
 

 

仮想化がもたらすパワーをプライ

ベート クラウドに活用すれば、ビジネ

ス上の重要な利益を実現できます。 

 

 

Virtual Computing Environment 連合 

Vblock Infrastructure Package  

IT は変革のときを迎えています。現在のサイロ化された IT アーキテクチャでは、調達や管理の

コストと複雑さが増大し、さらにサービスレベル契約（SLA）を満たすのが困難になりつつありま

す。そのため、迅速にビジネス環境の変化に対応できなくなり、IT はコストセンターであるという

認識ができあがったのです。現在、IT はプライベート クラウド モデルに移行しつつあります。従

来どおりの企業内部から提供されるサービスと、サービス プロバイダーによって外部から提供さ

れるサービス、またはその両方を組み合わせて、IT を実現する新しいモデルです。このモデルで

は新たに、基礎となるテクノロジーを組み込んで展開し、IT as a Service として、エンド ユーザに 

IT をサービスとして提供する方法を考慮する必要があります。 

プライベート クラウドに仮想化を活用することによって、かなりのビジネス利益を得ることができ

るようになります。これにより得られる利益には、たとえば次のようなものがあります。 

 ビジネスの創出：変化する優先順位に対する IT の俊敏性と応答性の改善、導入の迅

速化、およびグローバルな運用に対応できるスケーラビリティの向上 

 施設の最適化：消費電力の節約と、データセンターの物理スペースコストの削減 

 IT 予算の削減：リソース利用の改善と、リソース獲得および管理のための新しいメカニ

ズムがもたらす統合と単純化 

 複雑さの緩和：分散した IT リソースを集中管理に移行 

 柔軟性：IT の応答性、スケーラビリティ、および自動化の機能を向上 
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できる限り早期にこのようなプライベート クラ

ウドの利点を活かせるようにするのが理想

ですが、現時点では、さまざまな理由からこ

の移行を成功させる準備が整っていないベ

ンダーも存在します。現行の統合製品の中

には、導入するとその後はそのベンダーの

製品しか使用できなくなってしまうものもあり

ます。その場合、本当の意味でクラス最高性

能の各デバイスを統合することはできず、作

業負荷の分散、新しいアプリケーションの組

み込み、オペレーティング システムのアップ

グレードといった、IT 作業の負荷は軽減され

ません。しかし、個々のコンポーネントを統

合するソリューションを導入すれば、複雑さと

リスクを軽減し、さらに総所有コスト（TCO）も

削減できます。 

 

 

 

Virtual Computing Environment 連合 

Virtual Computing Environment（VCE）連合は、ユーザがインフラストラクチャの仮想化におい

て直面する課題に対処するために設立されました。シスコ、EMC、および VMware の 3 社によ

るこの連合は、前例のないレベルの提携、サービス、パートナー エコシステムを実現し、プライ

ベート クラウドに向けてインフラストラクチャの仮想化を進める際のリスクを軽減します。 

VCE 連合は、テクノロジーの事前統合に伴う課題に対処するため、最高レベルのテクノロジーと

ベンダーによる包括的なアカウンタビリティを組み合わせています。その結果、企業は仮想化が

もたらすメリットを理解し、IT インフラストラクチャの仮想化を推進できます。 

Vblock Infrastructure Package 

Vblock Infrastructure Package は、Virtual Computing Environment 連合による統合的な IT 

製品パッケージです。このパッケージは、クラス最高のネットワーキング、コンピューティング、ス

トレージ、セキュリティ、および管理ソリューションから構成されます。各コンポーネントを個別に

購入して組み合わせるのではなく、Vblock Infrastructure Package として販売パートナー経由

で購入できるようになりました。 
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このパッケージは共同でテストが実施されており、適切なパフォーマンスとキャパシティを適正な

価格で入手できます。また、既存の OS、アプリケーション、データベース、およびインフラストラク

チャ ソフトウェアを統合できます。現在、2 つの Vblock Infrastructure Package からお選びいた

だけます。 

 Vblock 2 は、省スペースで大量の仮想マシン（VM）を稼動できます。また、厳しい IT 

要件にも対応できるハイエンドで拡張性の高い構成を実現できるように設計されていま

す。Vblock 2 は、Cisco® ユニファイド コンピューティング システム（UCS）、Cisco® 

Nexus 1000v、Cisco® マルチレイヤ ディレクタ スイッチ（MDS）、EMC® Symmetrix® 

V-Max™ ストレージ システム（RSA によるセキュリティ保護）、および VMware® 

vSphere™ 4 プラットフォームから構成されます。 

 Vblock 1 は、省スペースで多くの VM を稼動でき、中規模の構成に適しています。ま

た、さまざまな規模の組織で幅広い IT 機能を実現できます。Vblock 1 は、Cisco® ユ

ニファイド コンピューティング システム（UCS）、Cisco® Nexus 1000v、Cisco® マルチ

レイヤ ディレクタ スイッチ（MDS）、EMC® CLARiX® CX4™ ストレージ システム（RSA 

によるセキュリティ保護）、および VMware® vSphere™ プラットフォームから構成されま

す。 

 Vblock 0（2010 年半ば頃発売予定）は、エントリレベルの構成で、小規模なデータセン

ターの IT 要件に適しているだけでなく、パートナーや顧客向けのテスト/開発プラット

フォームとして利用することも可能です。主に、シスコのコンピューティングおよびネット

ワーキングのコンポーネント、EMC ユニファイド ストレージ（RSA によるセキュリティ保

護）、および VMware® vSphere™ プラットフォームから構成されます。 

 

EMC Ionix Unified Infrastructure Manager（UIM）は Vblock 向けの統合的なコンポーネント管

理機能を備え、幅広いエンタープライズ管理コンソールをサポートしています。 

 

統合的な販売、サービス、サポート - Vblockユニファイド カスタマ エンゲー

ジメント 

 

 Vblock ユニファイド カスタマ エンゲージメントには販売、サービス、サポートの機能が

含まれ、ビジネスの利益を把握したうえで Vblock に基づくインフラストラクチャを導入

することができるため、プライベート クラウドに移行する際のリスクを軽減できます。 

 VCE は、Vblock Infrastructure Package のお客様向けに複数の購入ルートを用意し

ています。チャネル パートナーやシステム インテグレータなど幅広いエコシステムから

購入できます。 
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 シスコ、EMC、および VMware は、プライベート クラウドに対応する一連の VCE プロ

フェッショナル サービスを開発しました。このサービスを利用することで、現在の IT イ

ンフラストラクチャを転換し、ビジネス上の戦略的な影響力を加速できます。Vblock 

アーキテクチャを使用する VCE プロフェッショナル サービスは、組織のクラウド ビジョ

ンを定義するときに役立ちます。クラウド ビジョンとは、ビジネス要件、アーキテクチャ、

高レベルの設計に合わせたクラウド戦略、および Vblock ソリューションの導入計画の

ことです。 

 シスコ、EMC、および VMware は、この戦略的パートナーシップを介して仮想的なサ

ポート センターを構築しており、迅速な技術支援と応答性を目指して専門知識を結集

しています。3 社は、コラボレーションのためのツール、人員、プロセスにわたり、統合

的でシームレスな独自のサポート環境を構築するために取り組んでいます。 

Vblock パートナー エコシステム 

 

 Vblock パートナー エコシステムは、パートナーやお客様のためにビジネスおよび技術

ソリューションの入り口を提供します。たとえば、テクノロジーおよびチャネル パート

ナー、システム インテグレータ、ISV、ビジネス コンサルタントなどは、最高レベルの仮

想化、ネットワーキング、コンピューティング、ストレージ、セキュリティ、および管理と、

ベンダーによる包括的なアカウンタビリティを組み合わせて、完全に統合された IT 製

品を提供します。お客様側では、Vblock Infrastructure Package をベースに、既存ま

たは新規の実装のため、既存の OS、アプリケーション、データベース、およびデータ

（バックアップと復元）を用意します。 
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