
ホワイト ペーパー

ユニファイド データセンター：ビジネスの俊敏性を
向上させる効率性と柔軟性
このドキュメントの内容 
このホワイト ペーパーは、データセンターの効率性と柔軟性の向上、プライベート クラウドの導入、または ITaaS（IT 
as a Service）の提供を計画している技術者を対象としています。データセンターの移行過程には、IT に関するさま
ざまな課題が待ち受けていることが予想されます。このホワイト ペーパーでは、シスコが自社のデータセンターを変
換する際に学んだことと、お客様が経験した事柄、および移行過程の各ステージでの技術的要件について説明します。
このホワイト ペーパーをお読みになることで、シスコ ユニファイド データセンター ソリューションがどのようにし
て IT を簡素化し、財務面での効率化を改善し、データセンターの柔軟性を向上するかについてご理解いただけます。

データセンター プラットフォームの進化
クラウド コンピューティングはその形態（プライベート、パブリック、ハイブリッド）を問わず、ユーザの行動およ
びかつてない早いスピードのビジネスの流れに影響されて進化をつづけています。コンシューマ ユーザは、場所、時
間、デバイスを問わず、より多くのパーソナル サービスにオンラインで接続できていることを、絶えず求めています。
これと同様の期待とデバイスが職場にも持ち込まれ、IT 部門が同じようにインフラストラクチャ サービスを提供する
ことが求められています。高い期待とサービスに対する要求の増加により、IT 部門は、社内および社外ユーザへのサー
ビス提供方法についての再考を余儀なくされています。

一方で予算的には、総 IT コストの削減に関するプレッシャーが高まっていることも事実です。統合、標準化、プラッ
トフォームの統一、IT インフラストラクチャの自動化を通じて IT の運用を簡素化する取り組みにより、大幅なコスト
削減を実現することができます。しかしながら、これだけでは不十分です。これらの取り組みにより IT の俊敏性が向
上し、新しいアプリケーションやサービスをよりすばやく提供できるようになることも必要です。

従来のデータセンター アーキテクチャでは、IT 部門はリソースの 70 ～ 80 % を既存のインフラストラクチャのメン
テナンスに費やしています。クラウド コンピューティングの登場により、これを打破することができます。クラウド 
コンピューティングと ITaaS の進化により効率性と俊敏性を大幅に向上でき、IT 部門のリソースをメンテナンス作業
から解放して、革新技術の提供に注力させることができます。

このホワイト ペーパーでは、IT 部門がデータセンターを変革する際にたどると予測される各ステージについて説明し、
進行を妨げるおそれのある代表的な障害について取り上げます。各フェーズで注視する必要がある要件を特定し、そ
の規模を問わず、ビジネスがこれらの障害を克服するのにシスコのソリューションとベスト プラクティスがどのよう
に役立ったかについて説明します。

準備状況を確認する方法
仮想化を早期に実現して次の段階に進む際に、ほとんどの組織はプライベート クラウドの使用という選択肢を選びま
す。これらの組織は、サーバの一部を仮想化することで、電力、冷却、設備、ライセンスに関するコストを削減する
ことができ、ユーザの要求に対する応答性を向上することもできました。この時点で、組織はさらなるコスト削減を
求め、すばやい転換への期待が高まります。
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ほとんどの IT 部門がプレッシャーを感じ始めるのはこのときです。仮想化によって早期に得られた利益と効率は既に
使い尽くされていますが、仮想化はこの段階でアプローチの基盤となっていません。仮想化の要求は例外扱いされる
のがほとんどです。仮想化を次のレベルに進めるためのプロセスとリソースが存在していないため、例外の数が増え
ると、組織の軋轢も増加します。仮想化により IT 部門の従来のサイロ（ストレージ、コンピューティング、ネットワー
ク、アプリケーション）間の区分はあいまいになりますが、依然として組織はお互いに独立したままでいます。大量
の仮想マシンまたはプロビジョニング プロセスを自動化するツールが不足している一方で、組織の関心は、ミッショ
ンクリティカルなアプリケーションを仮想化することにあります。

しかしこの時点で、一部の組織は、仮想マシンがうまく機能していないと感じるようになります。短期的には、仮想
化を増やすことによるメリットよりもデメリットのほうが顕著になることで、仮想化に対する投資に落ち込みが見ら
れるようになります。残念なことに、これが原因で ITaaS を提供するための準備に支障をきたしたり、クラウド コン
ピューティングのメリットを十分に活用できなくなります。

しかし他の組織にとって、このフェーズは単なる通過点にすぎません。仮想化支持者が一歩踏み出すか、仮想化は例
外ではないという意思表示が経営陣から出されれば、仮想化は例外として扱われなくなり、その結果 IT 部門は、仮想
化を拡張してプライベート クラウドへの変換の開始を意識的に決断できるようになります。これらの会社の目指すと
ころは、データセンターでサーバとアプリケーションの仮想化を組み合わせるだけではなく、自動化とインテリジェ
ント ネットワーキングを使用して、ビジネスの変化に瞬時にに対応できる俊敏な IT インフラストラクチャを構築する
ことです。これらの組織では、IT はサポート部門としてではなく、競争優位性を提供するのに重要な革新的な部門と
してみなされます。

移行過程のあらゆるステージでの要件
IT 部門が ITaaS（IT as a Service）を提供できるようになるまでには、IT インフラストラクチャに対するいくつかの
変換作業を実施する必要があります。これらは順序不同ですが、それぞれ重要です（図 1 を参照）。移行過程の各ステー
ジで、財務上のメリットとビジネス上の価値を得ることができます。

シスコのお客様は、プライベート クラウドへの移行過程で予測された道筋をたどりましたが、その道筋には数多くの
入口と出口があります。ほとんどの移行に当てはまるステージとして、アセットの統合、仮想化、運用の標準化、サー
ビス提供の 4 つがあります。これらのフェーズを進むに従い、IT 環境の効率性と俊敏性が向上し、クラウド コンピュー
ティングと ITaaS をサポートする準備が整っていきます。

図 1： ITaaS への道程
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仮想化されたインフラストラクチャのメリットと潜在能力が理解されていくに従い、それを
ミッションクリティカルなビジネス アプリケーションのワークロードで使用することが検討さ
れるようになります。標準化されたモジュール型アーキテクチャを使用して実装した場合、仮
想化によりコストを削減できるだけではなく、すべてのワークロードでサービス レベルを向上
することもできます。データセンターが完全な仮想化に近づくに従い、自動化レベルを高めて 
ITaaS を提供するモデルに変換することで、ビジネスはコストおよび俊敏性において多大なメ
リットを得ることができます。それが、コスト効率が高く、管理が簡単で、単なるコスト センター
からお客様のビジネスを実現するソリューションへと IT を変換する、ダイナミックでスケーラ
ブルかつセキュアなインフラストラクチャです。

データセンターの変換を進めていくうえで遂行すべき 4 つのテクノロジーに関する取り組みが
あります。最初の取り組みは統合に関するもので、ネットワーク、サーバ、およびストレージ 
インフラストラクチャの非効率性を解消して、コスト削減を図るものです。2 つ目の取り組みは、
ビジネス アプリケーションと実稼働環境の広範な仮想化に関するもので、ビジネスの俊敏性向
上が最大の目的です。3 つ目の取り組みは、テクノロジーと運用プロセスの標準化に関するも
ので、予測可能度と効率性を向上させて、最終的な取り組みである自動化に備えます。自動化
により、運用での手動作業を削減し、生産性を向上させ、導入までの期間を短縮します。これ
により、社内および社外のお客様に ITaaS を完全に提供できるようになります。自動化機能の
強化は IT リソースをメンテナンス作業から解放するものであり、統合ステージおよび広範な仮
想化ステージでの効率化もビジネスの革新に大きな影響を及ぼします。

データセンターの変革は最終的に組織の効率性と俊敏性を向上させるものであり、これらの 4 
つの取り組みは完全に独立したものとみなすのではなく、長期間の移行作業の一部とみなす必
要があります。統合フェーズで下すテクノロジーに関する決断が、仮想化および自動化のフェー
ズでの成功の正否を左右します。

ここでは、これらのテクノロジーに関する取り組みごとに検証を行い、直面するであろう課題、
主要な要件、クラウド コンピューティングへの変換と ITaaS の提供を容易にするために特別に
設計されたシスコ ソリューションでの障害回避の方法について取り上げます。

統合
課題と要件
統合フェーズでは、組織は大規模な調整とデータセンター内でのリソース共有を行い、IT イン
フラストラクチャに関するコスト削減に注力します。データセンター プラットフォームとネッ
トワークを統一することで、統合による効率化のメリットを最大化できます。また、仮想マシ
ンの作業負荷をデータセンター間で移動する際も、コンプライアンスおよびセキュアなマルチ
テナントをアーキテクチャが容易にサポートを続けられるようにします。

既存のデータセンター アーキテクチャは仮想化前に構築されており、機能ごとにサイロ化され
ているのが一般的です。これらは個別のアプリケーション用に設計されているため、複数のオ
ペレーティング システムを実行している複数のプラットフォーム、不十分なシステム使用率に
よる高い導入コスト（リソースが独立していて共有されていないため）、非常に非効率的な電力
と冷却、および複雑な管理要件という特徴があります。

効率的なデータセンター アーキテクチャにするために最初にしなければならないことの 1 つ
は、統合による簡素化を図ることです。統合戦略として考えるべきことは、LAN および SAN ネッ
トワーク トラフィック用の統合基盤を作成し、コンピューティングおよびネットワーク サービ
ス用の統合された運用環境（ファイアウォール、ロードバランシング、侵入検知など）を作成して、
ブランチ サーバとストレージを統合する広範なアプリケーション サービスを含めることです。
これらを統合することで、高い使用率、動的管理、および設置面積の削減を実現できます。

統合フェーズの目標

• LAN および SAN インフラストラクチャの 
統合

• ネットワーク運用の統一 

• ケーブルの削減

• アプリケーション帯域幅の増加 

• ダイナミック QoS の利用
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統合のメリット：TASER International

• TASER の Virtual Systems 部門は、法令施行
のためのテクノロジー ソリューションを提供

• 卓越した応答性とユーザ エクスペリエンス
を提供し、エクサバイトのデータ（大半がビ
デオベース）を管理するための拡張性、およ
びデータの整合性と不正アクセスを防止する
セキュリティを備えた、クラウドベースの証
拠管理ソリューションをホストするプラット
フォームが必要

• シスコ ユニファイド データセンター ソ
リューションを導入して、運用上の俊敏性と
管理効率を向上し、導入コストを $900,000 
削減し、年間エネルギー コストを $37,000 
削減
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従来のアーキテクチャでは、ネットワークは（データ、ストレージ、およびテレフォニーなどの）使用率によって定
義され、互いに独立しているのが一般的でした。その結果、各システムで個別の接続ポートが必要になり、異なるチー
ムによって各ネットワークを管理する必要があり、非常に非効率的なモデルになります。

その後、データと通信が 1 つのネットワークに統合されたことでネットワークの効率が向上しました。現在では、10 
ギガビット イーサネットの容量、および 40 および 100 ギガビットへのその後の拡張により、組織は LAN および 
SAN トラフィックをユニファイド データセンター ファブリックにも集約できるようになり、職務横断的なスタッフ
によってサポートされている共有ネットワーク サービスを標準とする統合プライベート クラウド アーキテクチャへ
の対応を可能にしています。このような効率的で簡素化された共有アーキテクチャは、将来のアプリケーションを的
確に処理することができます。

従来の環境では、アプリケーションとデータが個別のサーバに常駐していたため、お客様の要件とコンプライアンス
を満たすために重要なアプリケーションとデータを確実に分離することは容易でした。しかしリソース共有用に設計
されたユニファイド データセンターでは、アプリケーションの仮想化を 1 つの物理サーバ上で行っているか、または
複数のデータセンターにわたって行っているかを問わず、固有のセキュリティおよび Quality of Service（QoS）要件、
さらにその他のポリシーを個別の仮想マシンに関連付けるためのインテリジェンスと機能がネットワークに必要とな
ります。

統合に関するシスコの革新技術 
環境を効率的に統合し、より効率的かつ柔軟性の高いデータセンターに進化させるための最適な基盤を構築するには、
統合のメリットを最大限に引き出すことができるように設計された革新的なコンピューティング、ネットワーク、お
よびストレージ ソリューションの包括的なセットが必要です。シスコでは、優れた統合およびデータセンター リソー
ス共有を実現するための、基幹となるインフラストラクチャを提供しています。

シスコ ユニファイド ファブリック
シスコ ユニファイド ファブリックは、データセンターのための柔軟で拡張性の高い、単一のネットワーク インフラ
ストラクチャです。シスコ ユニファイド ファブリックにより、IT 部門は独立したイーサネット、LAN、およびストレー
ジ ネットワークからの移行を図り、1 つのネットワーク OS と統合 I/O をインテリジェントに統合して仮想マシンに
対応し、最大限の仮想マシンのモビリティとセキュリティをサポートできるようになります。シスコ ユニファイド ファ
ブリックでは、1 つの接続箇所から物理リソース、仮想リソース、およびクラウド リソースを一元管理して、管理コ
ストを動的に低減させることができます。

シスコ ユニファイド ファブリックには次のような特長があります。

• アーキテクチャの柔軟性と拡張性

• I/O の統合

• ワークロードのモビリティ 

• 簡素化された管理

• 仮想マシン対応のネットワーキング

インテリジェント ネットワーク サービスは、シスコのファブリックベース プラットフォームと市販のインフラスト
ラクチャを差別化する要因です。仮想化アプリケーションから、必要とされる可用性、セキュリティ、アクセラレーショ
ン、作業負荷分散、およびパフォーマンス モニタリング サービスの関連付けが解除されることはありません。統合ネッ
トワーク サービスにより、コンプライアンス遵守が徹底し、柔軟性の高いポリシーベースのプロビジョニングを使用
して一貫性のある状態でサービスを提供することができます。
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Cisco Unified Computing System
Cisco Unified Computing System ™（UCS）は、最大限の統合と仮想化により、ITaaS の
提供とクラウド コンピューティングへの移行を促進すべく特別に設計された最初のコンピュー
ティング プラットフォームです。従来のアーキテクチャとは異なり、Cisco UCS は、コンピュー
ティング、ネットワーク、およびストレージ リソースを効率性が高くシンプルな 1 つのアーキ
テクチャに統合します。つまり、コンピューティング アセットの利用率を高め、管理および運
用を大幅に簡素化し、仮想マシンのパフォーマンスとモビリティを大幅に向上できるプラット
フォームです。

Cisco UCS は、コンピューティング、ネットワーク、および仮想化を統合することで、導入コ
ストと運用コストの大幅な削減、広範な仮想化、最高のアプリケーション パフォーマンスと可
用性を実現できるようにします。Cisco UCS は、オープンな仮想化および非仮想化環境用にス
ケーラブルでダイナミックなコンピューティング リソースを提供し、組み込みの管理インター
フェイスを備えています。UCS のオープン API を通じて、40 を超える独立したアプリケーショ
ンおよび管理ソリューションが統合されています。

広範な仮想化
課題と要件
このステージの目的は、仮想化されたインフラストラクチャの割合を体系的に増やし、サーバ
あたりのアプリケーション数またはサーバあたりのデスクトップ数を増やして最高の効率を得
ることです。IT 部門は、新しいアプリケーションをすばやく展開して、仮想デスクトップ イン
フラストラクチャ（VDI）のような仮想インフラストラクチャのメリットをもたらす新しいサー
ビスを提供するなど、俊敏性の向上を図りながらスキルを高めていきます。また、テスト済み
および実証済みのプロセスを利用することで、すばやく結果を出しかつリスクを軽減して、成
功の可能性を高めることができます。

仮想マシンの機能に不満を持つ組織の場合、仮想化環境の利用において組織の慣例を適用する
ことや、再考することを怠ったことが原因として考えられます。広範な仮想化を実現するには、
変更を嫌うのではなく、促すような仮想化データセンターを設計する必要があります。つまり 
IT 部門は、管理が容易でセキュリティが厳格なソリューションの実装に重点を置く必要があり
ます。

広範な仮想化に関するシスコの革新技術
効率性、モビリティ、および簡素化された導入など、仮想化の特長を最大限に引き出すには、
仮想化のさまざまな機能を理解し、インフラストラクチャがそれらをどのように強化できるか
を理解することが重要です。

ネットワークの関連性
広範な仮想化、プライベート クラウド、またはハイブリッド クラウド ソリューションを提供
できるようになるかどうかは、データセンター内の要素およびデータセンター自体を接続する
ネットワークのパフォーマンス、可用性、およびインテリジェンスにかかっています。ネットワー
クは、次のことに対応できるものにする必要があります。

• 場所、時間、デバイスを問わないサービスの提供

• 効率的な発展と成長

• 最高のサービス品質でのあらゆるタイプの情報（サイズの大きいデータ、データ分析、ビデ
オなど）の処理

• 全体のデータ セキュリティの確保

仮想化フェーズの目標

•  ネットワーク サービスの仮想化

• 仮想マシンの密度の向上

• 仮想マシンのパフォーマンスの向上

• 仮想モビリティの促進：サイト内および 
サイト間

仮想化のメリット：ExamWorks

•  ExamWorks は全国的な診療プロバイダーで、
バックアップとディザスタ リカバリを一元的
に実行でき、業界の規制に準拠することが可
能なデータセンター インフラストラクチャが
必要

• 次の理由により、シスコの仮想化を実装し、
複数の場所にあるビジネス アプリケーション
と仮想デスクトップをホストするプライベー
ト クラウドを構築

 - 必要なリソースが少なくて済む：2 名のデー
タセンター スタッフで 450 台のデスクトッ
プをサポート可能

 - 導入コストが低い：UCS サーバは、従来の
サーバよりも 66 % 低コスト

 - ケーブルおよびデスクトップのコスト
が低い：ExamWorks の見積では、年間 
$333,000 削減

 - エネルギー消費量が少ない：コンパクトでエ
ネルギー消費量を 50 % 以上削減
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シスコは、エンド ユーザからデータセンターに至るネットワーク全体にわたり、ネットワークに要求されるパフォー
マンス、可用性、およびセキュリティを提供できる唯一の会社です。広範な仮想化およびプライベート クラウド向け
に優れたサポートを提供するシスコ ボーダレス ネットワークの利点について、その一例を以下に簡単に示します。

• シスコ ボーダレス ネットワークと、あらゆる製品カテゴリの先進のソリューションとにより、十分な帯域幅を構
築して、仮想化密度の向上、迅速かつ信頼性の高いアプリケーション モビリティの実現、常時使用可能なサービス
の提供が可能になります。さらに、最大規模のデータ分析アプリケーションや大量の帯域幅を消費するビデオなど
を使用している場合であっても、ユーザの期待する最高のサービス品質を実現することができます。

• ユーザからデータセンターまで、ネットワーク全体を網羅するネットワーク インテリジェンスによりサービスの優
先順位付けをサポートし、サービス レベル契約を効果的に遂行します。

• 仮想マシンに伴ってネットワーク上、データセンター内、およびデータセンター間を移動するポリシー管理機能に
より、リスクを最小限に抑え、エンドツーエンドのセキュリティ、信頼、プライバシー、制御、コンプライアンス
を得ることができます。

• シスコは、障害発生時に、透過的かつ自動的に作業負荷をリダイレクトすることが可能な自己修復ネットワークを
提供します。

• シスコの高パフォーマンスで耐障害性に優れたネットワークは最高のアプリケーション モビリティおよび可用性を
サポートし、IT の効率性の向上とハイブリッド クラウド環境でのサービス プロバイダー ネットワークとの統合を
実現します。

ネットワーク仮想化
仮想化環境では、サーバの背面に接続されるケーブルにおいてネットワークが途絶えることはありません。仮想化に
よりネットワークは、ネットワーク スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサ、またはその他のネットワーク機
能のソフトウェア バージョンとしてサーバ内へと拡張されるようになりました。高可用性、ダイナミック QoS、セキュ
リティ、およびアプリケーション アクセラレーションなど、予期したレベルのネットワーク サービスを継続的に提供
するには、ネットワーク サービスを仮想化および仮想マシン対応にする必要があります。シスコ ユニファイド ネッ
トワーク サービスにより、ネットワークおよびセキュリティのスタッフは、物理環境の場合と同様に、仮想化環境の
完全な可視性、セキュリティ、および制御を維持できるとともに、仮想化のすべてのメリットを得ることができます。

仮想マシンの効率
仮想マシンの効率を向上させることは、データセンターの全体効率を向上させるために欠かせない要因です。仮想デ
スクトップや他の IT インフラストラクチャ アプリケーションなどの多くアプリケーションの場合、サーバあたりの仮
想マシンの密度を高くすることで投資効果を高めることができます。一部の物理サーバは、仮想マシンの密度を高め
られるように設計されていません。これは、メモリ不足により新しいアプリケーションの追加が阻止されるためです。
Cisco UCS では、革新的なメモリ拡張テクノロジーにより、パフォーマンスを犠牲にすることなく、他のサーバ アー
キテクチャよりも多くの仮想マシンをホストできます。

仮想マシンのパフォーマンス
アプリケーション マネージャの期待に応えるためには、ミッションクリティカルなアプリケーションを含む、あらゆ
るタイプのアプリケーションで卓越したパフォーマンスを提供すべく設計されたインフラストラクチャが必要です。
シスコ データセンター ソリューションは、最も条件の厳しいアプリケーションにも対応できる基盤を提供します。た
とえば、多くのアプリケーションが高パフォーマンス I/O へのアクセスを要求したり、非常に低い遅延を維持できる
必要があるとします。Cisco UCS は、10 ギガビット アクセスおよびハイパーバイザ バイパス機能などの革新技術
により、これらの課題を克服し、メモリを多用するアプリケーションのスループットとパフォーマンスを向上させま
す。また、Cisco UCS は、vMotion のダイナミック リソース スケジューリングなどの機能を利用してダイナミック 
QoS を提供できるため、共有インフラストラクチャでアプリケーションを優先順位付けして、特定のアプリケーショ
ンのサービス レベル契約（SLA）を満たすことができます。
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仮想マシンの一貫性 
物理サーバを使用する代わりにアプリケーションを仮想マシンに移行することで、IT 部門は開発から製品テスト、バッ
クアップ、ディザスタ リカバリに至るすべてのフェーズで一貫した運用プロセスを作成し、運用モデル全体を簡素化
できます。シスコでは、IT 部門が一貫性のある仮想マシン運用を構築できるように、ラック マウント、ブレード サー
バ、およびブランチ オフィス用の Cisco UCS ソリューションを提供しています。Cisco UCS サービス プロファイ
ルと組み合わせることで、これらのソリューションで非常に一貫性の高い柔軟な仮想環境を作成でき、さらに IT 運用
の多くの要素を改善できます。

仮想マシンのモビリティ 
データセンターは、頻繁な変更をサポートできるように設計する必要があります。仮想マシンをサーバ間で手動また
は動的に移行することで、ロード バランシングやリソース使用率を向上させたり、メンテナンスを行ったり、特定地
域のニーズに対応することができます。シスコ ユニファイド ファブリックの設計で採用されている、拡張性に富む高
性能なレイヤ 2 ネットワークは、1 つまたは複数のデータセンターにまたがることが可能で、クラウド コンピューティ
ングの進展を促します。たとえば、ネットワーク管理者は Cisco Nexus® 1000V シリーズ スイッチ、Cisco Fabric 
Path、Overlay Transport Virtualization（OTV）および Cisco Locator/ID Separation Protocol（LISP）を活用して、
類まれな柔軟性を設計に取り入れ、サーバや施設間での大きな作業負荷のシフト、ディザスタ リカバリの新たな方法
の確立、データセンターの統合、エネルギー管理などに対応することができます。シスコ ユニファイド ファブリック
では、ビジネス ニーズに合わせてこの機能を構築できるため、既存のレイヤ 3 アーキテクチャや混在環境に対する投
資保護が強化されます。

仮想マシンのセキュリティとポリシー
データセンターを仮想化してプライベート クラウド アーキテクチャへの進展を進めながら、一方でセキュリティとコ
ンプライアンスも維持するには、仮想マシンの移動にともなって適切なポリシーも確実に移動するようにすることが
必要です。シスコ ユニファイド ネットワーク サービス（Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチおよび Network 
Analysis Module Virtual Service Blade、Cisco Virtual Network Service Data Path（vPath）テクノロジー、お
よび Cisco Virtual Security Gateway で構成）は、データセンター内およびデータセンター間での仮想マシンの移動
にともなう、動的なセキュリティ ポリシー管理と可視性を提供します。仮想マシンとセキュリティ ポリシーのこの包
括的なビューは、ネットワーク管理者およびセキュリティ管理者の双方の要件を満たします。スイッチング、セキュ
リティ、侵入検知、およびポリシー機能はすべて仮想化されているため、将来ハイブリッド クラウド アーキテクチャ
を導入する際の基盤にもなります。また、Cisco Nexus スイッチング製品で提供するダイナミック QoS ポリシーに
より、サーバからコアへとアクセスを拡張し、SLA アクセスのポリシーをアプリケーションの各層に適用することが
できます。

テスト済みおよび検証済みのソリューション
シスコ ユニファイド データセンター プラットフォームの仮想化実現機能に加え、シスコでは、シスコ データセン
ター インフラストラクチャの能力を完全に引き出すことができるように、SAP、VMware、Citrix、Microsoft などの
エコシステム パートナーとともに広範なソリューションに関する検証済みの設計を提供しています。これらの Cisco 
Validated Designs には、仮想化ソリューションのリスクを排除して市場投入期間を短縮するための段階的プロセス
と具体的なリソース要件が記載されています。

標準化
課題と要件
IT の標準化では、IT インフラストラクチャおよびプロセスに関する統一の仕様を作成して、同一の基本的ニーズに対
応するための類似したテクノロジーの数を最小限に抑えることが求められます。標準化することで、調達の合理化、
管理の簡素化、メンテナンス作業の削減、導入時間の短縮を実現できます。標準化の目標は、低いコストで一貫して
高品質なサービスを提供することにあります。

また、標準化のもう一つの特徴は、オープン API で標準ベースの製品を使用することです。業界標準ベースのソリュー
ションにより、一般的なアーキテクチャの使用が促進され、新しいテクノロジーや機能を基幹ビジネスのプロセスに
簡単に統合できるようになります。ビジネス ニーズに完全に適合する市販製品を見つけることは困難で、さまざまな
ベンダーの製品を組み合わせる必要がありますが、標準インターフェイスとプロトコルによりこれを簡単に行うこと
ができます。

http://www.cisco.com/web/JP/solution/netsol/designzone/datacenter/networking_solutions_program_home.html
http://www.cisco.com/web/JP/solution/netsol/designzone/datacenter/networking_solutions_program_home.html
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Forrester Research では、非標準ベースの製品を使用した場合、中規模のアプリケーションで
は開発コストが 5 ～ 12 %、開発期間が 12 ～ 24 % 増えると推定しています。業界標準は、
通常、急激で分断的な変更が行われることなくゆっくりと進化するため、標準ベースのインフ
ラストラクチャを使用することでより安定性の高い環境を構築できます。

標準化するメリットのある IT 要素はハードウェアとソフトウェアだけではありません。最高の
運用環境を模索している組織の多くが、各自の IT 管理プロセスを確認して、ベスト プラクティ
スを特定し、予期される状況の共通項を洗い出し、一貫性を推進するようになってきています。
インフラストラクチャに関しては、標準化により自動化対応が進展し、ビジネスの俊敏性とイ
ンフラストラクチャの柔軟性が向上し、サポート コストとメンテナンス コストが低下します。

自動化
データセンター用の広範な仮想化の基盤を構築し、インフラストラクチャと IT プロセスを標準
化した後には、自動化ソリューションを導入することで効率、生産性、および俊敏性を大幅に
向上したり、ITaaS を提供できるようになります。

課題と要件
IT サービスに関するビジネス ニーズが増え続ける一方で、システムを効率的に管理できなけれ
ば、それに伴って IT コストも増加してしまいます。IT サービスの価値が IT コストを上回って
成長を続けるためには、IT 導入の簡素化、運用コストの削減、生産性の向上、ビジネスの市場
投入までの期間の短縮、エラーの可能性の低減により、すべてのプロセスにわたって自動化を
拡大する必要があります。

これを行うには、仮想化された IT インフラストラクチャがその基盤から、簡素化された管理を
実現すべく設計されていることを確認する必要があります。データセンターのソリューション
を管理する管理プラットフォームと管理システムの既存の投資を維持するには、IT 部門は既存
のデータセンター エコシステム内で既存の投資を他の管理プラットフォームにシームレスに統
合する必要があります。さらに、IT 部門がプライベート クラウドへの進化を続けていくに従い、
社員から出される要求も増え続けていきます。これらの要件をすばやく満たし、クラウドベー
スのインフラストラクチャを活用するソリューションを構築できるようなソリューションが必
要になります。

自動化におけるシスコの革新技術
シスコでは、ユニファイド データセンター プラットフォームと、他の管理および自動化ソリュー
ションとの統合を実現するオープン API アーキテクチャを通じて、さまざまな自動化機能を提
供しています。

組み込みの自動化機能
シスコでは、新しい IT サービスをより柔軟で効率的に、かつ迅速に展開できるようにする、多
様なレベルの組み込みの自動化を提供しています。たとえば、Cisco UCS サービス プロファ
イルにより、プライベート クラウド ソリューションの基盤であるステートレス コンピューティ
ングを容易に実現できます。また、オープン XML API を通じて、サーバ、ネットワーク、ストレー
ジ I/O を含む Cisco UCS を自動化して、システムレベルの導入が行えるようになります。

シスコ ユニファイド ネットワーク サービスにより、ファイアウォールやスイッチングなどの
動的なネットワーク機能を提供したり、VMware Site Recovery Manager（SRM）などのツー
ルと統合して、自動バックアップやディザスタ リカバリなどの自動化機能を提供することがで
きます。Cisco Wide Area Application Services（WAAS）テクノロジーを使用すると、ユー
ザやアプリケーションの場所にかかわらず、アプリケーション トラフィックとバックアップを
より効率的に実行することができます。

自動化のメリット：Winterflood 
Securities

• Winterflood Securities はロンドンに拠点を
置く国際金融市場会社で、最大 2 億 5000 万
のデータ更新を毎日処理し、ピーク時には 1 
秒間に最大 30,000 の更新を処理できるプ
ラットフォームが必要 

• シスコ ユニファイド データセンター ソ
リューションを導入して、インフラストラク
チャを更新し、自動化によりパフォーマンス
とビジネス俊敏性を向上

• 現在では、Winterflood は新しいサービスを
夜間にプロビジョニングし、新しい市場機会
をすばやく捕らえて、翌日の取引に間に合わ
せることができる

自動化フェーズの目標

• 新しいサービスのプロビジョニング時間を大
幅に短縮

• ベスト プラクティスの絶え間ない実施とポリ
シーの適用

• 資産利用率の最大化

• 生産性の向上

• セルフサービス IT の有効化
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Cisco Intelligent Automation for Cloud
社員からの IT サービスに対する増え続ける要求に効率的に対処する 1 つの方法として、高速な自動提供機能を使用し
て社員に IT サービスへのセルフサービス アクセスを提供する方法があります。これを実現するには、まず標準化され
たサービスのカタログを作成して、ポリシーベースの制御を実装し、サービス ライフサイクルを管理するための標準
を設定する必要があります。これは、サービスおよびインフラストラクチャのプロビジョニング、サービス変更管理、
測定および課金 /チャージバック、さまざまなインフラストラクチャ リソース（コンピューティング、仮想化、ネッ
トワーキング、ストレージ、およびアプリケーションなど）にわたるリソースのオーケストレーションなど、運用の
さまざまな要素を IT 部門が自動化できるようにするソリューションであることが必要です。最終的に IT 部門は、IT 
サービスのこのカタログを、セルフサービス ポータル経由でユーザに提示する必要があります。

Cisco Intelligent Automation for Cloud は、これらの機能を組み合わせ、企業がセルフサービス カタログを構築し
て社内クラウド サービスを提供できるようになる単一のプラットフォームを提供します。この先進の自動化およびオー
ケストレーション ソフトウェアにより、Infrastructure as a Service（IaaS）および Platform as a Service（PaaS）
クラウドのさまざまな要素にわたって自動化が実現されます。Cisco Intelligent Automation for Cloud ソリューショ
ンは、エンドユーザが各自の役割、組織、およびその他のアクセス制御に基づいてサービス オプションを表示するこ
とが可能な Web ベースのセルフサービス インターフェイスを提供します。エンドユーザは、サービスを注文したり、
動的なフォームを使用して構成情報を提供したり、各自のサービスや使用状況を継続的にトラッキングおよび管理す
ることができます。また、カタログによりコストと各種サービスを関連付けることができ、それを必要に応じて課金
やチャージバック サービスに統合することも可能になります。さらに、発注プロセスでリース期間などのポリシーを
管理できるので、不要なサービスを解除して、関連リソースをプールに戻すことができます。

Cisco Process Orchestrator
プロセス オーケストレーションでは、特定のプラットフォームに固有の定義済みのベストプラクティス プロセス フ
ローを使用して、一貫した処理や、反復処理、トラッキングや一元管理を可能にする自動化を促進します。自動化
パックとプラットフォーム アダプタには、Microsoft SQL Server、Oracle（9i、10g、11g）、VMware、SAP、
BMC Remedy など、さまざまなソリューション プラットフォーム用のものを用意しています。Cisco Process 
Orchestrator は、イベントとアラート管理データを運用サポート モデルに統合し、インテリジェントなインシデント
対応を可能にします。優れたオーケストレーションにより、IT 部門のコスト管理、効率の向上、品質保証、ビジネス
への迅速なサービス提供を可能にします。

エコシステム パートナー
シスコのクラウド コンピューティングに向けた自動化戦略には、管理パートナーのオープン エコシステムも含まれま
す。Cisco UCS Manager と Cisco Data Center Network Manager を統合することで、簡素化および統合された
オープンな管理ソリューションと、他の管理プラットフォームと容易に統合できるプログラマブル API が提供されま
す。シスコで認定済みのシスコのクラウド ソリューションは、BMC、CA、IBM、HP、VMware、EMC、Ionix など
の先進の自動化および管理ベンダーに対応します。

プライベート クラウド実装の選択肢 
ここまでは、ITaaS およびクラウド コンピューティングの実現に向けたインフラストラクチャの準備において直面す
るであろう、課題、好機、およびテクノロジーに関する意思決定ポイントについて説明してきました。移行のどのステー
ジであれ、IT サービスの取得、構築、および使用に関する選択肢は数多くあります。独自のプライベート クラウド イ
ンフラストラクチャを構築することも、統合済みのコンポーネントを購入することも、またクラウド サービス パッケー
ジを選択することもできます。さらに、数多くのクラウド サービス プロバイダーが提供している、個別のサービスと
して使用できるソリューションを組み合わせた、ハイブリッド クラウド モデルを検討することもできます。

シスコの基本理念は、お客様に選択肢を提供することにあります。プライベート クラウドの構築に欠かせない構成要素、
アーキテクチャ、統合システムを提供するだけでなく、各カテゴリのクラス最高のプロバイダーと連携して、VCE の 
Vblock インフラストラクチャ プラットフォームや NetApp を使用した FlexPod for VMware などのテスト済みお
よび検証済みのソリューションも提供しています。
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Vblock インフラストラクチャ プラットフォーム
VCE の Vblock インフラストラクチャ プラットフォームは、クラス最高レベルの仮想化、ネッ
トワーキング、コンピューティング、ストレージ、セキュリティ、および管理のテクノロジーと、
ベンダーによる包括的なアカウンタビリティを組み合わせたもので、その発売当時、業界初の
完全に統合された IT サービスを提供するプラットフォームでした。これらの統合型ユニット
のインフラストラクチャにより、組織は仮想化およびクラウドベースのソリューションをすば
やく導入することができるため、お客様はテクノロジーに対する投資効果をすぐに実感できま
す。Vblock ソリューションは、お客様が総所有コストを削減できるように設計されており、管
理およびメンテナンス コストを削減すべく設計された標準インフラストラクチャをベースに構
築された、テスト済みおよび検証済みの統合型ソリューションでもあります。Vblock インフラ
ストラクチャ プラットフォームの持つ柔軟な EMC ベースのストレージ機能、先進の処理能力
とネットワーク パフォーマンス、拡張セキュリティやビジネスの継続性といった追加機能のサ
ポートは、シスコ データセンター ソリューションと VMware vSphere の統合によって実現さ
れます。VCE Vblock インフラストラクチャ プラットフォームは、すぐに導入可能な Vblock 
を活用したソリューション（SAP 向け、VMware View 向け、Microsoft Exchange 向け、な
ど）により、さまざまな仮想化ソリューション導入用に最適化されています。

FlexPod 
FlexPod for VMware ソリューションも、シスコのデータセンター ソリューション、VMware 
vSphere、および NetApp FAS ストレージなどの仮想化環境用に最適化されたデータセン
ター インフラストラクチャをベースにしています。FlexPod for VMware 構成は、1 つのラッ
ク キャビネットに収められた完全なデータセンターとして納入され、すばやく簡単に導入す
ることができます。たとえば、FlexPod の基本構成は、4 つの一般的な作業負荷である VDI、
MS Exchange、MS SharePoint、および Microsoft Structured Query Language（SQL）
Server の 1500 ユーザを同時にサポートできます。また、FlexPod for VMware は、特定の
環境の構成要件を満たすことができるように柔軟に設計されています。段階的な設計ガイドと
規模評価ツールが用意されているため、試行錯誤的な作業は発生しません。

データセンターに対する考え方を変える：競争力の高い資産への変換
データセンターの変換を続けていくに従い、目標がコスト削減から組織の俊敏性の向上、さら
には革新的なソリューションの提供によるビジネスの競争力の強化へと変化していきます。変
換作業では急激なスキルアップや組織的な問題も伴いますが、進展の結果は組織にもたらされ
る付加価値から知ることができます。最初のうちは、応答時間の短縮、ユーザ満足度の向上、
緊急事態の発生頻度の減少など、単純なものとして現れますが、最終的には、信頼性とパフォー
マンスの優れた新しいタイプのサービスを旧来の体系よりも低いコストで実現できるといった、
より複雑な価値として現れます。そして IT 部門をサポート部門として捉える見方が減り、ビジ
ネス戦略や新製品の検討において早い段階での参加を求められるようになるでしょう。

ただし、社内における変化はそれほど顕著ではないかもしれません。たとえば、IT スタッフは、
要求に応じる回数が増え、反対に要求を断る回数が減ったことや、就業時間外のシステム メン
テナンスや緊急アップデートをサポートするための残業時間の減少により、変化を感じるかも
しれません。また、社員のクロストレーニングのレベルの上昇や、転職率の低下により、変化
が認識されることもあるでしょう。

柔軟なインフラストラクチャ：Cisco IT

• シスコは、社内プライベート クラウド
を導入して、ワールドワイドなすべて
の営業部門に柔軟性の高い IT インフ
ラストラクチャを提供

• Cisco UCS と VMware vSphere、
Unified Fabric ネットワーキング、お
よび Cisco Intelligent Automation 
for Cloud をベースに構築 

• 最終的にデータセンター リソースの 
80 % を仮想化し、TCO を 32 % 以
上削減 

• プロビジョニングまでの時間を数週間
からわずか 15 分に短縮

• メンテナンス作業が総 IT リソースの 
70 % からわずか 40 % に減少



次のステップ
データセンターの変換を進める際の推奨事項を以下に示します。

• 統合および仮想化プロセスについて、現在の状態を次のことで評価します。現在の最大の課題は何か。未開拓の最
大のチャンスはどこにあるか。IT 部門は変更を検討する準備ができているか。

• 次のステップの初期計画を作成します。統合する一連の新しいアプリケーションはあるか。予算が特に限定されて
いるプロジェクトが存在するか。プライベート クラウドを実装するための組織的サポートはあるか。プロジェクト
の当初の目標を作成し、必要になると思われるテクノロジー上および組織上の変更を特定します。自社の強みと弱
みを分析します。それらの領域でサポートしてくれる人を特定します。

まとめ
クラウド テクノロジーを初めて実装する場合は、シスコが必要な専門知識を提供します。シスコは、高性能でコスト
効率のよいプライベート クラウドを構築および導入するためのテクノロジー インフラストラクチャを提供するだけで
なく、お客様をサポートする豊富な経験も持ち合わせています。Cisco Cloud Enablement Services とシスコのパー
トナーが、お客様が特定の問題に取り組み、IT 投資によって得られるビジネス上の価値を迅速に実現できるよう支援
します。また、ネットワーキングおよびセキュリティのエキスパートによるサポート、革新的な統合アーキテクチャ、
パートナーの広範なエコシステムを通じて、お客様がセキュアで俊敏な自動化クラウド インフラストラクチャを構築
するサポートも提供します。

関連情報
シスコ ユニファイド データセンターの詳細については、次のサイトをご覧ください。 
http://www.cisco.com/jp/go/datacenter/
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