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ソリューションの概要 
 

 

シスコ ユニファイド データセンター 

データセンター向けのシンプルで効率的かつ俊敏性の高いインフラストラクチャ 

 

このドキュメントの内容 
IT を活用してビジネス価値を創造するうえで、データセンターは欠くことのできない要素です。 さまざまなビジネスお

よびテクノロジーの要因が、ユーザの求める新しいサービスを提供できるようにデータセンターを変化させる原動力

となっています。 コスト効率良くかつ効果的に新しい運用モデルをサポートするデータセンターを準備することは重

要です。しかし IT の予算とリソースは限りがあり、リソースの大半はメンテナンス作業に費やされているのが実情で

す。 シスコのユニファイド データセンター構築アプローチでは、データセンターの経済性を再定義し、より多くのリ

ソースをビジネス上の価値と革新の実現に費やすことができるようにします。 本書では、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、業務効率化を改善し、ビジネスの俊敏性を実現するかにつ

いて説明します。 

データセンターの課題 
さまざまな仮想化、コンピューティング、ストレージ、およびクラウド テクノロジーがデータセンターの拡張性と柔軟性

を向上すべく市場に投入されましたが、導入された新しいテクノロジー レイヤのためにデータセンターは複雑化し俊

敏性が低下しました。 現在、総 IT コストの 70 ～ 80 % がメンテナンスに割り当てられ、革新的で競争力のあるビ

ジネス アプリケーションを提供できる新しいプロジェクトやテクノロジーにはわずかなリソースしか割り当てられてい

ません。 

優れた IT 部門は、総 IT コストを増やすことなく、革新性を高める機会を見いだす必要があります。 今日、ほとんど

の IT 専門家が、IT の価値を高める最適な方法は IT as a Service （ITaaS）を実現して提供することであると考え

ています。 ITaaS とクラウド コンピューティングは高い可能性を秘めていますが、現在のデータセンターの設計に関

するいくつかの重要な課題を克服する必要があります。 

● テクノロジー サイロ：従来のインフラストラクチャはビジネス アプリケーションごとに個別に構築されているた

め、冗長なハードウェア、ソフトウェア、スタッフ、およびプロセスによりコストが増大し、スケール メリットを実

現することができません。 

● 非効率的な設計：データセンターはピークレベルの作業負荷への対応を基準に設計されているため、通常

の運用時にはコストの高い多くのリソースが十分に活用されません。 

● 一貫性のない IT サービス提供：多様なプラットフォームを用いて IT サービスを提供しているため、新しい開

発を実装するまでの期間と関連コストを正確に予測することが困難になります。 
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● 互換性のないシステム：IT 部門は、異なるデータセンター テクノロジー間の互換性を確保するのに貴重なリ

ソースを費やしていることが多々あります。 これらを克服するには非常に多くのコストが必要となり、新規導

入の遅れの原因となっています。 

シスコ ユニファイド データセンター プラットフォーム 
シスコでは、経済性およびビジネスの俊敏性を向上させることが可能な独自のデータセンター インフラストラクチャ

構築アプローチを用意しています。 シスコ ユニファイド データセンターは、コンピューティング、ネットワーキング、セ

キュリティ、仮想化、および管理ソリューションを高効率な簡素化された単一アーキテクチャに統合する包括的なファ

ブリックベースのプラットフォームです。 このプラットフォームは仮想化に対応しているだけではありません。仮想化

のメリットを存分に活用して、データセンター リソースの密度、パフォーマンス、モビリティ、およびセキュリティを向上

させるように設計されています。 つまり、他のソリューションと比べて非常に拡張性の優れたプラットフォームです。

データセンターの処理能力の強化、複数データセンターのリンクによるサービス対象地域の拡大、追加のユーザお

よびデバイスのセキュアな接続など、あらゆる拡張に容易に対応できます。 

この複雑さを軽減した統合アプローチにより、自動化の導入も促進され、データセンターの効率性、生産性、および

俊敏性が大幅に向上します。これには、ITaaS の提供にとって重要な物理リソースと仮想リソースにわたる導入お

よび運用の管理機能も含まれます。 複雑さの軽減は、利益創出までの時間が短縮され、他のデータセンター アー

キテクチャよりもずっと優位に立つことができることを意味します。 

シスコ ユニファイド データセンターの基盤は、シスコの 3 つの革新技術であるシスコ ユニファイド ファブリック、ユニ

ファイド コンピューティング、およびユニファイド マネジメントです（図 1）。 

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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ユニファイド ファブリック 
データセンター インフラストラクチャに対するシスコのファブリックベースのアプローチは、階層型サイロと複数のネッ

トワーク ドメインによる非効率性を排除し、1 つの高性能なフォールトトレラント ネットワーク上で LAN、SAN、およ

びネットワーク接続ストレージ（NAS）を統合することが可能なフラットなユニファイド ファブリックを提供します。 シス

コ ユニファイド ファブリックは、容易な移行と迅速な再プロビジョニングを可能にする仮想ネットワーク リソースの

プールを大量に作成することで、きわめて高い拡張性と耐障害性に優れたデータセンターを実現します。 このアプ

ローチにより複雑さが軽減され、将来における新しい仮想マシンとアプリケーションの自動導入を可能にします。 
サーバのアーキテクチャとネットワークの緊密な統合により、データセンター内、データセンター間、またはデータセ

ンターを超えた領域において、あらゆるデバイスを使用しているユーザにセキュアな IT サービスを提供することが

できます。 シスコ ユニファイド ファブリックは、Oracle、SAP、Microsoft Exchange などの従来のアプリケーション

から、VMware、Microsoft HyperV、Citrix ソリューションを使用した新しい仮想アプリケーションに至る、あらゆるタ

イプの作業負荷およびアプリケーションにわたってネットワーク インフラストラクチャとサービスを提供します。 

シスコ ユニファイド ファブリックは、Cisco Nexus® ファミリのスイッチと統合ネットワーク サービスを基盤とし、高速

接続、高可用性、セキュリティ、一貫した品質のデータセンター アプリケーションを提供します。 LAN、SAN、および

統合ネットワーク用のシスコのスイッチ製品は、すべてが共通のオペレーティング システムである Cisco NX-OS ソ
フトウェア上で動作し、これにより一貫性が確保され操作も非常に簡素化されます。 競合他社システムの半分のコ

ストでエンドツーエンド ネットワーク ファブリックを提供し、しかも 2 倍の拡張性を実現することで、きわめて高い対

費用効果をもたらすのは、シスコ ユニファイド ファブリックだけです。 

ユニファイド コンピューティング 
データセンターの効率を大幅に高めることができる要因は、シスコ ユニファイド データセンターのシステムレベル イ
ンフラストラクチャにあります。 革新的な Cisco Unified Computing System™

（Cisco UCS™
）は、真の革新性およ

びエンジニアリングの所産であり、既存のテクノロジーの単なる統合ではありません。 Cisco UCS は、業界標準の 
x86 アーキテクチャ サーバ、アクセスおよびストレージ ネットワーキング、エンタープライズクラスの管理機能を 1 
つのシステムに統合し、高速化、優れた簡易性、および拡張性を実現します。 Cisco UCS は、従来のブレード 
サーバを埋め尽くし、管理を複雑にしていた複数の冗長デバイスを排除します。 高帯域幅で低遅延のシスコ ユニ

ファイド ファブリック フレームワーク内で Cisco UCS を使用すると、柔軟性および俊敏性が高い、仮想化されたリ

ソース プールを提供する wire-once（配線は初回のみ）プラットフォームを構築できます。 シスコ ファブリック エクス

テンダ テクノロジー（FEX テクノロジー）は、ファブリックをサーバおよび仮想マシンに直接接続し、優れたパフォーマ

ンス、セキュリティ、および管理性を提供します。 また、Cisco FEX テクノロジーは、シスコのブレード サーバのサ

ポートに必要なインターフェイス、ケーブル、スイッチの数も削減します。 この統合だけでもサーバあたりのインフラ

ストラクチャ コストが半減し、必要な電力および冷却コストも削減されます。 

Cisco UCS は非常にスケーラブルで、数百ものブレードと数千もの仮想マシンに対応することができ、そのすべて

を 1 つの接続箇所から一元管理することができます。 システムのすべての設定は、直感的な GUI を通じて、自動

化されたルールとポリシーを使用してプログラミングすることができ、ベアメタル環境、仮想化環境、およびクラウド 
コンピューティング環境にわたって動作させることができます。 オープン スタンダードベースの API の類まれな柔軟

性により、多様なアプリケーション、仮想化、ストレージ、およびシステム管理ソリューションの統合を実現します。 
Cisco UCS は、あらゆる業種および市場セグメントのデータセンターで採用されており、導入コストおよび運用コスト

の削減、単調なメンテナンス作業からのスタッフの解放、新しいインフラストラクチャの導入に必要な時間の大幅短

縮を達成しています。 

ユニファイド マネジメント 
シスコ ユニファイド マネジメントはシスコ ユニファイド データセンターの 3 つめのコンポーネントです。 これにより、

クラウドをサポートするためのインフラストラクチャをすばやく、柔軟に、かつコスト効果の高い方法で導入することが

できます。 ほとんどの組織が、多くの異なる管理ソリューションを採用していますが、必ずしもそれらがうまく連携し

て機能しているとは言えません。 データセンター インフラストラクチャ固有の複雑さにより、変更が困難でしかもコス

トが高くつくことが、クラウド サービスを実現しづらくしています。 
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シスコでは、物理環境、仮想環境、およびクラウド環境にわたってすべてのデータセンター リソースを一元管理でき

る、業界唯一のセルフサービスのオープン プラットフォームを提供しています。 シスコ ユニファイド マネジメント ソ
リューションの柔軟な自動化機能により、インフラストラクチャのセットアップおよびプロビジョニングに必要な時間と

コストを削減できます。 サービス プロファイルとテンプレートを使用したロールベースおよびポリシーベースのプロビ

ジョニングが運用を簡素化します。 シスコ ユニファイド マネジメント ソリューションは、ライフサイクル管理およびプ

ロセス自動化機能を通じて、データセンターに優れた俊敏性と拡張性を提供するとともに複雑さとリスクを軽減しま

す。 

シスコ ユニファイド マネジメント ソリューションは、以下のソリューションで構成されています。 

● Cisco Network Services Manager：ネットワーク サービスのダイナミックなポリシーベースのプロビジョニン

グを可能にし、高速な導入、信頼性、セキュリティ、パフォーマンスを確保して ITaaS を確実に提供できるよ

うにします。 

● Cisco UCS Manager: すべてのコンピューティング ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントの一元管

理および組み込み型管理を提供します。 

● Cisco Intelligent Automation for Cloud：物理環境および仮想環境用のセルフサービス オンライン ポータ

ル、サービス カタログ、プロセス オーケストレーション、およびライフサイクル管理が含まれています。 Cisco 
Intelligent Automation for Cloud は Cisco UCS および Cisco Nexus インフラストラクチャに合わせて最適

化されていますが、異種混在の IT 環境にも対応するように設計されており、ポリシーベースのガバナンス、

サービス保証、ライフサイクル管理、従量制での利用状況のトラッキングなど、高度なサービス管理機能を

提供します。 

統合型インフラストラクチャ システムとは異なり、シスコ ユニファイド データセンターでは既存の管理ツールを置き

換える必要はありません。 シスコ ユニファイド マネジメント ソリューションは、オープン アーキテクチャを基盤とし、

既存の管理システムおよびツールと容易に統合することができます。 

クラウドへの移行 
クラウドのソリューションを実現するには、IT テクノロジー、スタッフ、およびプロセスを大幅に変更する必要がありま

す（表 1）。 シスコではこの変換を複数のステージからなる移行として捉え、各ステージをとおして ITaaS およびクラ

ウド コンピューティングを完全にサポートするための準備を整えていきます。 途中 IT 管理者は、ユーザを満足させ、

競争力を保ち、ビジネスに戦略的価値を提供できるためには、社内および社外に対してどのようにサービスを提供

したらよいかを再考する必要があります。 基盤となるインフラストラクチャの信頼性は、マルチテナント クラウド環境

におけるエンドツーエンドのデータ管理、高速伝送、セキュアなサービス提供と同じように重要な懸案事項です。 財
政面では、IT の全体予算を増やすことなく、この IT 変換を実現することが要求されます。 最大の課題は、ビジネス

環境に応じていつでもインフラストラクチャを解体して再構築する準備をし、率先してそれを行う必要があることです。 

表 1 クラウド コンピューティングの要件 

● リソースの共有プール 
● 柔軟なリソース割り当て 
● 低コストな運用 
● Infrastructure as a Service（IaaS） 
● 自動プロビジョニングと管理 
● セルフサービス消費モデル 

クラウドと ITaaS ソリューションは最終的に組織の効率性と俊敏性を向上させるため、これらのステージを完全に独

立したものとしてではなく、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、仮想化フェーズおよび自動化フェーズでの成功の正否を左右します。 シスコは、あらゆる産業およ

び市場セグメントの企業、サービス プロバイダー、およびソリューション パートナーと連携して、コスト削減を達成し、

ビジネスに価値と革新性を提供してきました。 
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シスコは、優れたインフラストラクチャ プラットフォームと経験豊富なプロフェッショナル サービスを提供することによ

り、ユニファイド データセンターの実装を支援していきます。 Cisco Cloud Enablement Services は、クラウド コン

ピューティングへの移行に伴うあらゆる重要な課題やトレードオフ（つまり、リソースのダイナミックなプロビジョニング、

アプリケーションとサービスの仮想化、ビジネスの復元力の強化、インフラストラクチャのすべてのレイヤへのセキュ

リティの組み込み、将来新しいビジネスを開発した際のデータセンター アーキテクチャの発展など）に関するサポー

トを提供します シスコとエコシステムのパートナーは、インフラストラクチャのライフサイクル全体に対応し、検証済

みの設計および業界のベスト プラクティスを提供しているとともに、データセンター内のネットワーク、コンピューティ

ング、ストレージ デバイスの機能およびフィーチャ セットを把握しています（図 2）。 

図 2   クラウド導入サービス ポートフォリオ 

 

仮想化とクラウドの採用を加速できるように、シスコは EMC や NetApp などの業界トップのストレージ ベンダーと

パートナー契約を結んで統合インフラストラクチャ スタックを提供しています。 シスコ、VMware、および EMC は、

Virtual Computing Environment（VCE）連合というジョイント  ベンチャーを立ち上げて、EMC のストレージ、

VMware vSphere、シスコ ユニファイド ファブリックおよびコンピューティングで構成された Vblock™ Infrastructure 
Packages を提供しています。 また、シスコは、NetApp の NAS ベースのストレージを持つ検証済みのインフラスト

ラクチャ スタックである FlexPod において NetApp と連携しています。 

シスコが選ばれる理由 
シスコ ユニファイド データセンターは、データセンター インフラストラクチャのメイン コンポーネント（ネットワーク ファ

ブリック、コンピューティング システム、および管理ソリューション）を統合することにより、魅力的なコスト体系で優れ

た拡張性と予測可能な Quality of Service（QoS）を提供し、ITaaS を実現してビジネスに戦略的価値をもたらしま

す。 

シスコ ユニファイド データセンターの利点は次のとおりです。 

● 効率的な設計と優れた拡張性による導入コストと運用コストの削減 

● データセンターの複雑さの軽減とメンテナンス コストの削減。革新性および迅速な導入のためのリソースの

解放 

● 自動プロビジョニングおよびライフサイクル管理を通じた俊敏性の向上 

● ストレージ、仮想化、アプリケーション、およびシステム管理に関する広範なエコシステム パートナーのサ

ポート 

他のベンダーが提供している統合インフラストラクチャやスマート インフラストラクチャと異なり、冗長性を排除し、自

動化をサポートするように設計されているシスコ ユニファイド データセンターには、運用コストの削減と IT サービス
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の迅速な導入において他にはないメリットがあります。 シスコは、シスコ ユニファイド データセンターでパートナーの

オープン エコシステムをサポートしています。これにより、組織は既存の従来のリソースを適宜に使用することがで

きます。その一方で、プライベート、パブリック、およびハイブリッド クラウド環境で ITaaS を提供するための適切な

基盤も提供しています。 

シスコのソリューションがもたらすメリットは甚大です。 シスコ ユニファイド データセンターにより、あらゆる産業およ

び市場セグメントが導入コストと運用コストの削減、生産性の向上、新しいインフラストラクチャの導入期間の短縮を

実現しています。 

関連情報 
詳細については、http://www.cisco.com/jp/go/datacenter/ をご覧になるか、シスコの営業担当者にお問い合わせ

ください。 

http://www.cisco.com/jp/go/datacenter/
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