データセンター選定の
ここがポイント！

特集

データセンターは、
デジタル経営時代を支える
重要な社会インフラ

データセンターを選定するために、
まず大事なのは、
置きたいものは何か、何をアウトソースして、
どのように活用するか、
しっかり検討した上で選ぶようにしよう。

江崎氏の薦める選定のポイント

安全性

堅牢さ、信頼性、柔軟性―
これからの時代に求められるデータセンターとは。
東京大学大学院情報理工学系研究科教授で、
日本データセンター協会理事の
江崎浩氏に
「データセンターのこれから」
について
インタビューを行いました。

増え続けるデータ量
どう管理・運用すべきか
ビッグデータ、AI、IoT化が進み、これ
までとは違う次元でデータ量は増え続けて
いる。
企業においてデータは大切な財産。江
崎氏は「3.11の震災でサービスを停止した
データセンターはない。信頼性の高さは証

システムは、24時間365日、安心して稼働させる必要がある

耐震・免震構造であること

物理セキュリティが万全

日本は地震大国。データセンターの地震対策への備えは万全であっ

原状回復と移転先のサーバルーム新設に

室管理がどのように管理されてい

障しないよう、揺れを軽減できる免震構造であることが望ましい。

るのかも安全性において大事なポ

地理・地形的に地震・津波といった災害が起きにくい場所かどうかも

イント。部外者が入り込み、重要な

確認しよう。
また、万が一、津波や洪水にあった場合でも浸水想定以

システムにインシデントが発生しな

上にかさ上げされているかどうかも大事なチェックポイントだ。

いよう、事前申請者しか入館できな
いことはもちろん、ICカード認証や

莫 大な費用がかかる」。どの企 業もAIや

生体認証システムを設置して部外

IoTは関係ないとは言えない時代。増え続

者の出入りを防ぐなど、厳重なセ

けるデータの管理・運用をアウトソースする

キュリティであることが必須。

ことは、検討材料に加えるべきだろう。

サークルゲート

データセンターの活用で
ポジティブなスパイラルを生む

明されている。あるITグローバル 企 業で

機械が自分で学習するディープラーニン

は、従業員の約7割が、自宅からオフィスに

グが実用化されたことでAIの可能性は大き

行けなかった状況下でも企業活動が止まら

く変化。また、第四次産業革命といわれる

なかったのは、主要なシステムをデータセ

インダストリー 4.0以降、工業のデジタル化

ンターに預け、冗長性を確保したネットワー

によって製造ロボットが大量なデータを集

クでつないでいたことが大きい。データセ

約できるデータセンターにリアルタイムでつ

ンターの運用が継続したおかげで、株取引

ながり始めた。こうしたデジタルの進化は

や銀行業務などが、激しい地震と広域停

敷地外からサーバルームまで、入

てほしいもの。建物が頑丈なことはもちろん、揺れによって機器が故

ICカード認証と生体認証を併用して、認
証 者のみが 1 人ずつしか通 過できない
サークルゲート。認 証 者 以 外の侵 入を
シャットアウト。

左）オイルダンパー、右）高減衰積層ゴム
両方の利点を融合させたハイブリッド免震構造。

江 崎 浩氏
Hiroshi Esaki

1963年、福岡県生まれ。九州大学工学部電子工
学科修了。東芝勤務を経て、1998年10月より東
京大学へ。2005年5月より現職（東京大学 大学
院 情報理工学系研究科 教授／電子情報工学
科 工学博士）。日本データセンター協会 理事。次
世代インターネットの規格策定からネットワークの
実践応用まで、研究・活動範囲は多岐にわたる。

信頼性

価格

事業者の経営基盤も判断基準に

費用対効果を考える

「超少子高齢化が進み、働く人材が不足す

データを移すことはかなりの労力を必要とする。一度データやシ

データセンター事業者によってサービス内容はそれぞれ異なる。通信

電にも関わらずサイバー空間での経済活

る中、計算、分析を機械に任せ、重要な意

大手自動車メーカーでは、データ分析を

ステムを預けたらなかなかデータセンターを変えられないのは、

に強みを持つ事業者は、インターネット接続、VPNなど多彩な通信

動が維持・継続し、日本の経済は崩壊を

思決定や開発に人員を回せるポジティブな

活用して、ニーズに応えて製造する無駄の

そのためだ。

サービスを用意しているので上手に活用したい。

免れた」という。
「オンプレミスでは熱、電

動きといえる」。データセンターとつながり

ないデマンドチェーンへのシフトに着手し

気、床荷重を考えた設備投資が不可欠。

遠隔操作で業務が行えるようになれば、人

た。何を機 械に任 せ、何を人が行うべき

更にテナント型のオフィスにサーバルーム

材不足が解消し、国が推し進めている働き

か。上手なデータの活用が企業のこれから

を設置している場合、オフィス移転時には

方改革にも有用と考えられる。

を運命づけるだろう。

ところが、データセンターがその場所
を移動・撤収してしまったらどうだろう。
自ずとデータの移動という労力が発
生する。

AI

（人工知能）

自動運転、音声認識など、人工
的に学習・推論・認識・判断など
の人間と同様の知能を持たせ
たコンピュータシステムのこと。

企業で、預けるデータセンターの建物
自体が自社ビルであることも事業者

I oT

（Internet of Things）

工場の産業機器、自動車、住
宅、家電製品などあらゆるモノ
やコトがネットワークを通して、相
互に通信すること。

オンプレミス

データセンターなどのように外
部の事業者に委託せず、情報
システムを自社で保有し自社の
設備で運用・管理すること。

DATA CENTER

郊外のデータセンターは都心よりも比較的利用料がリーズナブルだ。
しかし、いざというときやシステム構築時期には足を運ぶことになるの
で、借りるラック料金だけでなくアクセスの利便性と交通コストのバラ
ンスも事前に確認しておこう。

規模・実績面でも信頼おける企業で
あることはもちろん、地元に根付いた

知っておきたいデジタル用語

自社ビル

選定の大事な要素だ。

良好な
アクセス
環境！

DATA CENTER

［お客さま導入事例］

導入されたソリューション
はじめてわかること、気づくこと

これまで各店舗で管理していたデータを
EneWings広島データセンターへ集約。
広島データセンター

ジュンテンドー

ネット
ワーク網

情報系として社内ネットワークともつなが
る。業務の効率化、高度化を推進。
お客さまのポイントカードをお預かりし、
情報を読み取ることで簡単に見積りを作
成できるようにサービス面も向上。

株式会社ジュンテンドー

中国〜近畿地方を中心にホームセンター、ドラッグストア、ブックセンターを展開

豊富な品ぞろえで地域のお客さまの
ニーズに応える“株式会社ジュンテンドー”。
高精度セキュリティシステムと高信頼ファシリティを
備えたデータセンターで大切なデータを守る。
厳重なセキュリティはもちろん、最高水準の耐災害性を備え、交通アクセスの良い抜群のロケーションの
EneWings広島データセンター。第1号のお客さまである株式会社ジュンテンドー様の大事なデータを守り、
質の高い技術と運用で多様なニーズに応えていく。

ここがポイント
なによりもアクセスの良さが魅力。
JR広島駅近郊。かけつけも迅速に行える。
震度７クラスの地震にも対応する堅牢なファシリティ。
地震・津波・火山などの自然災害が起きにくい広島を選択。
厳重なセキュリティに安心感。

ご担当者さまの声
株式会社ジュンテンドー
情報システム部

寺尾 淳二 様
データを一カ所に集約できたので、各
店舗共有して使える見積りソフトなど
新機 能を導入できました。これから
も、利便性を高めていきたいですね。

JR広島駅近郊
抜群のアクセスが魅力

発注、仕入れ、転送などの店舗シス
テムをお預かりしています。
1ラックあたり最大20kVA
に対応できる大容量電源
の確保に加え、耐荷重性
能も高く、複数ラック間の
配線やメンテナンス作業
の負荷を軽減します。

利用することで見えてきた
利便性と、コスト面の魅力

ジュンテンドーは、明治27年に創業した老

「広島は地震が少ないのも、安全だと感じて

舗企業。中国・近畿地方の地方都市、中山

います。また、EneWings広島データセンター

間地域を中心に、ホームセンター、ドラッグ

は、ICカード・生体認証など何重もの高精度シ

ストア、ブックセンターを展開し、営業収益

ステムで守られており、セキュリティ面もしっか

約439億円（平成28年2月期）と堅調な業績

りしているので安心だと感じました」と寺尾様。

を誇っています。
現在、店舗数は、ホームセンター132店舗、

生体認証付きのフラッパーゲートか
らサーバルームのラックまで、I C
カード認証、共連れ防止装置等を
駆使して 7 段階の厳重なセキュリ
ティを実施。

企業紹介

株式会社ジュンテンドー
島根県益田市に本社、
広島県安芸郡府中町に営業本部を置く

「当社では店舗システム全般を各店舗で管理
してきましたが、
これまでに芸予地震で建物に

ドラッグストア8店舗、ブックセンター4店舗

クラックが入ったり、エアコンが故障してサーバ

を展開。同社、情報システム部の寺尾淳二

が止まったり、さまざまなトラブルに遭遇しまし

様は、2年程前から、データセンターの利用

た。サーバを守るため、各店舗に設備投資する

を考えはじめ、どこに預けるべきか数社と話

よりも、データセンターに預ける方が安心安全

をしてきたといいます。エネコムを選ばれた

で、コスト的にもメリットがあります」。

理由は「JR広島駅からのアクセスの良さ。何

導入後の感想は「データを集約したこと

かあったときでも、情報システム部のある安

で、全店舗共有して使える見積り機能など

芸郡府中町から20分程度で、すぐ駆けつけ

を新しく導入できて便利になりました」
。当初

られるのが一番の魅力ですね。また、取引

のご契約からラックを追加され、スペースを

のある開発メーカーが、広島に事務所を構え

広げられたことからも、ご満足いただけてい

るところが多いので、そういった企業との確

ることがうかがえます。

認作業をEneWings広島データセンターで行

「店舗の運営にシステム運用は欠かせない

えるようになるのは、時間や出張費といった

もの。まだまだ、社内システムを改善したい

コスト面から見ても、大きなメリットを感じて

点はたくさんあるので、今後もエネコムに期

います」
。

待しています」と笑顔でした。

「地方都市、中山間地域、離島のなくてはな
らないインフラになろう」
を経営理念とし、中
国〜近畿地方を中心に、ホームセンター、
ド
ラッグストア、ブックセンターをチェーン展開す
る。東証2部上場。

担当営業
から
ひとこと
ご要望、ご使用感、お気付きをなんでもおっ
しゃってください。今後もお力になれるよう努
めていきます。
法人営業部 第一営業チーム

森 美咲
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イチオシサービス

Select

EneWings広島データセンター・マネージドサービス
データセンターの運用でお困りではありませんか？

遠方で駆けつけ
対応が困難

運用コストを
削減したい！

サーバトラブル
対応の運用処理や
体制が整っていない

24時間
365日システムを
安定稼動させたい！

品質が高い
運用環境を
構築したい！

エネコムNEWS

News

エネコムフェア2017

日頃の皆さまのご愛顧に感謝し、
今年も
「エネコムフェア2017」
を開催します
■

開催日時 2017年9月21日
（木）12：00〜17：30

開催場所 ホテルグランヴィア広島 4階
■ 主な内容 エグゼクティブセミナー
■

マネージドサービスで解決！

ICTセミナー
エネコムサービスの展示

データセンターの主な役割は、大事な情報システムを安心・安全にお預かりするハウジングサービスです。EneWings 広島データセ

どうぞご期待くださいませ

ンターでは、こうしたハウジングサービスに加えて基本オペレーション、アプリケーションやリソースの監視、運用負荷の軽減と業務
の効率化を支える代行作業などのマネージドサービスをご用意しています。
確かな技術を持つ、
当社エンジニアが代行いたします。

EneWings広島データセンター
ハウジング
サービス

オペレーション

監

Service

新サービス

マネージドサービス
視

代行作業

顧客対応や営業活動を、
もっと効率的に
高価でこれまでなかなか手を出せなかった顧客管理や営業支援のシステムが、

ハウジングサービスにマネージドサービスを組み合わせることで
運用負荷の軽減や故障時の早期検知、
復旧を実現します！
マネージドサービスメニュー

中堅・中小企業から個人事業者まで手軽にご利用いただけるようになりました。
ITを通したマーケティングや、チームで取り組んでいる商談案件やプロジェクト
の管理の可視化が可能です。コールセンターやカスタマーサポートで顧客対応
の漏れ防止など、
スタッフによる顧客満足度を高めるサポートも行っています。
CRMとは…「Customer Relationship Management」の略。顧客関係管理のことで、顧客の情報を管
理・活用し、売上の拡大と収益性の向上を目指す経営戦略、または、その手法・しくみのこと。

基本サービス

簡易作業代行
お客さま指示による
目視確認、
電源OFF/ON、
ケーブル挿抜

監視代行

定期レポート

5アドレスまでの
PING監視

入退室・電源・
監視のレポート

初期費用 不要

顧客管理

1ユーザ月額

疎通監視

アプリケーション監視

PING、TCPポート監視

URL、FTP、Mail、DNS監視

プロセス監視
プロセス
（サービス）監視

ログ監視

Linuxログ、
Windowsイベントログの監視

リソース監視

ネットワークトラフィック、CPU、
メモリ、
ディスク、Windowsスワップの監視

1,500 円 〜（※ライトプランの場合）

F l e x C R Mの特 徴
まるでSNSサービスのようなカンタン操作

マーケティング

月額1,500円〜、1名様からご利用可能です
スマートフォン、
タブレットからの操作も対応

追加サービス

税別

商談案件・
プロジェクト管理

他にも以下のような特徴がございます

日

名刺管理

顧 客マスター

報

プロジェクト管理

商談案件

イベント管 理

タスク管 理

メルマガ

お問い合わせ管理

各種分析メニュー

ウェブフォーム

外 部サービス

ユーザ／権限設定

メニュー設 定

・業務に応じたメニュー組み替えが簡単にできます。
・業種別のテンプレートをご用意しています。

コールセンター・
カスタマーサポート

企 業・団 体

・コンサルティングがなくても導入・運用ができます。
・他のクラウドサービスや貴社システムとの連携が
可能です。

利用可能メニュー20種類以上

各種設定

※メニュー名称は変更になる場合がございます。

運用支援

定期的なランプ確認、
メディア交換、
手順書を用いた運用支援 等
エット
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詳細は、営業担当者までお問い合わせください
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