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メリット 
• グローバルに分散された Cisco UCS ドメイン
の統合管理により、管理者の効率性が向上する 

• Cisco UCS 統合インフラストラクチャのトポ
ロジとヘルス マップにより、問題が迅速に解
決される 

• コンピューティング、ネットワーク、およびス
トレージ リソースの統合されたプロビジョニン
グと管理により、インフラストラクチャが数分
で構築される 

• エラーのない開発環境が提供されるため、アプリ
ケーションの市場投入までの時間が短縮される 

• 1、3、5 年の年間サブスクリプションにより、
予算に柔軟に対応できる 

 
 
「Cisco ONE Enterprise 

Cloud Suite により、当社
は安全なクラウド サービ
スを迅速に提供できる企業
として、競合他社との差別
化に成功しています」 

 
— Alessandro Spigaroli 

Cedacri 社、アーキテクチャおよびイノベー
ション部門長 

 

概要 
今日の組織は、デジタル変革というアイデアに焦点を合わせています。その実現はどれだけ早くても、早過ぎ
ることはありません。デジタル ビジネスへの転換の動きが、あらゆる業界に変化を促しています。サービスを
提供する方法、アプリケーションの開発方法、顧客とやり取りする方法なども変化の対象です。 

 
IT 部門でも急速な変化が起きています。従来の組織では、アプリケーションとユーザが、オンプレミスのデー
タセンターの範囲内に存在していました。現在では、組織はプライベートとパブリックのクラウド環境全体に
わたって、アプリケーションとユーザを運用しサポートする必要があります。 

 
アプリケーションの性質も以前とは異なります。モノリシックでデータセンターに依存するものではなくな
り、モビリティと巨大なアーキテクチャに対応するようになっています。そして、大規模なコード構造が、高
度に分散化されたマイクロサービスに置き換えられています。 

 
違いは、これらの変化がすべて速いペースで同時に進行しているということです。従来型の IT 部門は変化に追
いつこうと悪戦苦闘しています。今必要なのは、IT プロフェッショナル、ビジネス、アプリケーション チーム
の期待に応えるように設計された新しいサービス提供アプローチです。 

 

スピードと一貫性の獲得 
この新しいアプローチは、IT-as-a-Service (ITaas) と呼ばれています。このアプローチの中心となるのが自動
化です。IT プロフェッショナルは ITaaS によって、テクノロジー サイロではなくビジネス要件に基づいて
サービスを定義、提供、配信できるようになります。IT チームはスピードと一貫性をもって行動できます。ア
プリケーション チームはあらゆる環境でコーディングが可能です。そしてビジネスはユース ポリシーとコン
プライアンス ポリシーによって安全に保護されます。 

Cisco ONE™ Enterprise Cloud Suite を導入すれば、単一のプラットフォームではなくハイブリッド クラウド
環境全体で、ITaaS が実現します。シスコのソリューションをお客様の標準プロセスと統合すると、セルフ
サービス ポータルからサービスの使用と管理を行うことが可能になります。インフラストラクチャは常に数分
で提供されます。開発者は、環境内で自由にコードを選択して記述できます。ビジネスは、政府の規制へのコ
ンプライアンスを維持できます。 

このソリューションは 4 つのパッケージで構成されており、アプローチをカスタマイズして自動化を進めるこ
とができます。各パッケージを単独で使用すると、データセンターの生産性向上や、複数のデータセンター、
プライベート/パブリック環境へのアプリケーション導入など、直近のビジネス ニーズに対応できます。パッ
ケージとして組み合わせて使用すれば、ハイブリッド クラウドのあらゆる利点を得ることが可能です。このス
イートには次のパッケージが含まれています。 

• Infrastructure Automation and Infrastructure as a Service (IaaS) 
• Cloud Management 
• IT Service Management (ITSM) 
• Big Data Automation 
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「当社では常時何百台もの
仮想マシンを実行してい
ます。かつてはただマシ
ンを管理するだけでも、
夜間や週末もかかりきり
で作業を行う必要があり
ました。プロビジョニン
グと廃止プロセスを自動
化することで人件費を抑
え、1 か月あたり最大 
5 日分を低減できていま
す。現在では、お客様の
プロジェクトと収益創出
に時間を当てることがで
きます」 

 
— Mike Majunke 

ORBIT 社、インフラストラクチャおよびプラッ
トフォーム サービス責任者（コンサルティン
グ部門） 

Infrastructure Automation and IaaS パッケージ 
企業の環境はそれぞれ異なり、変革の方法も異なります。データセンターのスピードと効率性を高めるため
に、Cisco ONE Infrastructure Automation and IaaS パッケージで変革に着手することができます。まずはイン
フラストラクチャの自動化またはパフォーマンス モニタリングから着手します。その後 IaaS に拡張して、定
義済みのデータセンター スタックをビジネス チームとアプリケーション チームに配信します。 
 
インフラストラクチャ自動化により、次のことが可能になります。 

 
• 統合されたインターフェイスで、グローバルに分散された Cisco Unified Computing System™ (Cisco 

UCS®) サーバを管理する 

• セキュリティ モデルや隔離モデルなどの複雑なタスクを、反復可能なサービスに転換し、価値創出までの
時間を日単位から分単位にまで短縮する 

• Cisco UCS 統合インフラストラクチャでの視覚的モニタリングとキャパシティ プランニング（図 1） 
 
図 1. 単一のコンソールでのパフォーマンスとキャパシティのモニタリング 
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IaaS に拡張することで、次のことが可能になります。 

• コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、および仮想化レイヤで、
シスコおよびサードパーティのリソースのプロビジョニング、オーケスト
レーション、および管理を自動化 

• データセンター リソースと Cisco UCS 統合インフラストラクチャの Day 0 で
のセットアップ、Day 1 での定義と導入 

• 共有インフラストラクチャ インスタンスでのマルチテナント環境の設定と導入 

• セルフサービス カタログからデータセンター リソースを使用（図 2） 

• ユーザ固有の使用レポートおよびコスト レポートを取得（図 3） 
 
図 2. エンド ユーザはセルフサービス カタログからサービスを注文可能 

  
図 3. ユーザ使用レポート 

 

シスコが選ばれる理由 
技術系のブログ、業界のウェビナー、または会議の議題などを見れば、急速な変
化に対応するために、組織がビジネス変革というアイデアに焦点を合わせている
ことがわかります。ビジネス上の課題は複雑であり、またどのビジネスも同じで
はありません。従来型の IT サイロからハイブリッド クラウド自動化の新しい世
界に向けた変革を加速できるベンダーは、ほとんどありません。しかしシスコに
はそれが可能です。長年にわたるデータ管理とビジネスの高速化の実績を通じ
て、シスコは自動化によるスピードと俊敏性をビジネスにもたらすためには何が
必要か、正確に認識しています。 
 
今が最適なタイミング 
市場は待ってくれません。組織のさまざまな部分で変化が進んでいる中で、今
こそ変革に着手すべきです。Cisco ONE Enterprise Cloud Suite ではモジュール
型のアプローチを採用しており、最も必要性が高い場所から変革を開始できま
す。多くの場合、それはお客様のデータセンターです。Infrastructure 
Automation and IaaS パッケージでは、一貫性のあるリソースを数分で提供し、
問題を迅速に解決し、ビジネスの安全性とコンプライアンスを確保できます。 

 
次のステップ 
デモについて、また Cisco ONE Enterprise Cloud Suite Infrastructure 
Automation and IaaS の詳細については、シスコのセールス担当者またはリセ
ラー パートナーにお問い合わせください。 
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