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メリット 
• 1 回のモデリングで複数のハイブリッド環境に
導入できるため、市場投入までの時間を短縮で
きる 

• 独自のクラウド API で、アプリケーション 
コードのメンテナンスを行う必要がなくなり、
時間が最大 60 % 短縮される 

• 複数の環境に自由かつ柔軟にアプリケーション
を導入できる 

• アプリケーションのベンチマーキングをリアル
タイムで行うことで、ワークロード配置とコス
ト効率が最適化される 

• 1 年または複数年サブスクリプション ベースの
価格設定により、低コストの導入が可能 

 

 

「Cisco ONE Enterprise 
Cloud Suite によって、当
社に対するお客様の認識
が変わりつつあります。
大手の通信会社の変化が
遅い一方で、当社はシス
コのおかげで対応力を高
め、柔軟なサービスを競
争力のある価格で提供で
きます」 

 

— Amer Zec 
BH Telecom 社、リード エンジニア 

概要 
今日の組織は、デジタル変革という 1 つのアイデアに焦点を合わせています。この変革は、どれだけ早くて
も早すぎるということはありません。デジタル ビジネスへの転換の動きが、あらゆる業界の企業に変化を促
しています。サービス提供、アプリケーション開発、内部および外部のカスタマーとのやり取りなど、すべ
ての方法について変革が進んでいます。 
 

IT 部門も、急速で広範な変化に直面しています。従来型の IT 環境では、アプリケーションとユーザが、オン
プレミスの制御された安全なデータセンター内でサポートされていました。現在の IT 部門では、ハイブリッ
ド クラウド環境全体で、多様なレベルの機能によって、ユーザ、アプリケーション、ワークロードを運用お
よびサポートする必要があります。 
 

アプリケーション開発チームは、従来とは異なる方法でアプリケーションを作成しています。現在のアプリ
ケーションは、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、モノリシックなコード構造が、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。 
 

ビジネスのあらゆる側面が変化しています。そしてこの変化によって複雑性が増大し、必要なリソースのプ
ロビジョニングと、製品の市場投入の高速化が困難になっています。すべてのチームの生産性を向上させ、
製品の市場投入を高速化する、新しいアプローチによるサービス提供が必要です。 
 

ビジネスの変革 
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。ビジネスが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複数のデータセンター
とクラウド プラットフォーム全体で、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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「Cisco CloudCenter によっ
て、グローバル企業は事実
上あらゆる商用クラウドに 
TeamForge を導入し、
チームの種類と手法を問わ
ずにアプリケーション配信
プロセスを合理化し、何万
何千ものユーザやプロジェ
クトに拡張することができ
ます」 

 

— Bill Portelli 
CollabNet 社の共同設立者、CEO 

Cloud Management 
1 つのクラウド ベンダーであらゆるニーズを満たすことはできないと企業が認識するようになり、ハイブ
リッド クラウドの導入が増えています。Cisco ONE Enterprise Cloud Suite Cloud Management パッケージ
は、20 のハイブリッド クラウド環境でアプリケーションを導入、プロビジョニング、管理するために必要な
ツールを提供します。セキュリティが最適化され、アプリケーションのパフォーマンスが向上し、アプリ
ケーションのポータビリティが保持されます。 
 

このパッケージの中核になっているのが、クラウドに依存しないプロファイルとクラウド固有のオーケスト
レーションを組み合わせた特許取得テクノロジーです。Cloud Manager と Cloud Orchestrator という 2 つの
コンポーネントを利用できます（図 1）。 
 

図 1. Enterprise Cloud Suite の Cloud Management パッケージのアーキテクチャ 
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IT チームとアプリケーション チームは使いやすいデザイナによって、アプリケーションのモデリングを行
い、20 の異なるデータセンター、プライベート/パブリック クラウド環境に導入できます。それぞれのアプ
リケーション プロファイルには次の要素が含まれています。 
 

• アプリケーション トポロジと依存関係 
• インフラストラクチャ リソースとクラウド サービスの要件 
• バイナリ、スクリプト、オプション データの説明 
• サービスの導入、設定、セキュリティ確保に必要なオーケストレーション手順 
• 管理上のガイドラインを提供するランタイム ポリシー 
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導入されたプロファイルは、対象とするクラウドに固有の API が含まれた、クラ
ウド固有のオーケストレータに送信されます。プロファイルがオーケストレータ
によって変換され、対象クラウドの API を直接呼出し、仮想インフラストラク
チャとネットワーキングが動的に作成されます。アプリケーション チームは、ク
ラウド固有の導入スクリプトの更新やメンテナンスに時間を費やすことなく、新
たな開発に集中できます。 
 

現在のクラウド プラットフォームよりも低コストのプラットフォームがないか探
したことはないでしょうか。組み込みのベンチマーキング ツールを使用すれば、
ユーザが定義したプラットフォームを比較し、パフォーマンスを監視し、グラ
フィカルな価格対性能レポートを作成できます（図 2）。この分析はシミュレー
ションではなく、選択した各プラットフォームにネイティブに導入されているア
プリケーション インスタンスです。各プラットフォームでは、すぐに使用できる
デフォルトのテスト スクリプト、または任意のスクリプトを使用して、パフォー
マンスをテストできます。ベンチマーキングの出力をアプリケーション固有のガ
イダンスとして利用すれば、クラウドに伴う毎月のコストを大幅に削減すること
ができます。 
 

図 2. 選択したクラウド プラットフォームの価格対性能比を示すベンチマーク 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。
Cisco ONE Enterprise Cloud Suite Cloud Management パッケージによって、アプ
リケーションの設計と導入を自動化し、時間とコストを大幅に削減することが可
能です。 
 

次のステップ 
デモンストレーションについて、また Cisco ONE Enterprise Cloud Suite Cloud 
Management 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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