概要

Cisco HyperFlex
Systems
Cisco HyperFlex™ Systems は、
コンピューティング、
ストレージ、ネットワー
クの各リソースがシンプルで使いやすい 1 つのプラットフォームに統合され
ています。
クラウドで一般的な「成長に合わせた段階的な投資モデル（Payas-You-Grow）」を自社のインフラストラクチャで実現することにより、新しい
レベルの俊敏性、効率性、適応性をもたらします。

ソリューション

Intel® Xeon® プロセッサ搭載
Cisco HyperFlex™ Systems

利点
• 俊敏性：デジタル変革の迅速
な実現に役立つエンドツー
エンド ソリューション。
• 効率性： 常にデータを最適化
し、
アプリケーションの要件に
インフラストラクチャを適合。
• 適応性： 幅広いアプリケーショ
ン、配置、運用モデルに対応。

統合ネットワーク ファブリック、強力なデータ最適化、統合管理機能が搭載さ
れたこのプラットフォームは、幅広い処理や用途において、ハイパーコンバー
ジェンスの力を最大限に発揮します。
このソリューションは、現世代のシステ
ムよりも迅速な導入、
シンプルな管理、容易な拡張を実現します。
また、
イン
フラストラクチャ リソースが統合プールとしていつでも利用できるので、
ビジネス ニーズに応じてアプリケーションを強化することができます。

完全なエンドツーエンド ソリューション
Cisco HyperFlex Systems は、従来の製品では妥協あるいは深く触れてい
なかった点を克服し、エンドツーエンドのソフトウェア定義型インフラストラ
クチャを目指して設計された、真のハイパーコンバージド プラットフォーム
です。
この製品は、Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®）サー
バと Intel® Xeon® プロセッサで構成されたソフトウェア定義型コンピュー
ティング、新しい強力な Cisco HyperFlex HX Data Platform™ ソフトウェア
を利用したソフトウェア デファインド ストレージ、そして Cisco Application
Centric Infrastructure（Cisco ACI™）
とスムーズに統合可能な Cisco® ユニ
ファイド ファブリックによるソフトウェア定義型ネットワーキングが一つに
なっています。
ストレージ プラットフォームの性能、容易な運用自動化、ネッ
トワーク セキュリティは、ネットワークを基に実現されるため、ハイパーコン
バージド システムにとってネットワークは極めて重要です。
こうした要素の統
合によって生まれた、一元管理可能で事前に統合してクラスタ化されたシス
テム（図 1）は、構成・手配も容易にでき、簡単かつ確実に1 時間足らずで稼
動させることができます。
Cisco UCS テクノロジーを基盤に構築
Cisco UCS の特長であるシンプルなケーブル接続とハードウェアの一元
管理をベースに、Cisco HyperFlex HXシリーズ ノード（大容量ディスク ス
ペース）
と Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ（高性能なコンピュー
ティング）が単一のクラスタに統合されています。CPU とディスク ストレー
ジは、
アプリケーションに合わせて適切なバランスを選択できるため、Cisco
HyperFlex System は他社の製品よりも幅広いオプションを利用して最適
化できます。
また段階的な拡張（場合によっては縮小）に対応できるので、
まず小規模な環境を構築し、ニーズの増大に合わせて拡張できます。Cisco
HyperFlex Systems は、
コスト節約とパフォーマンスに関する Cisco UCS
のメリットだけでなく、広範にわたる Cisco UCS 管理のパートナー エコシ
ステムのメリットももたらします。
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ハードウェアとソフトウェアを
1 箇所で集中管理
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仮想化、
コンテナ化、ベアメタル
ワークロードをサポートする設計
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クラスタ ノードとしてブレードと
ラック サーバを使用
Cisco HyperFlex HX-Series
ノード
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Cisco UCS 6200 シリーズ
Fabric Interconnect

統合ネットワーク ファブリックを
提供

図 1.シスコだけが提供できるハイパーコンバージェンスと強力な機能
次世代のデータ テクノロジー
Cisco HyperFlex HX Data Platform コントローラにより、
クラスタ内のソリッ
ドステート ディスク
（SSD）
ドライブと一般的なディスク
（ハードディスク ドラ
イブ [HDD]）が、単一の階層型で分散されたオブジェクトベースのデータ ス
トアに統合されています。冗長化による高可用性、インラインのデータ重複
除去と圧縮によるストレージの効率化機能に加え、
スナップショット、
シン プ
ロビジョニング、
スマート クローニングなどのエンタープライズ向けのスト
レージ システムの機能も備えています。Cisco HyperFlex Systems は、仮想
環境、
コンテナ化された環境、ベアメタル環境をサポートできるよう設計され
ており、2016 年 4 月時点でハイパーバイザは、VMware vSphere をサポー
トしています。
（今後、対応範囲を拡張していきます。）

関連情報
Intel Xeon プロセッサ搭載 Cisco
HyperFlex Systems の詳細については、
以下の URL を参照してください：
http://www.cisco.com/jp/go/hyperflex

アプリケーション独自の要件
Cisco HyperFlex Systems は、
これまで満たされていなかった今日のビジ
ネス コンピューティング環境のニーズに対応し、
シスコの製品ポートフォリ
オを補完しています。Cisco UCS 管理を通じて、
リモート オフィスや分散し
た拠点、エンタープライズ コンピューティング、ビッグデータ、Web スケール
のベアメタル環境などの様々な Cisco UCS 環境とまったく同じように、ハイ
パーコンバージド環境の導入と管理を行えます。
アプリケーションに最適な
アーキテクチャとして、ディスク ストレージや CPU 処理性能のバランスと関
係を改善し、
あらゆるコンピューティングのニーズを満たす効果的なソリュー
ションを実現します。Cisco HyperFlex Systems は、CPU 容量と SSD およ
びディスク ストレージが緊密に統合された関係を構築し、非常に優れたパ
フォーマンスをもたらします。

次のステップ

Cisco HyperFlex Systems によるデジタル変革の実現については、
シスコの
セールス担当者または認定パートナーまでお問い合わせください。
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