
Cisco UCS C200 M1 高密度ラックマウント サーバ
コンピューティング性能と I/O 柔軟性のバランスがとれた高密度サーバ

At-A-Glance

実働レベルのアプリケーションに対応できる高密度設計

Cisco® UCS C200 M1 高密度ラックマウント サーバは、単純さ、パフォー

マンス、密度がバランスよく設計されている 2 ソケット 1 RU の高密度ラッ

クマウント型サーバです （図 1）。 最大 2 個搭載されているクアッド コア 
Intel® Xeon® 5500 シリーズ プロセッサの処理能力を通じ、 ネットワーク 
インフラストラクチャ、 Web サービス、 メインストリーム データセンター、

ブランチオフィス、 リモートオフィスの実働レベルのアプリケーションをサ

ポートします。 専用ホスティングまたはマルチテナント ホスティングを提

供しているサービス プロバイダに適したコンパクト サイズのサーバです。

図 1 Cisco UCS C200 M1 サーバ

高密度の 1 RU サーバには多数のプロセッサが詰め込まれる可能性が

高いため、 エネルギー効率がよいということは非常に重要な特長です。

Cisco UCS C200 M1 サーバ では、 CPU と電源モジュールどちらも、

エネルギー効率の向上に貢献しています。 まず、 このサーバに搭載さ

れている Intel Xeon 5500 シリーズ プロセッサには、 プロセッサのエネ

ルギー消費量を負荷要求に合わせて調整する Intel のインテリジェント パ
ワー テクノロジーが活用されています。 自動調整による低電力状態が多

ければ、 プロセッサ コアの電力消費量は自律的にほとんどゼロにまで低

減されます。 さらに、 Cisco UCS C200 M1 サーバには、 Climate 
Smart 仕様を満たす電源モジュールが単体または冗長構成で搭載されて

おり、 この電源モジュールも効率化を高める一因となっています。 この

ように、 プロセッサと電源モジュールの両方が力を発揮することにより、

現在のデータセンターのサーバ密度をさらに高めることができるのです。

一般的な筐体でユニークな利点を提供

シスコは、 Cisco UCS C200 M1 サーバの投入によって製品ポートフォリ

オを拡大し、 ラックマウント型サーバを選択するお客様のニーズに応えら

れるようにしました。 このサーバを活用すれば、 現在必要とされる数の

サーバを配置し、 事業のタイミングと予算に応じて、 最適なスケジュー

ルでシステムを拡大していくことができます。

このサーバは、 スタンドアロン環境でも、 Cisco Unified Computing 
System™* の構成要素としても使用できるように設計されています（図 2）。
ディスク ストレージや I/O を柔軟に構成可能で、 ユニファイド ネットワー

ク ファブリックやネットワーク認識型の Cisco VN-Link テクノロジーなど、

シスコの新技術が組み込まれています。

このサーバは、 これまで仮想化データセンターのニーズに対応できる製

品がなかった商品市場に、 差別化と新たな価値をもたらす製品といえま

す。 このサーバは、 シスコおよびそのデータセンター ネットワーク インフ

ラ （DCNI） パートナーから入手できます。 このサーバによって、 ラック

マウント型サーバ市場は、 次の面で大きく進化します。

I/O およびストレージの柔軟なオプション ：•  このサーバには、 2 つ
の PCI Express（PCIe）拡張スロットがあり、従来のギガビット イー

サネット LAN とファイバチャネル SAN の統合も含め、 I/O や帯域

幅を柔軟に構成できます。 最大 4 つの内蔵 SAS または SATA ド
ライブが搭載され、 同等のブレード型サーバよりも内部ストレージ

容量は大きくなっています。

10 ギガビット ユニファイド ネットワーク ファブリック ： • 統合型ネット

ワーク アダプタ （CNA; Converged Network Adaptor） や Cisco 
UCS P81E 仮想インターフェイス カード * を搭載することにより、

低遅延、 ロスレスの 10 Gbps イーサネット ファブリックと業界標準

の Fibre Channel over Ethernet （FCoE） ファブリックの統合が

可能となります。 このテクノロジーによって、 「wire-once （配線は

最初に一度だけ）」 の導入モデルが実現され、 I/O 設定が変わっ

ても、 アダプタを取り付けたり、 ラックやスイッチの配線を変える必

要はありません。

仮想化への最適化 ： • Cisco VN-Link テクノロジー、 I/O 仮想化、

そして Intel Xeon 5500 シリーズ プロセッサの機能によって、 仮想

マシンにまでネットワークを拡張できます。 このような最適化はス

ケーラブルで安定した運用モデルをもたらし、 複雑化することなく、

セキュリティと効率を強化することが可能となります。

統合管理 * ： • Cisco Unified Computing System の構成要素として

使用する場合は、 管理もシステム内のすべてのコンポーネントと

統合されます。 Cisco UCS Manager を通じてソリューション全体を 
1 つのエンティティとして管理できるため、 高い運用効率と柔軟性

が実現されます。

図 2 Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバは、Cisco Unified Computing System、Cisco Nexus™ ファミリ製品、シスコおよびサードパーティ製の独立型イーサネット

およびファイバ チャネル スイッチを使用するデータセンターなど、多様なデータセンター環境に対応できるように設計されています。
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サービス プロファイル * ： • Cisco Unified Computing System の構

成要素として使用する場合は、 Cisco UCS Manager によって、

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の管理

が適用されます。 サービス プロファイルを使用すると、 プロビジョ

ニングの自動化が促進され、ビジネスの俊敏性も向上します。 デー

タセンターの管理者は今まで数日かかっていたアプリケーションの

プロビジョニングを数分で完了できるようになります。

Cisco UCS C200 M1 サーバの特長

最大 2 つのクアッド コア Intel Xeon 5500 シリーズ プロセッサを搭• 
載 （図 3）。 このマルチコア プロセッサは、 アプリケーションのニー

ズに応じてサーバ パフォーマンスをインテリジェントに調整します。

必要なときにだけ自動的にパフォーマンスが増大するので、 消費

エネルギーの大幅な節約が可能です。

最大 96 GB の業界標準 DDR3 メイン メモリ （8 GB DIMM を 12 個• 
使用）。

最大 4 つの内蔵 SAS ドライブまたは SATA ドライブによって、 最大 • 
4 テラバイト （TB） の大容量を実現。

内蔵の RAID コントローラを使用し、 最大 4 つの SATA ドライブで • 
RAID 0 および 1 をサポート。 オプションの LSI 1064 コントローラ

ベースのメザニン カードを使用して最大 4 つの SAS ドライブまた

は SATA ドライブで RAID 0 および 1 をサポート。 256 MB の書き

込みキャッシュとバッテリ バックアップを備えたオプションの LSI 
MegaRAID SAS 8708EM2 PCIe RAID コントローラを通じて RAID 
0、 1、 5、 6、 および 10 をサポート。

ロープロファイル、ハーフレングスの x8 PCIe カードと、フルハイト、• 
ハーフレングスの x8 PCIe カードを最大 1 つずつ搭載可能。 フル

ハイト スロットには x16 コネクタを使用。

内蔵ギガビット イーサネット ポート 2 つと 10/100 Mbps イーサネッ• 
ト管理ポート 1 つ （Cisco UCS Integrated Management 
Controller へのアクセスに使用可能）。

前面パネルには、 CD/DVD ドライブ、 ロケータ LED に加え、 ビ• 
デオ接続、USB 接続× 2、シリアルポート接続のインターフェイスを

装備。

背面パネルには、 ビデオ コネクタ、 USB コネクタ× 2、 シリアル • 
ポート コネクタを装備。

オプションのデュアル冗長電源モジュールによる信頼性、 可用性、• 
サービサビリティの強化。

図 3 Intel Xeon 5500 シリーズ プロセッサ

柔軟な I/O オプション

ラックマウント型サーバは、 多様な I/O オプションを柔軟に構成できるた

め、 特殊な負荷要求に対応できるという点で有利です。 Cisco UCS 
C200 M1 サーバは、 2 つの PCIe 拡張スロットを通じてさまざまな I/O オ
プションに柔軟に対応できます。 シスコは、 OEM 方式で次のアダプタを

サポートしています。

Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード * － • 最大 128 個の

イーサネットまたはファイバ チャネル仮想インターフェイスを、 仮想

化環境と非仮想化環境の両方のニーズを満たすようオンデマンドで

設定できるため、 Cisco Unified Computing System のすべての

処理能力を活用できます。 このデュアル ポート カードは、 10 Gbps 
ユニファイド ファブリックと連動します。

Emulex 製および QLogic 製 CNA － • イーサネット ネットワーク 
インターフェイス カード （NIC） とファイバチャネル ホスト バス アダ

プタ （HBA） の両方をホストのオペレーティング システムに認識さ

せ、 10 Gbps のユニファイド ファブリック全体のトラフィックを統合

します。

個別の I/O アダプタ － • Broadcom、 Emulex、 QLogic など、 業

界の主要ベンダーが提供するギガビット イーサネット、 10 ギガビッ

ト イーサネット、 4 Gbps ファイバチャネルのインターフェイスを柔

軟に選択できます。

シスコ ユニファイド コンピューティング サービス 
シスコは、 業界をリードするパートナー企業とともに、 データセンターのリ

ソースを一元的に扱うことで、 Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サー

バ ソリューションへの移行を促進するサービスを提供します。 シスコ ユニ

ファイド コンピューティング サービスを利用することにより、 サーバの配

置や、 ビジネス ニーズに応じた運用の最適化、 シスコのユニファイド コン

ピューティング アーキテクチャへの移行を加速することができます。

詳細については、 Unified Computing Services を参照してください。

シスコが選ばれる理由

Cisco Unified Computing System は、 シスコがこれまで実現してきた技

術革新の延長線上に生まれたシステムです。 シスコは長年にわたり、 事

業効果を高めるような業界標準ベースの統合システムや、 ネットワークを

プラットフォームとして使用するシステムの開発に取り組み、 数々の新技

術を投入してきました。 最近の例としては、 IP テレフォニー、 LAN スイッ

チング、ユニファイド コミュニケーション、ユニファイド I/O などがあります。

シスコは数年前に Data Center 3.0 戦略のユニファイド コンピューティン

グ段階を開始し、 ネットワーキングとストレージ アクセスに関する専門知

識を増強するため、コンピューティングや仮想化分野の経験豊富な人材を

集めて、 チームを構成しました。 その結果、 Cisco Nexus™ ファミリを

はじめ、 ユニファイド ファブリックやサーバの仮想化の基盤となるテクノロ

ジーが開発されました。 Cisco Unified Computing System は、 Data 
Center 3.0 戦略のユニファイド コンピューティング段階の成果であり、 こ

のシステムは、 アーキテクチャ、 テクノロジー、 パートナーシップ、 サー

ビスの各分野に大きな進歩をもたらします。 最先端の ASIC、 統合管理、

標準ベースのコンピューティング コンポーネントに、 ネットワークのインテ

リジェンスとスケーラビリティを統合するという、 システム的なアプローチ

でコンピューティングに取り組んできたシスコだからこそ、 この分野に画期

的な技術革新をもたらすことができるのです。

関連情報

http://www.cisco.com/jp/go/unifiedcomputing/ を参照してください。

* 製品の出荷開始（FCS）後に使用可能になる計画段階の機能  
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