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ホワイト ペーパー 
 

 

シスコ ユニファイド データセンター： 
プライベート クラウド基盤 

ビジネスを常に優位に展開できる俊敏かつ効率的なサービスの提供 

このドキュメントの内容 
分散化の進む従業員からの新しいアプリケーションやサービスへの要求に対応しきれない、柔軟性に欠ける複雑な 
IT インフラストラクチャが、企業の足かせとなるケースは珍しくありません。このような制約は、重要なアプリケーショ

ンやサービスの展開の遅れ、リソースの制限、運用の可視性と制御性の低下、およびシステム統合の予測不能に

つながります。多くの IT グループにとって、クラウド コンピューティングはこれらの課題に対するソリューションをもた

らします。 

シスコ ユニファイド データセンター プラットフォームは、現在のデータセンターの制約を克服し、俊敏で簡素化され

た効率的な IT サービスおよびクラウド コンピューティング環境を提供できるように特別に設計されています。この革

新的なプラットフォームは、仮想化、簡素化、自動化に加え、クラウド アプリケーションおよびサービスの実現の加速

化を促し、ビジネスを絶えず優位に展開できるようにします。シスコ ユニファイド データセンターは、お客様の選択肢

を狭めることなく、ビジネス上の価値を高めながらも、実質的な総所有コスト（TCO）を抑制できる、オープン スタン

ダードベースのネットワーク アーキテクチャとエコシステムを提供します。 

プライベート クラウドへの移行 
最高情報責任者（CIO）や IT リーダーは、クラウド コンピューティング ソリューションの規模の大きさに圧倒されがち

ですが、IT サービスを取得、構築、および使用するための多くの選択肢は企業が握っています。Cisco CloudVerse 
の中心的な機能であるシスコ ユニファイド データセンターで提供するファブリックベースのインフラストラクチャは、

プライベート クラウド サービス（社内所有のインフラストラクチャ経由のサービス）、パブリック クラウド（クラウド プロ

バイダーによって提供されるサービス）、およびハイブリッド クラウド（これら 2 つの組み合わせ）を可能にしてクラウ

ド コンピューティングを実現します。そしてそのすべては、ミッションクリティカルなアプリケーションに対応可能なパ

フォーマンス、セキュリティ、および可用性を提供するインテリジェント ネットワークで接続されています。 

クラウド コンピューティングは、当初、高度に自動化された管理システムにより数千台規模のサーバ拡張が必要と

なった、大手 Web サービス プロバイダーのニーズから生まれました。そして、比較的ニーズの少ない他の Web 企
業が、この新しいサービスにより実現できるビジネス成長を理由に、クラウド サービスをすぐさま採用するに至りまし

た。さらに、このアプローチのコスト効率と IT の俊敏性が、一般企業の CIO や IT 部門からも注目を浴びるようにな

りました。 

進取的な CIO たちは、これまで自社のコストを主に競合他社の IT 部門と比較してきましたが、今やその比較対象

は、広範なクラウド市場に提供されているサービスの利用コストへと移っています。ほとんどの場合、自社内の IT コ
ストは、クラウド サービス プロバイダーが提供するサービスの数倍になります。プライベート クラウドまたはオンプレ

ミス クラウドに企業が注目するのは、このようにコストに大きな違いがあるからです。 

プライベート クラウドは実際に存在し、導入され始めています。大規模 Web クラウド サービスの運用で開発された

運用モデルの多くが、企業内に流用されています。IT 部門にとって、これは社内サービス プロバイダーとなり、IT 
as a Service（ITaaS）を提供するという方向性を意味しています。また、リソースをどのように機能エリアにわたって

プールすれば効率を向上できるかを評価したり、場合によってはビジネスの革新的なプロジェクトに専念できるよう

に IT の一部を再編することもあります。 
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課題 
インフラストラクチャを基盤から構築する多くのパブリック クラウド サービスとは異なり、企業は、多数の既存システ

ムを維持しなければならないという課題と、技術的に IT を進化させる方法を模索しなければならないという課題を

抱えています。多くの企業の場合、動的に割り当てられたリソース、セルフサービス プロビジョニング、およびサービ

スレベル チャージバックを備えた完全に自動化されたデータセンターへの移行は、まだ将来のビジョンでしかありま

せん。IT 部門は、リソースの 70 ～ 80 % がメンテナンス作業に費やされていることを理解しており、リソースを解放

してビジネスに革新的技術を提供する新たな方法を絶えず模索しています。古いテクノロジーとアーキテクチャでは、

この作業は困難になりがちです。シスコ ユニファイド データセンターは、ネットワーキング、コンピューティング、スト

レージ、および管理ソリューションによりこれらの課題に対処するという独自のアプローチをとっています。 

IT 部門の最大の問題は、ビジネス要求への対応の遅さです。現在、アプリケーションのプロビジョニング要求への

対応には数週間から数ヵ月かかります。多くの場合、各変更でインフラストラクチャを物理的にプロビジョニングまた

は再プロビジョニングする必要があります。サービスのプロビジョニングをさらに複雑化しているのが、IT 部門に存

在している個別のインフラストラクチャ、意志決定部門、およびプロセスです。要求されたサービスをすぐに提供でき

ないと、ビジネス部門は社内 IT サービスに対して不満を持つようになり、別の IT サービス提供元を探すようになり

ます。進取的な IT 部門は、ビジネス要求への効率的な対応の模索に加え、セルフサービス機能をエンドユーザ コ
ミュニティのセグメントに拡大できるソリューションの模索も始めています。この運用モデルを採用することで、IT 部
門は、パブリック クラウド サービスで提供されるサービス レベルと同等またはそれ以上のものを、セキュアな管理さ

れた環境においてユーザに提供できるようになります。 

多くの IT 部門が、x86 サーバ プラットフォームとアプリケーションを迅速に仮想化するための職務横断的なプロジェ

クトを開始しており、この結果、データセンターの電力、冷却設備、およびラック スペースのコストの大幅削減を達成

しています。しかし仮想化によって、データセンター内およびデータセンター間を動的に移動するすべての仮想マシ

ンの管理およびオーケストレーションの必要性が生じるという、新たな課題ももたらされました。一般的に、この新し

いデータセンター モデルに適応するには、ネットワーク、セキュリティ ポリシー、および運用プロセスを再設計する必

要があります。IT 部門は、仮想化前と同じような、ネットワーク、セキュリティ、およびポリシー レイヤでの制御レベ

ルを求めています。さらに、コンプライアンス、ガバナンス、および監査要件を強化するための、サーバ間およびデー

タセンター内でのアプリケーションの動きの可視化を必要としています。それと同時に、仮想化の動的な新機能を使

用して、ビジネス向けに柔軟で効果的なビジネス復元モデルおよびディザスタ リカバリ モデルを作成することのでき

るソリューションも模索しています。 

コストおよび限られた IT リソースも、データセンターにとっての大きな問題です。ほとんどの IT 部門で、予算は現状

維持または削減されているにもかかわらず、現在の環境を維持するだけではなく、収益増加や法規制の遵守などの

重要な新たな取り組みをサポートするように要求されています。しかしながら 70 ～ 80 % の IT リソースがメンテナ

ンスに費やされており、潜在的な新しい投資用に残っているリソースはわずかしかありません。クラウド コンピュー

ティングは、インフラストラクチャ全体を簡素化する大きなチャンスとなります。必要な機器の削減だけではなく、プロ

セスや組織体系の簡素化によってこれを実現できます。これにより、より多くの IT 予算とリソースを新たな取り組み

に費やすことができます。 

企業においては、システム統合に関する問題もよく見られます。サーバ、ストレージ、ネットワーク、および管理リ

ソースの統合に関する問題は、それが技術的または組織的なものであるかどうかを問わず、クラウドへの移行を目

指す企業にとって妨げとなります。このため、ソリューションは導入が簡単であるとともに、他のクラス最高テクノロ

ジーと統合できる必要があります。 

プライベート クラウド向けシスコ 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（図 1）は、ネットワーキング、コンピューティング、ストレージ、管理、およびセキュ

リティ リソースを 1 つのプラットフォームに統合することで、クラウド コンピューティングのコア インフラストラクチャを

提供します。管理ソフトウェアの複数のレイヤを使用して従来のインフラストラクチャをつなぎ合わせる他のソリュー

ションとは異なり、このプラットフォームは、物理環境、仮想環境、およびクラウド環境にわたってインフラストラクチャ 
リソースの共有プールからクラウドのプロビジョニングが行えるように特別に設計されています。このアプローチによ
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り、プライベート クラウド サービスをデータセンター戦略全体に統合することができ、より簡単かつ効率的なデータセ

ンター運用モデルを実現することができます。 

図 1   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 ユニファイド データセンターはシスコの 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、ユニファイド マネジメントを基盤としています。 

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、Cisco MDS 9000 ファミリおよび Cisco Nexus® ファミリのスイッチおよび統合

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 
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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。 

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（CapEx）および

運用コスト（OpEx）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 マネジメントでは、プライベート クラウド サービス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、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

ションを抱えていますが、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。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。 

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 Intelligent Automation for Cloud：クラウド サービス用の自動化、オーケストレーション、サービスカ

タログ、セルフサービス ユーザ インターフェイスを提供 

● 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

グにより、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 

● 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化

された組み込み管理機能を提供 

統合型インフラストラクチャ システムとは異なり、既存の管理ツールを削除したり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。ユニファイド ファブリックとユニファイド コンピューティングを組み合わせる

ことで、堅牢で管理しやすく、スケーラブルなプライベート クラウド ソリューションを提供するために必要な、基本的

なインフラストラクチャ コンポーネントを導入することができます。 

シスコ ユニファイド データセンター プラットフォームから得られる次の 3 つのメリットを利用して、企業はプライベート 
クラウド コンピューティングへの移行とより優れた IT サービスの提供を実現することができます。 

● ビジネスの俊敏性：クラウド コンピューティングの主なメリットは、数週間または数ヵ月単位ではなく、数時間

または数分単位でサービスを迅速に適用できることです。これを実現するためには、データセンターのインフ

ラストラクチャ、管理、および運用が一貫していることが必要です。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 リソースとサービスをネットワーク化した標準プラットフォーム、および既存のあらゆる管理

システムへの統合を可能にするプログラマブル API を提供します。シスコ ユニファイド データセンターを 
Cisco UCS Manager および Cisco Intelligent Automation for Cloud と組み合わせることで、導入時間を

最大 90 % 削減して、導入時間を 1 時間未満にすることができます。 
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● IT の簡素化：アーキテクチャとコンポーネントの標準化、およびマルチベンダーの統合により、導入が簡素

化され、新しい要件および要求に迅速に対応できるようになります。シスコ ユニファイド データセンターは、

ネットワーク（仮想マシンからネットワーク コアに至る 1 つのネットワーク オペレーティング システム）とコン

ピューティング リソース（コア セキュリティ、ロード バランシング、管理サービス）をファブリックベースのイン

フラストラクチャに統合することでデータセンターを簡素化します。 

● 優れた財務効率：ファブリックベースのインフラストラクチャにより、電力、冷却、および配線が効率化され、

一元管理および制御が可能となり、データセンター インフラストラクチャの効率が向上します。これにより、

CapEx と OpEx を大幅に（最大 30 %）削減できるとともに IT スタッフの効率を 2 倍にすることができます。 

プライベート クラウドでシスコが選ばれる理由 
市場は進化し続けていますが、ここで重要な点は、クラウド コンピューティングとは新しいビジネスの柔軟性、敏捷

性、および変革が、テクノロジーの新しい使用法によって最終的に実現されるものということです。シスコは、次の機

能により、このような優位性を企業に提供する独自の地位を築いています。 

● コスト効率の高い設計：シスコ ユニファイド データセンターは、データセンターの効率化と簡素化を図ること

で、設備の全体コストを大幅に削減（密度の向上およびケーブル数の削減による）して、システム全体の維

持に必要なスタッフを削減することができます。統合管理機能により、サーバ プラットフォームの導入、変更、

拡張が簡単になり、サービスの開発と提供が容易になります。この設計により、メンテナンスのためではなく、

革新的なプロジェクトのためにリソースを配備できるようになります。 

● 統合アーキテクチャ：シスコ ユニファイド データセンター プラットフォームは、仮想化とクラウド コンピュー

ティング用にゼロから構築されています。インフラストラクチャとアプリケーションを仮想的に導入する方法を

ゼロから設計し直すことで、シスコはデータセンターの運用方法を変える革新性をもたらします。この革新性

は、統合ファブリック サービスおよび統合ネットワーク サービスにも及び、ビジネス ニーズを満たすことがで

きるように、コラボレーション、モビリティ、ビデオ アプリケーションやその他のアプリケーション用のセキュア

なクラウド環境を提供しています。 

● 充実したパートナー エコシステム：シスコ ユニファイド データセンターのオープンさは標準規格およびエコシ

ステムの両方に及びます。シスコは、業界向けのクラウド インフラストラクチャの規格開発に関して主導的

役割を果たしています。また、パートナーとの強力なエコシステムも開発し、これによりお客様に選択肢と柔

軟性をもたらす革新的な統合ソリューションを提供します。お客様にとって柔軟性の欠ける垂直統合型ソ

リューションや、アウトソーシングを通じて制御権や所有権を取り上げるような他のソリューションとは異なり、

シスコ ユニファイド データセンターでは、お客様は現存している各自のデータ、運用ポリシー、ガバナンス モ
デルを使い続けることができます。 

移行をさらに進めるために 
社内クラウドの導入は、文化および IT 部門の管理方法を変えることであり、単なるテクノロジーの変更ではありま

せん。シスコは、社内プライベート クラウドとは、多様なクラウドが有機的につながる世界（データセンター内、データ

センター間、データセンターを超えた領域でさまざまなデバイスを使用しているユーザ）への IT の移行における途中

段階であると考えています。シスコ ユニファイド データセンター プラットフォームは、複数のテクノロジー サイロから

俊敏で効率的、かつシンプルな統合プラットフォームへと移行し、クラウド アプリケーションおよび ITaaS において

卓越したユーザ エクスペリエンスを実現できるように IT 部門を支援します。 

Cisco CloudVerse について 
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 つの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、シスコ ユニファイド デー

タセンター、シスコ 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、多様なクラウドが有機

的につながる世界をお客様が実現できるように支援します。多様なクラウドのつながる世界を実現し、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ぐことができるのは、Cisco CloudVerse だけです。 
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関連情報 
詳細については、http://www.cisco.com/jp/go/cloud/ および 
http://www.cisco.com/web/JP/solution/datacenter/architecture.html をご覧ください。 

http://www.cisco.com/jp/go/cloud/
http://www.cisco.com/web/JP/solution/datacenter/architecture.html
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