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メリット 
• シンプルで直感的なユーザ インターフェイ

スを通じて IT サービスを利用できるように
し、顧客の満足度を高める 

• トラブル チケットをセルフサービスによる
自動化に置き換えることで、サポート コス
トを削減する 

• セルフサービスの注文およびサービス管理
を通じて顧客の生産性を高める 

• シンプルで直観的なユーザ インターフェイ
スを通じて IT サービスを利用できるように
し、顧客満足度を高める 

• IT サービスに対するビジネスのニーズをよ
り正確に理解できるようにし、リソース プ
ラニングの精度を高める 

• 1、3、5 年の年間サブスクリプションによ
り、柔軟に予算を立てることができる 

 

 

「来年は、クラウド コン
ピューティングの知識を身
に着けた最初の学年が卒業
します。Cisco ONE 
Enterprise Cloud Suite に
よって、学生が現実世界に
対応するための準備ができ
ました」 
 

— Wong Hau Shian 
Republic Polytechnic、School of Infocomm、 
アシスタント プログラム理事長 

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。その実現は速ければ速いほどよ
いと言えます。デジタル ビジネスへの転換が、サービスの提供方法、アプリケーションの開発方法、
カスタマーとやり取りする方法などについて、あらゆる業界に変化をもたらしています。 
 

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、環境を自由に選択してコードを記述できます。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 

2 © 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 



Cisco ONE Enterprise Cloud Suite 
ソリューションの概要 
Cisco Public 

 
 
 
 

「オンライン サービス カ
タログに関する当社の目
標の 1 つは、顧客満足度
の向上でした。現在では
肯定的な、さらには好意
的なフィードバックが得
られており、ユーザとの
関係がさらに良好になっ
ています。それは当社に
とって、コストと時間の
削減と同様に重要なこと
です」 

 
— Heather Fuller 

Sasol Group Services、IM サービス ジェネ
ラル マネージャ 

IT Service Management 
私たちは消費者の立場では、製品、サービス、情報をセルフサービスで受け取ることに慣れています。
しかしビジネス環境での消費者になると、ユーザ エクスペリエンスは大きく異なります。 
 

従業員と顧客はどちらも、消費者としてのエクスペリエンスを企業に強く求めています。つまり、複雑
性やサービスを取得するために必要なステップにわずらわされないでサービスを取得したいと考えてい
ます。これが実現すれば、従業員の生産性と顧客満足度が向上します。 
 

そのような期待に応えるために導入されたのがサービス カタログです。サービス カタログは、技術的
および機能的なタスクを統合する、一元的なコミュニケーション ツールです。権限を持つ顧客が企業
とやり取りするエントリ ポイントとして機能します。サービス カタログは IT サービス管理の中核とし
て、自動化スタックの最上位に配置されています。 
 

Cisco ONE Enterprise Cloud Suite ITSM パッケージは、使いやすいサービス カタログです。このカタ
ログでは、テクノロジーが注文と管理が容易でわかりやすい論理的なサービスにまとめられています。
幅広い IT サービスとそれ以外のサービスもサポートされています。顧客がサービスを簡単に利用でき
るようになります（図 1）。 
 

図 1. IT および非 IT サービスのセルフサービス注文 

 
 
ユーザはまず、定義済みのサービスを選択するか、新しいアプリケーションの導入など、必要なサービ
スのタイプを検索ボックスに入力します（図 2）。 
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図 2. ユーザは最初にサービスを選択 

 
 
次に、注文可能なアプリケーションがユーザに提示されます（図 3）。導入す
るアプリケーションをユーザが選択すると、ショッピングカートに詳細と価
格が表示されます（該当する場合）。注文を送信すると、組み込みのオーケ
ストレータがトリガーされ、アプリケーションと基盤となるインフラストラ
クチャが、オンプレミスまたはハイブリッド クラウド環境に導入されます。 
 
図 3. ユーザがカタログから必要なアプリケーション テンプレートを選択 

 
 

サービスが導入されると、ユーザは使用量と料金を追跡し、またサービスの
ライフサイクルを管理することができます。図 4 に示すように、ユーザに
は、現行のサブスクリプションに含まれるすべてのサービスと料金の概要を
示すダッシュボードが表示されます。 

図 4. サービスの概要を示すユーザ ダッシュボード 

 
 
クラウド管理者または IT 管理者は、ワーク チームを作成できます。管理者
はこの機能により、個々のチーム メンバーにリソースや予算を割り当てる
ことができます。またユーザをシステムまたは特定のチームに追加して、ど
のチーム メンバーがハイブリッド クラウド サービスを使用できるかも設定
できます（図 5）。 
 
図 5. チーム メンバーと権限の設定 

 
 
 

4 © 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 



Cisco ONE Enterprise Cloud Suite 
ソリューションの概要 
Cisco Public 

 
 
 
このパッケージにはサービス指向のオーケストレータが含まれています。開
発者と IT 管理者はこのツールにより、高度な IT サービスと自動化ワークフ
ローを統合できます。たとえば次のことが可能になります。 
 

• トラブル チケット ソリューションに接続する 
• ネットワーク最適化プロセスを含める 
• OpenStack プロセスを作成する 
• 自動化ワークフロー内で Chef と Puppet プロセスを接続する 
 
このオーケストレーション エンジンは、ベスト プラクティスを通じて IT 
サービスを標準化、統合、自動化するので、エンドツーエンドの自動化サー
ビスの提供を強化できます。 
 
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。サービス カタログの確立から始めることで、IT 運用とビジ
ネスの変革への一歩を踏み出すことができます。ITSM パッケージを Cisco 
ONE Enterprise Cloud Suite の他のパッケージと組み合わせて、IT をユー
ティリティから戦略的なビジネス パートナーに転換させましょう。 
 
次のステップ 

デモンストレーションについては、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。また Cisco ONE Enterprise Cloud 
Suite IT Service Management の詳細については、
www.cisco.com/go/cloudsuite [英語] をご覧ください。 
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