
シスコ ユニファイド データセンター
Cisco CloudVerse ソリューション

Cisco® CloudVerse は、お客様がパブリック、プライベート、ハイブリッド クラウドを構築して、
新しいクラウド サービスやクラウド アプリケーションをダイナミックかつオンデマンドに提供で
きるようにする強力な機能セットです。 Cisco CloudVerse は、クラウドの 3 本柱である、革新
的なクラウド アプリケーションとサービス、ユニファイド データセンター、クラウド インテリジェ
ント ネットワークを統合アーキテクチャに組み込み、多様なクラウドのある世界を実現できるよ
うにお客様を支援します。 Cisco CloudVerse だけが多様なクラウドのある世界を実現すること
ができ、確かなクラウド エクスペリエンスでユーザと組織をつなぎます。

データセンター変革によるビジネスの変革
クラウドでビジネスを変換しようと計画している IT 管理者がまず行うべきことは、データセンター環境の柔軟性
を評価することです。 多くのデータセンターが依存している従来のシステムは、リソースを消費し、新しいビジ
ネス要件への IT の対応能力を制約する複雑な統合レイヤ型です。 即応性を高め、仮想化およびクラウド テクノ
ロジーを活用するためには、IT 管理者はデータセンター アーキテクチャの俊敏性、効率性、革新性を高め、コラ
ボレーティブにする方法を見直す必要があります。 コスト センターからサービス センターに移行するためには、
標準化された管理しやすい、高パフォーマンスなデータセンター プラットフォームが必要です。 

クラウド コンピューティングの基盤を提供するユニファイド データセンター
シスコ ユニファイド データセンターは、物理リソースと仮想リソースにわたって導入と管理を自動化して IT as 
a Service（ITaaS、図 1）という優れたサービスの提供を図ろうとする共通のプラットフォームに、コンピュー
ティング、ネットワーキング、ストレージ、および管理を統合してクラウド コンピューティングの優れた基盤を
提供します。
• インフラストラクチャ サイロとアプリケーション サイロを排除し、リソースの利用率を高め、スケール メ
リットを向上する

• IT リソースの自動的かつ一貫性のある導入と管理を提供し、予測可能性を高め、実稼働までの時間を短縮す
る

• 複雑な統合の必要性を軽減し、リソース（予算、時間、およびスタッフ）を解放して、ビジネ
ス革新の支援と誘導を行う

図 1： シスコ ユニファイド データセンター：ITaaS を実現するプラットフォーム
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データセンター リソースの統合とインテリジェント ネットワーク サービスの組み込み
を可能にする独自の設計
シスコ ユニファイド データセンターは、ITaaS を提供し、クラウド サービスおよびアプリケーションを実現す
るプラットフォームとしてゼロから設計されています（表 1）。

表 1： ユニファイド データセンターの主な機能
統合型 ネットワークは、ステートレス コンピューティングから管理サービスや仮想化およびクラ

ウド コンピューティングのサポートに至る、革新のための共通基盤として機能。
オープン オープン スタンダードおよびクラス最高のソリューションのサポートにより、相互運用性

とクラウド コンピューティングへの発展的アプローチが可能。

優れた復元力 データセンター内およびデータセンター間での高可用性により、ビジネスの復元力、障害
復旧性、およびデータ モビリティを実現。

セキュリティ ネットワークからアプリケーションに至るすべてのレイヤでのセキュリティの統合により、
コンプライアンス遵守を徹底して、ビジネス リスクを軽減可能。

インテリジェント ユニファイド データセンターは、ネットワーク トラフィックの最適化および動的優先順位
付け、セキュリティの統合、物理リソースおよび仮想リソースに対する管理およびサービ
スの提供が可能。

拡張性 あらゆるアプリケーションや作業負荷、またはあらゆる数の仮想マシンを処理する広い帯
域幅と処理能力を提供できるインフラストラクチャ。

シスコのユニファイド プラットフォームがもたらすビジネス上の重要なメリット
ユニファイド データセンターのコンポーネントは、シスコのお客様に真のビジネス価値をもたらします。

• 優れた財務効率：統合アーキテクチャとインテリジェントな自動化により、IT インフラストラクチャの導入
および保守に必要な導入コスト（CapEx）と運用コスト（OpEx）を削減。

• IT の簡素化：少ないコストと IT スタッフで対応できるメンテナンス、複雑さが軽減され迅速な実装が可能な
ディザスタ リカバリ、容易に確保できる可用性と品質基準。 

• ビジネスの俊敏性：新しいインフラストラクチャを迅速および柔軟に導入することができるため、IT をコス
ト センターではなくサービス センターのように運用可能。 物理リソース、仮想リソース、およびクラウド 
リソースにわたって機能する管理ソリューションと、クラス最高のシスコ エコシステム パートナーのサポー
トにより、これまでにない IT によるビジネス革新の支援と誘導が可能になります。
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統合アーキテクチャで提供される ITaaS およびクラウド アプリケーションのための最
高のプラットフォーム
クラウドは IT の進化における次のステップであり、データセンターおよびネットワーク トラフィックを急成長さ
せる動因でもあります。 将来的に組織は、独自のプライベート クラウドを構築し、パブリック クラウド プロバ
イダーからサービスを購入し、Software as a Service（SaaS）を使用して、相互接続されたクラウド コミュニティ
に参加するようになるでしょう。 有機的につながるクラウドの世界へと移行するのに伴い、それに効率的につな
がることができるように、組織はデータセンター インフラストラクチャを変換する必要があります（図 2「ITaaS 
への移行」を参照）。 

単一のデータセンター内での統合と仮想化は第一歩にすぎません。 また、単一のネットワークまたはデータセン
ターだけではクラウドを完全に実現することはできません。 複数のデータセンターが連携することで、動的で俊
敏なクラウド サービスを実現することができます。 シスコは、データセンター内およびデータセンター間でリ
ソースを共有するのに必要な統合インフラストラクチャと、ユーザとリソースの場所にかかわらず一貫性があり
セキュアなユーザ エクスペリエンスを実現するインテリジェントなクラウド対応ネットワークを提供することが
できます。

シスコの包括的なユニファイド データセンター プラットフォームのコンポーネント（表 2）とパートナーの広
範なエコシステムにより、企業とサービス プロバイダーはどちらも同じようにセキュアなプライベート クラウ
ド、パブリック クラウド、およびハイブリッド クラウドを計画および構築することができます。 

図 2： ITaaS への移行

表 2： シスコ ユニファイド データセンター製品のコンポーネント
ユニファイド マネジメント ソリューション
管理ソリューションは、高速かつエンタープライズ クラスの信頼性で、IT インフラストラクチャとサービスの
導入プロセスの簡素化および自動化を実現します。 ソリューションは、クラウド環境の物理リソースと仮想リ
ソースにわたって透過的に機能します。
ユニファイド コンピューティング管理：拡張性を備えたポリシーベースのアーキテクチャにより、ハードウェ
アおよびソフトウェア コンポーネントの管理と設定を簡素化することができます。 

• Cisco UCS ™ Manager

セルフサービスの自動化とオーケストレーション：マルチベンダー環境のリソースにわたって複雑なデータセン
ター プロセスを導入および管理することができます。 オンデマンド プロビジョニング用のセルフサービス ポー
タルとサービス カタログでクラウド コンピューティングをサポートします。
• Cisco Intelligent Automation for Cloud
• Cisco Intelligent Automation for SAP

データセンター ネットワーク管理：ネットワーク全体の稼働時間と信頼性を最大化し、ビジネスの継続性を向
上します。
• Cisco Data Center Network Manager（DCNM）
ネットワーク サービス管理：クラウド環境でネットワーク サービスとリソースを編成、プロビジョニング、お
よび導入するためのポリシーベースのソリューションを導入します。
• Cisco Network Services Manager
ユニファイド ファブリック ソリューション
柔軟なネットワーク ソリューションは、サーバ、ストレージ、およびアプリケーションにネットワーク サービ
スを提供し、透過的なコンバージェンス、スケーラビリティ、および高度なインテリジェンスを提供します。 
ソリューションには次の要素が含まれます。
• シスコ マルチレイヤ データセンター スイッチ
• Cisco Nexus® スイッチ
• Cisco Catalyst® スイッチ
• Cisco Fabric Manager
• Cisco NX-OS ソフトウェア
ユニファイド コンピューティング ソリューション
シスコの次世代データセンター システムは、総所有コスト（TCO）を削減し、ビジネスの俊敏性の向上を目的
として設計された単一のシステムに、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ アクセス、および仮想
化を統合します。 Cisco Unified Computing System ™（Cisco UCS）の構成要素は以下のとおりです。
• ブレード サーバ
• ラックマウント サーバ
• ファブリック インターコネクト 
• 仮想インターフェイス カード

関連情報
Cisco CloudVerse の詳細については、www.cisco.com/jp/go/cloud を参照してください。 シスコ ユニファ
イド データセンター ソリューションおよびお客様の成功事例の詳細については、www.cisco.com/jp/go/
datacenter を参照してください。
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