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データセンターの統合と管理における時間、コスト、課題を排除する

ソリューション

事前統合、事前検証 
されたインフラスト 
ラクチャの価値

Gartner による最近の報告では、IT 予算の 73 % は、現行データ
センター システムの稼働に充てられていることが明らかになりま
した1。支出のほぼ 4 分の 3 が現状維持のために費やされている
状況で、企業はどうしたら変革を遂げることができるのでしょうか? 
単調なシナリオから前途の事業の成長へと移行するにはどうした
らよいでしょうか?

この問題の解決策としてにわかに注目を浴びているのが、統合イ
ンフラストラクチャ ソリューションです。これは、コンピューティン
グ、ネットワーク、ストレージ、および自動化を 1 つの検証済みシス
テムにまとめることができます。導入が簡単であり、一元的に管理
され、拡張可能な統合システムは、データセンターの運用に伴う複
雑さ、コスト、拡大の問題の多くを解消します。

「企業では従来、ハードウェアとソフトウェアを別々に購入し、その
統合作業を社内で行っていました。しかしこれにはさまざまなソ
リューションに関する専門知識が必要であり、管理にかかる時間と
コストが増大し、障害やダウンタイム発生の可能性が高くなってし
まいます。」と、Intel のアカウント マネージャ、Jay Cambron 氏は
語ります。「しかし統合ソリューションならば、スムーズに連携する

ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントの最適な掛け合
わせを企業が選ぶことができ、効率性と信頼性を向上させるのと
同時にコストを削減することができます。」

このようなシステムは、まったく新しいシステムというわけではあり
ません。例えば Cisco UCS 統合インフラストラクチャ ベースのソ
リューションはリリースされてから 5 年経ちますが、その価値を理
解し始めている企業は増加の一途をたどっています。そのため、比
較的変動の少ない IT 支出の市場において、前年比で 30 ～ 50 % 
の伸びをみせています。

何を選ぶかが重要

IT 導入において「フリーサイズ（1 サイズですべてに対応）」のソ
リューションというものはありません。また組織はしばしばベン
ダーをより好みするため、シスコとそのストレージ/ソフトウェアの
パートナーは、統合インフラストラクチャ システム用のさまざまな
リファレンス アーキテクチャを提供しています。
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統合され、最適化され、
準備は完了。
競争が激化し、動きが速い現在のビジネス業界では、
テクノロジー環境をゼロから構築する時間的余裕はほ
とんどありません。また、その途中で障害が発生するこ
とも許されません。このため、統合システムの需要はま
すます高まっています。それはすなわち、コンピューティ
ング、ネットワーク、およびストレージのコンポーネントを
統合し、より迅速な導入、より低いリスク、シンプルな管
理、そしてシームレスなスケーラビリティを実現するシ
ステムです。

今号の『Unleashing IT』では、Intel® Xeon® プロセッ
サ搭載の Cisco UCS 統合インフラストラクチャ ソ
リューションを活用しているさまざまな企業をご紹介し
ます。

たとえば、Wake Forest Baptist Medical Center  
（p. 6）と Purdue Pharma （p. 8）は、VCE Vblock 
System を導入して研究能力の向上を図っていま
す。Wildhorse Resort & Casino と Breckenridge 
Grand Vacations は、Nimble Storage SmartStack 
ソリューションを利用して、リスクを最小限に抑え、
稼働時間を最大化しています（p. 12）。Madonna 
Rehabilitation Hospital は、FlexPod を利用して、 
患者向けサービスとデータの利用を拡大していま
す（p. 10）。Agro-Culture Liquid Fertilizers は、
VSPEX のシスコ ソリューションを使用して、著しい 
成長と変化する顧客の需要に対応しています 
（p. 15）。CGI Federal は、Hitachi Unified Compute 
Platform により、公的機関のクラウド移行を効率化し
ました（p. 9）。

これらの統合インフラストラクチャ ソリューションはす
べて、検証され最適化されたものです。皆様にもすぐに
ご利用いただけます。

詳しい情報は、文中のリンクをクリックしていただくか、
お電話（1-800-553-6387）（ 英語）でお問い合わせくだ
さい（1 を選択すると、シスコの担当者とお話いただけ
ます）。UnleashingIT.com から本書の記事に関する
ご意見をお聞かせください。

本書が皆様のお役に立てることを願います。

提携：INTEL®

ソリューション

シスコ検証済みデザイン：成功への青写真
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この新たな現実に対応できるように設計されており、VxBlock のよ
うな統合インフラストラクチャ ソリューションと非常にうまく連携
します。」 

シスコの Insieme 営業部門のマーケティング担当副社長、Ish 
Limkakeng はこう述べています。「アプリケーションが、お客様の
データセンターの新たな需要を生み出しています。物理的、仮想、
ベアメタル、クラウドのいずれであってもです。ビジネスのスピード
に合わせて進化するには、アプリケーションの提供を、必要とされ
ればいつでもどこでも、その規模に応じて、そして高度にセキュア
な方法で行う必要があります。ACI を備えた Vblock と VxBlock の
システムが、アプリケーション セントリックなコンバージド インフ
ラストラクチャの新たな業界標準となり、お客様にさらなる価値を
提供し、データセンターとクラウドの構築を加速させるものと信じ
ています。」 

VCE VxBlock System では、これまで同様のファクトリ ベースの事
前統合、事前テスト、事前検証の「VCE エクスペリエンス」が提供さ
れる予定です。それには、シームレスなコンポーネント レベルの更
新、継続的なライフサイクル保証、そして一元化された電話サポー
トが付いています。

コンバージド インフラストラクチャ システムの先駆者である VCE 
は先頃、ハイブリッド クラウド導入の迅速化と簡素化に重点を置
いた、ポートフォリオの大幅な拡充を発表しました。

この発表における主要な点は、コンバージド インフラストラクチャ 
ソリューションの新しいファミリ、VxBlock System です。これに
は、従来のハードウェア エレメントと共にアプリケーション機能と
クラウド機能が組み込まれています。最初の VxBlock System で
は、ソフトウェア定義型ネットワーキング（SDN）のための Cisco® 
Application Centric Infrastructure（ACI）、Intel® Xeon® プロセッ
サ搭載の Cisco Unified Computing System™、EMC ストレージ、
および VMware 仮想化の機能が提供される予定です。

ACI は、低遅延および高帯域幅のリンクから成る、柔軟性、スケー
ラビリティ、および耐障害性が高いアーキテクチャを実現するネッ
トワーク ファブリックの上に構築されています。ACI ファブリック
は、管理の自動化、プログラム的なポリシー、および動的な「場所を
問わないワークロード」モデルへの業界の移行を支援するように
設計されています。

シスコのデータセンター ソリューション担当上級マーケティング 
マネージャ、Marcus Phipps はこう述べています。「仮想データセ
ンターとハイブリッド クラウド環境の出現により、ワークロードは
ポータブルにならなければなりません。またセキュリティ、ガバナ
ンス、およびコンプライアンス ポリシーは、自動化された方式でそ
れらのワークロードと一緒に移動させる必要があります。ACI は、

ソリューション

DESIGN ZONE への 
アクセス
利用可能なすべてのシスコ検証済みデザイン 
（CVD）を参照するには、Design Zone 
（cisco.com/go/cvd）にアクセスしてください。

シスコのテクニカル エンジニアリング マネージャである Chris O'Brien  
はこう述べています。「すべてはお客様のニーズに基づいています。
例えば、プライベート クラウドを検討しているお客様の場合、最大の
課題の 1 つはセキュリティです。このため、プライベート クラウドの
セキュリティに特化した 3 ～ 4 つの CVD を開発しました。」

設計は慎重に策定され、徹底したテストが行われ、すべてが文書化
されていることをお客様に確信していただけるように、1 つの CVD 
の開発に、4 ～ 6 ヵ月、約 2,000 時間をかけます。

O'Brian はこう続けます。「どの環境もそれぞれに独特であり、IT アー
キテクトはやはり必要です。CVD はベース プラットフォームのセット
アップに伴う複雑さと混乱を軽減してくれます。」

シスコ検証済みデザイン： 
成功への青写真

テクノロジー インフラストラクチャをつなぎ合わせるのは複雑な
プロセスです。それには、コンピューティング、ネットワーク、スト
レージのシステムが含まれ、管理およびアプリケーション ソフト
ウェアも関係しています。幸いにも、役に立つ青写真があります。

シスコ検証済みデザイン（CVD）と呼ばれるこれらの青写真は、よ
くある疑問に答え、ベスト プラクティスを強調し、インフラストラク
チャ環境のセットアップの手順を示します。

「状況が複雑になるほど、支援を必要とする人の数は増えます」と 
Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®）ソリューション 
エンジニアリング担当ディレクターの Siva Sivakumar は述べます。
「CVD は、顧客がインフラストラクチャの基本要素をまとめ、より迅
速かつ信頼性が高く、完全に予測可能な導入を実施するのに役立っ
ています。」

また、CVD はさまざまなソリューション、ニーズ、使用例のガイダンスを
提供します。一部の CVD は、ミッション クリティカルなソフトウェア
の最適化に重点を置いています。プライベート クラウド、仮想デスク
トップ インフラストラクチャ、ビッグ データ、およびブランチ オフィ
ス コンピューティングの構成を提供する CVD もあります。

Sivakumar は「使用するハードウェアとソフトウェアに応じて、多数の
選択肢と複数のオプションがある」と述べ、Intel® Xeon® プロセッサ
搭載の Cisco UCS だけでも 50 以上の CVD があることを指摘して
います。

ソリューション

VCE + ACI： 
ハイブリッド クラウド用にビルド

人気の高いビジネス使用事例（プライベート クラウド、ビッグ デー
タ、仮想デスクトップ インフラストラクチャ）を中心とするものもあ
れば、Microsoft、SAP、Oracle などのミッション クリティカルなソフ
トウェアの導入に基づくものもあります。組織は、さまざまな統合シ
ステムとストレージ オプション（FlexPod（NetApp）、VCE Vblock 
System、Hitachi Unified Compute Platform Select、Nimble 
Storage SmartStack、VersaStack（IBM）、EMC VSPEX など）から
選択することができます。

シスコのデータセンター ソリューション担当上級マーケティング 
マネージャ、Marcus Phipps はこう述べています。「最も一般的な
使用例、アプリケーション、ストレージ プラットフォームがすべてカ
バーされています。これらはすべて IT 運用を簡素化し、オーケスト
レーション、自動化、そして TCO （総所有コスト）をより良いものと
します。」

統合インフラストラクチャ システムは、選択肢と柔軟性を提供して
いるだけでなく、IT 導入を簡素化します。つまり、データセンター環
境をゼロから計画、設計、サイジング、構築、テスト、安定化、そして
最適化する時間とコストを大幅に削減します。一般に数 ヵ月かか
る作業を、数週間または数日間に短縮できます。

「データセンターの複雑さと総所有コストを削減すること、さらに
重要な点としてビジネスを推進する新しいアプリケーションとサー
ビスの導入を加速させることを目標としています。」と Phipps は述
べています。

このようなシステムがもたらすメリットは非常に強力です。Intel® 
Xeon® プロセッサを搭載した Cisco Unified Computing System™  
（Cisco UCS®）では、例えば、平均して導入時間を 84 %、配線コス
トを 77 %、電力および冷却コストを 54 %、管理コストを 61 % 削
減できます。

Phipps はこう述べています。「すぐに IT 運用のスピードを上げ、コ
ストを削減することができます。たいていは完全に統合されている
サポートが付いており、疑問や不明な点がある場合に問い合わせ
る電話番号は 1 つだけです。」 

また、統合インフラストラクチャ システムは、継続的な成長と機能
強化のロードマップを示します。

Phipps はこう述べています。「将来を見据えながら Cisco UCS を
設計しました。統合とオーケストレーションの価値を、ミッション ク
リティカルなアプリケーションから、グローバルに接続したクラウ
ド環境に広げていけるので、アプリケーション セントリック インフ
ラストラクチャとハイブリッド クラウド導入の次の段階に進む用意
ができています。」
1 Gartner̶Cisco IT, “Data Center Cost Portfolio”

Cisco UCS 統合インフラストラクチャの進化と重点分野に
関するホワイト ペーパーについては、UnleashingIT.com の
リソース センターにアクセスしてください。

Cisco ACI および VCE Vblock の統合に関するソリューショ
ン概要については、UnleashingIT.com のリソース センター
にアクセスしてください。



 Unleashing IT     76     Unleashing IT

Chad Eckes 氏は、2014 年の始め頃に Wake Forest Baptist 
Medical Center の副社長兼最高情報責任者に着任した際、さまざ
まなシステムが時代遅れで適切に接続されていないことに気付き
ました。8 つのストレージ エリア ネットワークによって柔軟性の低
いサイロが形成され、データ セキュリティは一貫した方法で処理
されず、利用できる容量が十分に活用されていませんでした。

Eckes 氏はこう述べています。「我々の IT チームの人材は非常に
限られています。このため、容量を拡張する前に、標準化と管理効
率の改善が必要でした。」

Wake Forest Baptist は、ダウンタイムによる悪影響を排除する必
要もありました。古い機器のアーキテクトが十分でなかったため、
その医療センターの IT システムの可用性は業界標準大幅に下
回っており、部門のサービス レベル契約にははるか遠く及んでい
ませんでした。

Wake Forest Baptist の最高臨床情報責任者である Dee Emon 氏
はこう述べています。「最近の業界の調査から、ダウンタイムに伴う
コストは医師 1 人あたり毎時 $480 であることが分かっています。
我々はスタッフとして 1,000 名近くの医師を抱えているので、ダウ
ンタイムが発生すると膨大なコストがかかってしまいます。」

また、これは患者の安全にも直接影響を及ぼします。電子カルテ、
患者のモニタリング、薬のスキャン、およびその他の臨床システム
がすべて Wake Forest Baptist のデータセンターに接続しており、
ダウンタイムが発生するたびに、臨床スタッフは 1980 年代の手作
業方式に戻らざるを得ませんでした。

「臨床の観点から言えば、稼働時間は 100 % でなければなりま 
せん。」と、Eckes 氏は述べます。

この医療センターのテクノロジー インフラストラクチャを更新し、 
強化するため、Eckes 氏は最近、Wake Forest Baptist のデータセン
ターに 6 台の Vblock System を導入しました。Intel® Xeon® プロ
セッサ搭載の Cisco Unified Computing System™、Cisco Nexus® 
スイッチ、EMC ストレージ、および VMware 仮想化ソフトウェアを備
え、事前に統合、テスト、検証された Vblock System は、短期間で導
入可能であり、優れたパフォーマンスと信頼性を発揮します。

Eckes 氏はこう述べています。「我々は、大規模なプラットフォーム
の変換を図り、マルチベンダーの世界から脱却する必要がありまし
た。Vblock によって、稼働時間、セキュリティ、管理の主な課題はす
ぐに解決されました。さらに、Vblock により強固な基盤が形成さ
れたので、そこから新たな機能を構築したり、新しいことを始めた
りすることができます。」

医療研究の発展へ

Wake Forest Baptist は、ノースカロライナ州ウィンストン セーレ
ムを拠点に置く、国内で定評がある総合アカデミック メディカル セ
ンターおよび医療システムで、医学部、有名な小児病院、研究およ
びテクノロジー センターと、提携病院、診療所、外来診療サービス、
およびその他の医療施設からなるネットワークで構成されてい 
ます。

新たな統合インフラストラクチャにより、Wake Forest Baptist では
最新のクラウド テクノロジーの活用が可能になりました。この医療
センターは、Vblock System 上に、セルフサービス プロビジョニン
グ ツールを提供する社内クラウドを構築しています。これは特に、プ
ロジェクト期間中にコンピューティング リソースとストレージ リソー

マルチベンダーの 
世界から脱却する  

エクスペリエンス

Wake Forest Baptist Medical Center は、時代にそぐわないテクノロジー 
インフラストラクチャを一新し、医療研究の最前線に立ちました。

VBLOCK の価値を測る
IDC によれば、Vblock System を利用している企業や
サービス プロバイダーは、データセンターの近代化を
推進し、プライベート クラウドのより効率的な立ち上げ
と拡大を可能にし、スピード、節約、シンプルさの点で継
続的なメリットを得るよい立場にあります。

詳細については、UnleashingIT.com リソース セン
ターにある IDC ホワイト ペーパーを参照してください。

Wake Forest Baptist の最新鋭のデータセンター

スをスピンアップする必要がある研究者にとって役立ちます。これま
では 2 ヵ月かかり、資本投資が必要であった作業が、すでに導入さ
れているシステムで数時間のうちに完了できるようになります。

また、これまで接続されていなかったさまざまなデータ サイロを
統合する新しいデータ レイクも開発しています。新しいハイブリッ
ド クラウド インフラストラクチャを利用することで、データ レイク
は、構造化情報ソースと非構造化情報ソースの両方を集中管理で
きる機会を提示しています。高い技術を持つユーザは、Hadoop な
どのツールを利用してデータを直接マイニングできるようになる
でしょう。その他のユーザには、データ レイクに接続する従来の
データ マートとウェアハウス システムによる分析がサポートされ
る予定です。

Emon 氏はこう述べています。「データ レイクにより、当機関は医療
研究の最前線に立つことができました。また、データ マイニングと
データ分析のために拡張された容量を所属研究者が使えるように
なりました。研究者は分析をこれまでよりずっと速く完了でき、当機
関のすべてのアプリケーションからデータにアクセスできます。現
在はそれほど頻繁に使用されていないアプリケーションからでも
です。集中型のクラウド ベース アーキテクチャがなければ、これは
達成できませんでした。」

Wake Forest Baptist は現在、ワイヤレスの患者モニタリング、遠
隔治療、通信医療など、新たな臨床サービスを検討しています。ま
た、この新しいテクノロジー システムと業務運用を、地方の診療
所、医療保険、医療提供者に合わせて調整しています。

Eckes 氏はこう述べています。「患者がどこにいても、最高の医療
ケアを提供したいと思っています。事前に統合され検証されたイン
フラストラクチャにより、テクノロジーの基盤を立て直し、医療、研
究、教育、新たなビジネス チャンスに迅速に取り組むことができま
した。」

Forest Baptist Medical Center のインフラストラクチャ移行を牽引し
た Dee Emon 氏（左）と Chad Eckes 氏。
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リソースの解放

「この環境により、状況が好転しました」と Rayda 氏は述べてい 
ます。

彼は、「IT 資本経費が 50 % 以上削減されました。つまり、それで
浮いた数百万ドルをビジネスに回すことができます。」と言います。
また、膨大な IT エンジニアリング リソースを、新しいサービスと機
能に専念させることもできます。

Rayda 氏はこう説明しています。「最大のネックは時間です。インフ
ラストラクチャの保守にかける時間が少なくなればなるほど、ビジ
ネスに直接関連する進歩に費やせる時間が多くなります。」

これまでに見られた進歩の中には、Prude のセールスチームの新
しいモバイル デバイスとアプリケーション、社員と顧客あるいは社
員同士がやり取りできる新しいコラボレーション機能、そして直接
的な研究、開発、販売活動に役立つ新たな分析プラットフォームが
あります。

Rayda 氏はこう述べています。「これまでは、このような新しい機能
の導入には、システム、スタッフ、そしてプロセスの追加が必要でし
たが、我々のデータセンターと IT 予算では賄えませんでした。今で
は、さまざまなレベルで成長できる余地があります。」

IT 部門の時間を 
取り戻す

「ビジネスのために最近どのようなことを成し遂げたのか」が問わ
れる世界では、テクノロジーにテコ入れした程度では良い返答を
することはできまん。しかし、複数のインフラストラクチャ環境がつ
ぎはぎになっている状態では、多少の改良と問題解決が標準的な
対応となる場合があります。60 年以上前に医師により設立された
製薬会社である Purdue Pharma L.P. のケースは、その一例です。

コネチカット州スタンフォードにある Purdue のデータセンター
で、つい最近までスペースと性能が不足しつつあり、よくあることで
すが、その問題解決にあたる人材も不足していました。データセン
ターの稼働に多くの時間とリソースが費やされていたため、ビジ
ネスの成長のために利用できる時間とリソースはほとんど残され
ていませんでした。

「多くのエンジニア達が、ラボに座り込み、解決策を練っていまし
た。サーバがクラッシュすれば、問題を突き止めて解決する、といっ
た具合です。」と Purdue の最高技術責任者である Stephen Rayda 
氏は振り返っています。「しかしこれは会社の成長にはつながりま 
せんでした。業務上の価値が見出されることはありませんでした。」

まずは統合から

Rayda 氏は、事前に統合され検証されたインフラストラクチャに
移行することで、Purdue のデータセンターの占有面積を縮小し、
かつシステム保守にかかる時間とコストを削減する機会を得るこ
とができました。Rayda 氏が選んだのは、Intel® Xeon® プロセッサ
搭載の Cisco UCS 統合インフラストラクチャ、EMC ストレージ、
および VMware 仮想化ソフトウェアをすべて備えた VCE Vblock 
System です。

Vblock に移行することにより、Purdue は 10,000 平方フィート
あったデータセンターの占有面積を 3,000 平方フィートに縮小し
ました。環境の 99% は仮想化されています。すべての更新と変更
は VCE により管理されるため、インフラストラクチャは可能な限り
人手がかからないものになっています。

「シスコと Vblock から得られた 仮想環境の性能とサポートによ
り、環境を統合しながら、アプリケーション パフォーマンスを向上
させています。」と Prude のシニア IT リーダー、Manish Gupta 氏
は語ります。

SAP ソフトウェア、Oracle データベース、Microsoft SharePoint を
はじめとする多数のエンタープライズ アプリケーションが、Prude 
の複雑な業務運用を支えています。これらのアプリケーションを新
しい Vblock System で稼働することで、アプリケーションの応答
所要時間が 70 % も上昇するという、パフォーマンスの「大幅な向
上」がみられたと Gupta 氏は述べています。

Purdue Pharma はいかにしてその焦点を IT 保守からビジネス推進へ
と移行できたのでしょうか。

ソリューション プロファイル
Hitachi Compute Platform Select for VMware 
vSphere with Cisco UCS のソリューション プロファイ
ルについては、UnleashingIT.com のリソース センター
にアクセスしてください。

「事前に検証、統合されたソリューションを導入したことで、セキュ
リティとマネージド サービスがすでにフェデラル クラウドに組み
込まれているという安心を得ることができ、また認証を取得し、お
客様が期待するメリットをより迅速に提供することができました。」
と Nemoto 氏は語ります。

CGI クラウドでは想定外の状況は起こらない

CGI のアプローチでは、既存のアプリケーションをクラウドへ移
行する前に必要な変更を判断する、レディネス アセスメントが行
われます。INTEL® XEON® プロセッサ搭載の CISCO UNIFIED 
COMPUTING SYSTEM™（CISCO UCS®）の機能を利用して、IT 運
用サービス（パッチ適用、スキャン、モニタリングなど）をベース ク
ラウド製品に組み込んだため、顧客にとって予期しないコストが発
生することはありません。

Nemoto 氏はこう述べています。「クラウドによって IT 運用モデル
が一変するわけではないことを覚えておくことは重要です。クラウ
ドは、IT を提供する新たなメカニズムなのです。連邦政府のユー
ザは安心感を得る必要があります。クラウド プロバイダーとパート
ナーを組み、単にアプリケーションを動かすのではなく、クラウドを
活用できる仕方でアプリケーションを設計することで、安心させる
ことができます。」

当初、政府のクラウド導入は一般向けの WEB サイトや、「誰にでも
できる操作」を対象としていました。最近では、各機関はミッション 
クリティカルなアプリケーションへと移行しています。

Nemoto 氏はこう述べています。「まず、国防省などに必要とされる
より高いレベルのセキュリティを導入することから始めましたが、
さらに重要な点は、顧客へのリスクを最小限に抑えるために、非常
に効率化されたサポート モデルを必ず使用することです。統合イ
ンフラストラクチャでこれを実現できました。」

政府機関の間では、クラウドへの移行は即時に効果をもたらすと
いう認識が広がっています。しかしそれは、まるで最新の流行ダイ
エットが約束している成果のようなものです。「それは単純な場合
に限りますね。」と語るのは、CGI Federal Inc. の Cloud Practice 
担当リーダー兼ディレクターの John Nemoto 氏です。同社は CGI 
Group Inc の米国での完全所有子会社です。

Nemoto 氏はこう述べています。「レガシー システムの所有者が、
移行しただけではクラウド コンピューティングのすべてのメリットを
自動的には享受できないことがわかった時に失望する姿を何度も
見てきました。現実には、柔軟性などのクラウドの機能を利用する
には、アプリケーションをそのように設計しなければなりません。ま
たコンプライアンス、ガバナンス、セキュリティなどの既存のすべて
の運用サービスも引き続き扱う必要があります。」

CGI Federal は、Federal Risk and Authorization Management 
Program（FedRAMPSM）Joint Authorization Board の Provisional 
Authority to Operate（P-ATO）を取得した初の大規模システム イ
ンテグレータであり、FedRAMP セキュリティ要件に適合したクラ
ウドへの連邦政府の業務の移行を手掛けた初の企業です。現在、
CGI Federal がホストするフェデラル クラウド環境は、多数の合衆
国および州の政府機関（米国共通役務庁、米国国土安全保障省、
米国環境保護庁、連邦通商委員会など）に利用されています。

CGI Federal が早い段階で成功した理由の 1 つは、提供するすべて
のクラウド サービスのベースラインに「ミッション クリティカル」を採
用すると決めたことにあります。このため、同社は Cisco UCS 統合イ
ンフラストラクチャ、Hitachi Data Systems ストレージおよびプロビ
ジョニング、VMware 仮想化プラットフォームを 1 つのソリューション
に統合する Hitachi Unified Compute Platform を採用しました。

ワークロードをクラウドに移行する
ことは、単なるコスト削減のための
リフト アンド シフト作業ではあり
ません。信頼できるパートナーを必
要とする全体的な改革なのです。

エクスペリエンス

フェデラル クラウドを 
運営する

Vblock System の詳細については、UnleashingIT.com 
リソース センターにあるソリューション概要を参照してく
ださい。
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標準化され検証されたインフラストラクチャで、ネブラスカ州の Madonna 
Rehabilitation Hospital は、ビジネスを拡大し、そして患者治療する能力も広げました。

定評のある著名な施設へと発展しました。身体障がいを持つ子
供と大人に治療を提供し、怪我した人の復職を支援し、地域およ
び全国の病院との協力関係を築いています。直接行う患者ケア
の他に、Madonna の Institute for Rehabilitation Science and 
Engineering では新しい手法やテクノロジーによる医療リハビリ
テーションの向上のための研究が進められています。

これらの業務にはすべて、堅牢な IT インフラストラクチャが必要
です。現在のビジネスと臨床運用に対応するだけでなく、今後の事
業拡張、リハビリテーションと研究の強化、新しい患者サービスに
も対応できるインフラストラクチャが必要なのです。 

米国中部にある Madonna Rehabilitation Hospital は、外傷性脳
損傷、脊椎損傷、脳卒中、肺疾患からの回復期にある患者を対象
に、公園のような施設で居住型サービスを提供しています。ネブラ
スカ州リンカーンの 23 エーカーの敷地には、静かな花園、日当た
りのよい中庭、のどかな歩行路が広がり、その中に最新鋭のテクノ
ロジーを導入した施設があります。

「革新的なテクノロジーと先進医療に投資したことで、リハビリ
テーションのあり方が変わりつつあります。」と語るのは、Madonna 
の副社長兼 CIO の C. David Rolfe 氏です。「我々の役割は、患者
さんの生活再建です。」

過去 50 年にわたり、Madonna は小さな養護施設から、専門の
リハビリテーション プログラムと研究の分野において、全国的に

エクスペリエンス

生活再建を支援する 
IT インフラスト 
ラクチャの構築

Madonna の IT 管理チーム（左から Bob Heydon、C. David Rolfe、Roberta Steinhauser）は、最先
端のテクノロジーを導入し、患者ケアを改善したのです。　

FLEXPOD での標準化

Madonna がその IT インフラストラクチャの標準化で使用し
た FlexPod は、Intel® Xeon® プロセッサ搭載の Cisco Unified 
Computing System™ および NetApp ストレージを特徴とする、コ
ンピューティング/ネットワーキング/ストレージの統合ソリューショ
ンです。

Madonna の ホスピタル アプリケーション担当ディレクターである 
Roberta Steinhauser 氏はこう述べています。「FlexPod により、こ
れまでは不可能だった多くの処理が可能になりました。これには、
臨床医向けのモバイル アプリケーション、医療アプリケーション、
データのプライバシーとセキュリティ、患者モニタリング、応答など
があります。」

このインフラストラクチャがすべてのビジネスと臨床の業務を支え
ています。これには、看護チーム、理学療法チーム、作業療法チー
ムの間で患者ケアをコーディネートする拡張電子カルテ（EMR）シ
ステムが含まれます。また、患者の発話と意思伝達を促進する支援
技術、リハビリテーション研究のための歩行/運動研究施設、およ
び患者の予後に大きな違いをもたらす特殊設備も、このインフラ
ストラクチャにより支えられています。

Rolfe 氏はこう述べています。「我々の IT インフラストラクチャは、
患者モニタリングと患者への対応の改善、研究とリハビリテーショ
ン手法の発展、そしてすべての患者さんに対し、適時に正しい治
療を提供するための基盤となっています。すべてが患者さんを中
心に設計されています。」

ビジネスと容量の拡大

専門知識とサービスの需要が高まっていることを受け、Madonna 
は現在、2016 年秋に開業予定の新しいリハビリテーション病棟を
オマハに建設中です。この新しい病棟にも同等の FlexPod が導入
され、アプリケーションとデータを共同で活用できるようになりま
す。新しいビデオ機能により、リンカーンとオマハの施設の臨床医

が、両施設間を行ったり来たりすることなくコラボレーションできる
ようになります。

Madonna のテクノロジー サービス担当ディレクターである Bob 
Heydon 氏はこう述べています。「2 か所の施設間で円滑にコー
ディネートできる必要があります。両方の施設に FlexPod を導入

アナリストの考察を 
参照する
Forrester Total Economic Impact Report および 
FlexPod に関する ESG ホワイト ペーパーについて
は、UnleashingIT.com のリソース センターにアクセス
してください。

することで、ビジネスと臨床の業務を連携でき、この 2 軒の病院で
リソースと専門知識を共有できます。」 

それは、治療と患者の予後の向上につながります。また、選択およ
び分析できるデータの量が拡大します。

Steinhauser 氏はこう述べています。「情報を収集し、その情報を
利用して提供する治療を継続的に調整、改善できる機会が無数
にあります。間もなく、予測分析と事前対応型の治療のために
データを利用する予定です。これは大きな飛躍です。」

また Madonna では、ビデオによる 24 時間体制の患者モニタリン
グなどの新たな機能を使用して、緊急のリハビリテーション介護体
制が整っていない医療提供者との新しい連携を築いていくことを
検討しています。

Heydon 氏はこう述べています。「我々のインフラストラクチャは、
事業拡大、新たな臨床アプリケーション、そして新たな患者サービ
スの導入を助けてくれるでしょう。わたしたちの適応力は向上しま
す。ビジネスや臨床の観点から何が必要になるかを必ずしも把握
しているわけではありませんが、分かった時点で迅速に対応でき
ることは重要です。今はそれが可能なのです。」

Rolfe 氏はこう述べています。「非営利病院では、IT 担当員を多数
雇用することはできません。このインフラストラクチャなら、今ある
機能を向上させ、少人数のチームで患者ケアを改善することがで
きます。」

これは、病院に導入されるテクノロジーの増加、研究とデータ分析
の向上、新たなサービスを意味します。そしてそのすべては、患者
の自立を促すことに重点を置いています。

「すべてが患者さんを中心に設計されています。」（Madonna の C. David Rolfe 氏談）

Madonna の新しいオマハ病棟は、2016 年秋の開業を予定しています。
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Nimble の統合インフラストラクチャ アプローチは、コンポーネントの 
効率性を損なうことなく管理を簡素化しています。

Wildhorse の情報システム担当ディレクターである Lente 氏は、
リゾートは決して眠ることがないという点に触れ、「要件はダウ
ンタイムなしで稼働することでした。それが、統合インフラストラ
クチャ ソリューションを検討、評価し始めた時の重要な要素でし
た。」と語ります。

Melodie Lente 氏は、オレゴン州ペンドルトンの Wildhorse Resort 
& Casino の IT 部門に加わったとき、顧客情報を収集し、ミッショ
ン クリティカルなシステムをサポートし、究極のエンターテイメン
ト体験を提供する応答型ネットワークに投資することにしました。
その結果 Lente 氏は統合インフラストラクチャを導入することとな
り、現在 Lente 氏率いる 6 名の小さな IT チームは大きな成果を
収めています。

マルチベンダー 
の組み合わせ

エクスペリエンス
オレゴン州のブルー山脈の麓にある Wildhorse は、客室数 300 の
ホテル 1 軒、18 ホールのゴルフコース、5 つのスクリーンからなる
シネマコンプレックス、キャンピングカー用駐車場、5 軒のレストラ
ン、24 時間営業のラスベガス スタイルのカジノを運営しています。
スロット マシンから、販売時点情報管理アプリケーションやバック
オフィス アプリケーション、VoIP 電話、デジタル サイネージ、カジ
ノ管理、テレビ システムにいたるまで、すべてがコンピュータ ネッ
トワークによってサポートされています。

Wildhorse の業務システムを支えるために必要な、高速かつ大
容量のストレージと俊敏性に優れた仮想サーバを導入するた
め、Lente 氏は、Intel® Xeon® プロセッサ搭載の Cisco Unified 
Computing System™（Cisco UCS®）を備えた Nimble Storage 
SmartStack ソリューションを選択しました。

Wildhorse のネットワーク マネージャ、Andy Dougherty 氏はこう
述べています。「当社の需要に迅速に対応し、操作がシンプルで、
チーム メンバーがアプリケーションの専門家またはネットワーク
の専門家のいずれであっても、簡単にストレージを設定できるよう
な、強力なソリューションが必要でした。少人数の担当員で膨大な
作業に対応しなければなりませんが、停止することがなく管理が容
易な優秀な機器を購入したおかげで、それができました。」

価値創造の時間を短縮

Nimble CEO である Suresh Vasudevan 氏はこう述べています。
「『困難な処理』を減らす手段として、事前に統合、検証されたイ
ンフラストラクチャ ソリューションに注目する企業が増えています
が、Wildhorse もその 1 つです。

このアプローチはお客様の共感を呼んでいます。各コンポーネン
トの効率性を損なうことなく、シンプルに管理するという要件に、
我々が取り組んでいるからです。」

核となる SmartStack ビルディング ブロックには、Nimble の適応
型フラッシュ ストレージ アレイと、Cisco UCS 統合インフラスト
ラクチャが含まれています。Nimble は特定のワークロード（デスク
トップ仮想化、サーバ仮想化、プライベート クラウド、ビジネス クリ
ティカルなアプリケーション、データ保護、Oracle データベースな
ど）に応じてソリューションを調整するため、業界大手の複数のベ
ンダーと提携しています。

中堅規模の顧客にとっては、インテグレーション（統合）専門技術
者に対価を支払う必要がないという大きなメリットがあります。一
方、大企業の場合は、サポートに関連するリスクを削減する手段と
して統合インフラストラクチャを検討しています。クラウド サービ
ス プロバイダーも、一律的なサービス導入方式のメリットを得るこ
とができます。

概して、この方式で、導入時間を短縮し、IT 生産性を向上させ、ダウ
ンタイムなしで性能と容量を個別に拡大できることに、お客様は気
付いています。これは、SmartStack のアプローチとハイパー コン
バージド インフラストラクチャとの大きな相違点の 1 つです。

テクノロジー管理コンサルタントである Keith Townsend 氏の最
近のレポートによると、ハイパー コンバージド システムは、微調整
できない点が大きな短所になっています。

Townsend 氏はこう記述しています。「ストレージの拡大とパフォー
マンスの調整は、ほとんどの組織にとって悩みの種です。クラスタ

のストレージが不足していて、コンピューティングは足りている場
合でも、別のアプライアンスを追加することで全体的なコンピュー
ティング性能をアップグレードする必要があります1。」

Nimble SmartStack ソリューションは、ストレージ、コンピューティ
ング、ネットワーク、仮想化の各層を個別に管理し、かつ統合型管
理機能を備えています。

Vasudevan 氏はこう述べています。「Nimble とシスコのコラボ
レーションで始まったものが、今ではエンジニアリングとサポートを
シームレスにつなぐ真の技術統合となりました。」

シームレスなサポート

コロラド州の Breckenridge Grand Vacations は、4 か所の独立系
リゾート物件を運用するタイムシェア開発業者であり、最近 Cisco 
UCS と VMware を備えた Nimble SmartStack に移行しました。
IT 運用担当マネージャの Scott Brits 氏は、すべてが円滑に稼働
しており、特定のベンダーに難癖をつける必要はまったくないと
述べています。

「このソリューションは順調に稼働しています。製品の相互連携に
は非常に満足しています。」と Britz 氏は語ります。

同社の「重要な」アプリケーションは、共同所有リゾートに特化し
た物件管理ソフトウェア スイートです。このソフトウェア スイート
は Microsoft Exchange で稼働し、SQL バックエンドによりサポー
トされる Web サービスをホストします。

Britz 氏によると、統合インフラストラクチャへの移行後、
Breckenridge の 5 人編成の IT チームは、「ユーザの作業を中断
することなく」ストレージと CPU の拡張が容易になったことを実
感しています。「新しいサーバのスピンアップ、処理能力の追加、ス
トレージの拡張をほんの数分で完了できるようになりました。」 

1  http://www.techrepublic.com/article/hyper-converged-systems-what-you-need-to-know-
about-this-hot-virtualization-topic/

インフラストラクチャ導
入にかかる時間の短縮、
スケーラビリティの向上
コンピューティング、ファブリック、ストレージ、および
仮想化の統合にモジュール型ビルディング ブロック
方式を採用することで、IT チームはインフラストラク
チャの導入にかかる時間を短縮し、時間の経過と共
に拡大することができました。これにより、ニーズの拡
大に伴い数千台の仮想デス クトップと数百台の仮想
サーバに対応できるようになりました。

詳細については、UnleashingIT.com リソース セン
ターにある SmartStack ソリューション概要を参照し
てください。
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実り豊かなビジネスの 
成長を促進

「これにより、これまでは予算的に実現できなかった事柄に、予算を
充てることができます」と Shave 氏は指摘します。

性能と使用率の改善

強力なコンピューティングとネットワークのプラットフォームに最
新のストレージ テクノロジーを組み合わせた結果は、実装にかか
る時間の短縮化やコスト削減にとどまらず、パフォーマンスも向上
させることができます。

Shave 氏はこう語ります。「フラッシュのような現在の高速ストレー
ジ テクノロジーと、コンピューティングおよびネットワーク システ
ムが緊密に連携すれば、より高いパフォーマンスを発揮します。分
析ベースの管理機能によりデータ配置を自動化できます。そうする
と、さらにパフォーマンスが上がります。」

ストレージ資産の使用率は、従来は平均約 35 % ですが、これも改
善できます。

Shave 氏はこう述べています。「Storwize は、リアルタイム圧縮とス
トレージ仮想化を組み合わせることで、使用率の低さの問題を解
決しました。同じインフラストラクチャで保存できるデータの量は
最大で 5 倍増となり、TCO 削減に大きく貢献しました。」

シスコのデータセンター ソリューション担当副社長、Satinder Sethi 
はこう述べています。「VersaStack は、双方のお客様が、IT インフラ
ストラクチャの導入と運用を合理化するうえで役立ちます。また、シ
スコと IBM の間でイノベーションを進める基盤となります。モバイ
ル、データ分析、インタークラウド、アプリケーション セントリック イ
ンフラストラクチャなどを共同開発していけるでしょう。」

データセンター 
の変革を促進

クラウド、ビッグ データ、Internet of Things によりデータセンター
の現代化が進む中、シスコと IBM は先頃、Intel® Xeon® プロセッ
サ搭載の Cisco UCS と IBM の Storwize 階層化ストレージ ソ
リューションを組み合わせた新しいソリューション、VersaStack を
発表しました。

IBM Corp のストレージ営業部門であり、VersaStack、ビッグ デー
タ、および分析を担当する Ian Shave 氏は、「特にここ 2 年で、実装を
容易にする大きな動きがありました」と語ります。

IT 部門が、サーバ、ストレージ、ネットワーク機器を個別に購入し、 
数 ヵ月かけてこれらのコンポーネントをまとめるよりも、VersaStack  
のような統合インフラストラクチャ システムにすれば素早く展開す
ることができます。また、多くの場合、大幅なコスト節約にもなりま
す。Shave 氏は、VersaStack は従来の環境に比べ、5 年間で総所
有コスト（TCO）を 62 % 削減できると述べます。

エクスペリエンス

Agro-Culture Liquid Fertilizers は、新
しい統合インフラストラクチャを使用
して、継続的な成長をサポートし、ビ
ジネス遂行能力とカスタマー サービ
スを向上させています。

り、AgroLiquid の IT 環境内の仮想化率は 100 % 近くまで上昇し
ました。副次的な効果として、同社のデータセンターの占有面積を 
75 % 縮小し、それに付随する電力、冷却、ケーブル配線のコストを
削減できました。

「ビジネスの成長に伴って容易に拡大でき、複製可能な環境を構
築できることを知って、VSPEX が非常に魅力的な選択肢になりま
した。」と Dunn 氏は語ります。

また、これは数多くの新たなサービスと性能を可能にしました。 
AgroLiquid は、全社規模で仮想デスクトップに移行し、シスコの音
声/ビデオ/テレプレゼンスのソリューションを利用してコラボレー
ションを強化しています。また、商品発注、アカウント詳細設定、レ
ポート機能が組み込まれたセルフサービス ポータルを導入し、カ
スタマー サービスの向上を図っています。

「当社はテクノロジーの使用の面で農産業界をリードしています」
と Dunn 氏は語ります。

同社は、液体肥料研究開発分野のリーダーでもあります。 
AgroLiquid は米国最大級の農業研究機関の 1 つであり、新しい 
VSPEX システムは、同社のデータ管理と分析機能をさらに強化す
る機会を生み出しました。

Dunn 氏はこう述べています。「これまでに VSPEX でさまざまなこ
とが達成してきました。データセンターの管理の仕方も大きく変わ
りました。堅牢な IT プラットフォームと、ベンダーとの強力な提携
関係があるので、アグレッシブな成長と変化する顧客の需要に対
応できることを確信しています。」

Agro-Culture Liquid Fertilizers のビジネスは、過去 15 年間にわ
たり成長を続けてきました。ミシガンを本拠地とする同社は、過去 
15 年間にわたり 20 % の年間成長率を維持しており、新しいゴー
ルド LEED 認証を取得した本社の施設と、複数の州に点在する支
社、そして国内でも有数の農業研究施設の 1 つを支えるため、アド
バンスド テクノロジーを必要としていました。

AgroLiquid のネットワーク マネージャ、Tracy Dunn 氏はこう述べ
ています。「オーナーは、テクノロジーについては常に進歩的です。
当社がテクノロジー トレンドの最前線に立ち続け、すべての施設で
生産性とコミュニケーションの改善する方法を常に探っている誇りを
感じています。」

このためには、基本的に堅牢なコア インフラストラクチャが必
要です。サービス プロバイダーである Sentinel Technologies 
の協力と指導の下、AgroLiquid は最近、VSPEX Converged 
Infrastructure システムをデータセンターとディザスタ リカバリ  
サイトに導入しました。

コストを減らしビジネス遂行能力を上げる

Intel® Xeon® プロセッサ搭載の Cisco Unified Computing 
System™、Cisco Nexus® スイッチ、EMC ストレージ、および 
VMware 仮想化ソフトウェアを備えた VSPEX システムによ

ソリューション概要の 
入手
EMC VSPEX のシスコ ソリューションについて詳し
くは、UnleashingIT.com のリソース センターにアク
セスしてください。

VersaStack の詳細については、UnleashingIT.com リソー
ス センターにあるソリューション概要を参照してください。

詳細情報
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“Internet of Everything” は、あらゆるビジネスの状況を変えていきます。UCS Server ソリューションは、
どこでもデータセンターのパフォーマンスを発揮します。モバイル アプリケーションや分析を実行します。
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