉ
ｅｗシステムとネッ
トワークシステムを連携して構築する必要がありません。まずネットワークシステ
ムを稼動させ、追ってＰａｎＶｉ
ｅｗシステムを構築するといった、時間配分によりそ

監視

高度なネットワークシステムにも対応可能

れぞれ独立したシステムとして構築することが出来る機能もスムーズなシステム

ＦＪＢデータセンターは、階層式のネットワークを構成しています。また、全ての区間に

移行に大きく貢献しました。

おいてバックアップ経路を構築しているため、物理ネットワークは複雑な物となって

２つめの「正確な接続情報の継承」では、ネットワーク機器やサーバーといった、ケー

います。今までは幸いにして、大きなシステム障害もなく、安定したサービスを供給す

ブリングシステムに接続されるデバイスも管理し、全ての接続情報を一元的にビジュ

ることが出来ていますが、障害が発生したことを想定してみますと、この複雑な物理

アル表示するＰａｎＶｉ
ｅｗの機能が有効となりました。
１９インチラックの搭載図もリ

構成が裏目となり、正確にシステム構成を理解した担当者でなくては、障害原因の究

アルに表示し、実際に設置されている場所と同じ感覚で接続情報を確認すること

明に多大なる時間が掛かる事が考えられます。特に物理層ネットワークは現場を熟知

が出来るため、ミスも無く正確な接続情報をシステム移行後も再現する事が出来

していなければ、正常なネットワークにまで影響を及ぼしてしまう可能性があります。

ました。

ＰａｎＶｉ
ｅｗは、その正確な接続情報を管理と、
リアルタイムなアラーム通知機能により、

最後の「監視センターからの遠隔監視実現」ですが、
ＦＪＢの監視センターは、遠隔

障害発生時の迅速なサービス復旧にも一役買ってくれる事でしょう。
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監視形態に統合し、管理の一元化を図らなければなりません。
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準の一つとして、物理層ネットワーク管理レベルを入れて頂き、
ＦＪＢデータセンターを採

ネットワーク管理システムと同様、監視センターでの一元管理を実現し、セキュリティ

用していただければ幸いです。

の向上を図る事ができます。
また、今までは、サーバーの移設や増設といった作業が発生した場合、指示を行う
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ｅｗ導入によるメリット・効果
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現状、接続の状況把握には目
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把握が可能なため、現場へ
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となっていました。
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明に多大なる時間が掛かる事が考えられます。特に物理層ネットワークは現場を熟知

が出来るため、ミスも無く正確な接続情報をシステム移行後も再現する事が出来

していなければ、正常なネットワークにまで影響を及ぼしてしまう可能性があります。

ました。

ＰａｎＶｉ
ｅｗは、その正確な接続情報を管理と、
リアルタイムなアラーム通知機能により、

最後の「監視センターからの遠隔監視実現」ですが、
ＦＪＢの監視センターは、遠隔

障害発生時の迅速なサービス復旧にも一役買ってくれる事でしょう。

地に監視センターを設けており、全ての監視情報（機器・環境異常、運用状態等）
を２４時間３６５日常駐のオペレータが監視しています。ＰａｎＶｉ
ｅｗについても、この
監視形態に統合し、管理の一元化を図らなければなりません。

ＩＤＣにおけるＣＭＳの重要性

ＰａｎＶｉ
ｅｗは、この遠隔監視も実現することが出来ます。ネットワークが繋がる場
所であればＰａｎＶｉ
ｅｗそのものは何処に設置されていても、その操作は可能とな

安定したサービスを提供し続ける義務があるＩＤＣにおいて、物理層ネットワークの重要性

ります。但し、物理接続情報や機器情報等機密性の高い情報を管理していますので、

は、需要の増大と伴に高まっていきます。今まで一般的に軽視されがちであった、ケーブリ

その設置場所はセキュリティに配慮した場所である必要があります。ＰａｎＶｉ
ｅｗで

ングシステム管理は、
ＩＤＣの運用を効率化し、障害時の早期復旧・セキュリティレベルの向

は、各種イベント情報（パッチコードの接続・取り外し、機器故障等）を、
ＳＮＭＰトラッ

上等、数多くの付加価値を得る事が出来ます。また、お客様がＩＤＣを選択する際の判断基

プを利用して、遠隔地の管理者にリアルタイムに通知することが出来ます。よって、

準の一つとして、物理層ネットワーク管理レベルを入れて頂き、
ＦＪＢデータセンターを採

ネットワーク管理システムと同様、監視センターでの一元管理を実現し、セキュリティ

用していただければ幸いです。

の向上を図る事ができます。
また、今までは、サーバーの移設や増設といった作業が発生した場合、指示を行う

ＰａｎＶｉ
ｅｗ導入によるメリット・効果

人（管理者）が現場で逐一作業員への作業指示を行わなければなりませんでした。
大規模な作業であれば作業に万全を期すためにも、こういった対応が必要となり

導 入 前

導 入 後

効 果

パッチング作業時に接続表
などの作業指示書を作成。
資料作成に時間を消費。

ワークオーダー機能にてデ
ザインを登録するため、指示
書作成の必要がなくなる。

作業効率化。
資料作成時間の短縮。

作業後にパッチングの履歴
作成および管理台帳の更新
を実施している。履歴管理や
データ更新に時間を消費。

ワークオーダー機能に従っ 作業効率化。
て作業したことで、作業履歴 履 歴 管 理 や デ ータ更
を自動的に作成し、接続情報 新作業時間削減。
もリアルタイムに更新される。

現状、接続の状況把握には目
視調査が必要なため、現場
への移動が発生。
移動時間の消費。

リアルタイムで接続状態の
把握が可能なため、現場へ
の移動負担が軽減される。

ますが、切り替えやデバックといった、日常的に発生する全ての作業に、立ち会わ
なければならないのは、管理者の大きな負担
となっていました。
ＰａｎＶｉｅｗの導入により、パッチ接続の追加
や変更といった単純な作業は、ワークオーダ
機能で作成した、作業指示書を手渡すだけと
なり、管理者の工数が大幅に軽減されました。
また、
ＰａｎＶｉ
ｅｗの専用Ｐａｔｃｈ Ｐａｎｅ
ｌは、
作業指示書に従った作業内容を、作業者に正
確に通知する「ＬＥＤ点灯機能」により、作業
ミスが無くなり、専門の作業員以外でも作業
が行える様になりました。

PanView for Data Center
ＩＤＣに構築する情報配線システムの標準規格が、米国で検討されているのをご存
知だろうか？ 商用ビル内情報配線システム規格（TIA/EIA-568B）は日本でも
一般的となっていますが、
ＩＤＣ内の情報配線システムは規格が未制定という事も

作業効率化。
状 態 把 握まで の 時 間
短縮。

管理台帳の更新などはマニュ リアルデータを採取するため、 管理品質向上。
アルで行うため、更新漏れ、 間違った情報を参照するこ データ信頼性向上。
ヒューマンエラーの削減。
記載ミスによって整合性の とがなくなった。
とれない情報がある。マニュ
アル管理の限界。

あり、殆ど浸透しておらず、
ＩＤＣ各社がそれぞれの思いで構築しているのが実態で
はないかと思います。ちなみに、検討されている規格は、Telecommunications
Infrastructure Standard for Data Centersと言う名称で、TIA/EIAのTR42.1 Standards Committeeで進められている。制定されれば、TIA/EIA942となる予定でです。

作業者や第三者が勝手にネッ
トワークに接続してもわから
ない。内部犯行などは防止
できない。

第三者がケーブル抜き差し
を行うと、状態変更が発生し
トラップが通知され即座に検
知できる。

セキュリティ向上。
不正アクセス対策、早
期検知。

稼働状況・
異常等の報告
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下図のように冗長経路を形成するすべてのネットワーク部分にＰＡＮＶＩＥＷパッチパネルを配置。
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ＦＪＢデータセンターでは、
２４時間３６５日止まらないサービス提供インフラを、より確

担当：前田、中尾

に向上させる、
ＰＡＮＤＵＩＴ社製の「ＰａｎＶｉ
ｅｗケーブリング管理システム」の導入い

東京都大田区大森北1−6−8 東伸24大森ビル

たしました。従来の管理手法を大幅に改善する事で、システム管理者負荷を軽減する
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固で安定したレベルまで向上させる為に、物理層ネットワークの管理レベルを効率的

と伴に、迅速で正確なユーザサポートを実現致しました。

監視センター

＜図２ ネットワーク概要図＞
※このカタログに記載された機能・仕様・デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、製品の色は印刷の関係上、実物と若干異なる場合があります。

本としたマニュアル管理を強いられていました。
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理に関しては、今までツールが存在しなかったという問題もあり、未だ管理台帳を基
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