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概要 
 
 

新たなタイプのアプリケーションをサポート 
• Cisco UCS® M シリーズ モジュラ サー

バは、分散型アプリケーションを多数の

ベアメタル サーバで処理する（クラウド

規模）環境を提供するように設計され

ています。 
 

費用の削減 
• ワットあたり、コストあたりのパフォーマン

ス向上、スペース、電力、冷却の要件の

低減など、最大限の投資効果が得られ

ます。 
• モジュラ設計により、電源ユニット、冷却

の仕組み、I/O、および管理インフラスト

ラクチャを保持しながら、CPU とメモリ

要素を最新技術に更新・追加できるた

め、無駄が生じません。 
 

期間短縮の価値 
• 統合管理には、GUI、コマンドライン イン

ターフェイス（CLI）、またはオープンで

プログラム可能な XML API など、複

数手段が用意されており、Cisco UCS 
ドメインあたり最大 320 台のサーバを

導入できます。 
• 処理要件に適したサーバ定義を作成し、

インフラストラクチャの規模を最適化でき

ます。 
 

サービス レベル契約（SLA）に簡単

に対応 
• ポリシーベースのサーバ定義により、

インフラストラクチャ全体で一貫した 
Quality of Service（QoS）設定の割り

当てが可能です。 
• 価値とパフォーマンスを自由に組み合わ

せ、ニーズに合わせてインフラストラク

チャを最適化できます。 

同時複数処理のような新たなアプリケーション 
タイプがデータセンターに移行されつつありま

す。これらをサポートできるように、シスコでは

新しいクラスのサーバを開発しました。 
 

従来型サーバの課題 
データセンターにおけるエンタープライズ アプリケーションのサポート実績が増すにつ

れ、効率も向上しています。今までは、仮想化クラスタを構成するサーバ プールで多数

のアプリケーションを実行してきました。そして、サーバごとに多数の仮想マシンを配置

することで、アプリケーション コンポーネントを複数の強力なシステム間で分散していま

した（図 1）。この共通モデルを通じて可用性を向上させることで、使用率レベルを上げ

てきました。 

 
新しいアプリケーション タイプ 
新しいアプリケーション タイプは、まったく反対のこと、つまり同じワークロードを多数の

ベアメタル サーバで実行することが要求されるため、この共通モデルで対応することは

困難です。 
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（図 2）。シスコでは、こうした傾向をクラウド

規模のコンピューティングと呼んでいます。

このモデルを必要とするアプリケーションで

は、サーバの増加、ロード バランシングと

可用性によって、自身のパフォーマンスを

管理します。これらのアプリケーションはマ

ルチサーバを認識し、障害が発生した場合

でも高度な復元力が確保されています。ハ

イエンド サーバと仮想化環境が大規模にな

る一方で、ユーザは小さな環境を求めてい

ます。 
 
クラウド規模のコンピューティングを必要と

するアプリケーションはすでに身近な存在

になっています。そのようなアプリケーション

には、モバイル デバイス、モバイル ワー

カー、ビジネス トランザクション、高度な並

列化機能などをサポートする、次のような

バックエンド運用が含まれます。 

• オンライン コンテンツ配信：Web プレ

ゼンテーション層、メディア ストリーミン

グ、キャッシングを含む 

• モバイル アプリケーション：マップ デー

タやその他の時間的制約があるインタ

ラクションを配信する、バックエンド 
サーバなど 

• クラウドおよびインターネット ホスティン

グ：真の専用ホスティングを実現 

• 俊敏な開発環境：ソフトウェア開発者が

必要とするベアメタル サーバを提供 

• ゲーム アプリケーション：強力なサーバ

がホストするゲーム ルームをプレーヤー

に割り当て 

 
 
こうしたサーバをすばやく簡単に導入すると

ともに、従来のサーバ（3 ～ 5 年）よりも頻

繁（18 ヵ月）なサーバ更新サイクルをサポー

トするコスト モデルが求められています。 
 
現行の製品でクラウド規模のアプリケー

ションのニーズへの対応に取り組んでも、

次のような理由から、これらの顧客のニー

ズに十分に対応できません。 
 
 
 

• ベンダーは従来のサーバ パッ

ケージの小型化に注力しました

が、コンピューティング モデルの

簡素化は行いませんでした。その

ため、各コンポーネントがスケー

ルダウンされて CPU の性能とメ

モリ容量が低下し、オンボード I/O 
サブシステムとディスク ドライブの

パフォーマンスも低下しました。こ

のアプローチでは、サーバの更新

時に大きな無駄が生じます

（図 3）。 
• 従来のブレード サーバと同様に、

電源と冷却ファンは共有されます

が、それ以外はほとんど共有され

ません。パッケージは改善されて

も、結果的にボックス型ラックのブ

レード シャーシの課題はそのまま

であり、省スペース化は図れます

が複雑性は変わりません。 

 

市場のギャップ 
 

当社のお客様は、クラウド規模のアプ

リケーションをサポートするには新しい

クラスのサーバ製品が必要であること

を認識されています。一般的なエン

タープライズクラス サーバによく見ら

れるメモリ容量、仮想化のサポート、

信頼性、可用性、サービスアビリティ

（RAS）機能などのすべてを必ずしも必

要としないベアメタル アプリケーション

用では、比較的価格の低い大量の

ローエンド サーバが求められています

（表 1）。 
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• 障害が発生したシステムを交換する

場合は、従来のサーバと同様に、

シャーシからサーバを取り外し、デー

タをコピーするか、ディスク ドライブ

を新しいサーバにスワップし、I/O お
よび BIOS の設定を行うことになり

ます。アプリケーションにとっては単

に新しいコンピューティング モジュー

ルの組み込みが必要な場合でも、こ

のプロセスは手動で複雑なものであ

り、時間がかかります。 
 

• パッケージを小型にすると、ネット

ワークごとのケーブルの分離、ケーブ

ル間の容量の固定パーティショニン

グ、I/O 制限（一般的にサーバあたり 
1 Gbps）など、ケーブル接続の問題

が生じます。 
 

• 管理モデルでは、数百または数千も

のサーバを十分に管理することがで

きません。 
 

• コンポーネント（I/O およびストレージ 
デバイス）を複数世代の CPU にわ

たって保持できたとしても、新しい世

代に交換するたびにすべてのサー

バについて費用が発生することか

ら、サーバのコストは増大します。 
 
Cisco UCS M シリーズ 
モジュラ サーバの導入 

 
シスコは Cisco Unified Computing 
System™（Cisco UCS®

）を設計して、コン

ピューティングに対する業界の認識を変え

ました。現在では、業界で一般的であった

固定構成のサーバではなく、目的のワー

クロードをサポートするためにオンデマン

ドで構成できる、柔軟なリソース プールを

提供しています。 

 
このような柔軟性は、サーバのアイデン

ティティ、構成、および接続特性を抽出し、

サーバをステートレスにすることで実現し

ています。サーバの状態がソフトウェア モ
デルに抽出されることで、システムに組み

込まれた管理システムを使用して、サーバ

を自動構成するポリシーを作成できるよう

になります。Cisco UCS サービス プロファ

イルまたは Cisco UCS サービス プロファ

イル テンプレートには 100 を超える状態

変数が保存されているため、任意のサー

バに状態を自動的に割り当てることができ

ます。100 台のサーバでも、1 台のサーバ

を扱うように簡単に構成できます。 
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Cisco UCS M シリーズ モジュラ サーバで

はこのアプローチをさらに進めて、サーバ 
コンポーネントを分離しています。CPU、メ

モリ、I/O デバイス、オンボード ディスク容

量などのコンポーネントを、Cisco UCS 
サービス プロファイルで定義されたポリ

シーに従って統合できます。 
 
これにより、自動化されたポリシーベー

スでクラウド規模のサーバを導入するこ

とが可能になり、サーバを構成するリ

ソースの使用方法も詳細に制御できま

す。この新しいアプローチは、使い慣れ

た Cisco UCS Manager GUI、XML 
API、CLI と、Python および Microsoft 
Windows PowerShell スクリプトで導入

できます。これは次の要素によって可能

になっています。 
 
• 新しい Cisco UCS シャーシ：デュ

アル 40 Gbps ユニファイド ファブ

リック接続により、2 ラック ユニット

（2RU）だけで最大 16 台のサーバ

をサポートします。シャーシのミッド

プレーンでは、32 レーンの 
Generation 3（Gen3）PCI Express
（PCIe）接続がサポートされ、複数

のカートリッジに分散されます。 

 

• 単一の共有インフラストラクチャ：サーバ

単位ではなくシャーシ単位で共有しま

す。これには、ネットワーク インターフェ

イス カード（NIC）やローカル ディスク、

また外部共有ネットワーク ストレージへ

の接続（図 4 のグレーの部分）をサポー

トする、電源ユニット、冷却、管理、およ

び I/O などのインフラストラクチャが含ま

れます。 

• 単一の統合管理：I/O デバイスの数とタ

イプをオンデマンドでプログラムできま

す。Cisco UCS サービス プロファイル

を通じて、直接接続されたストレージと、

割り当て元の RAID グループのサイズ

をプログラムすることも可能です。 

• 大幅に簡素化されたサーバ：Gen3 
PCIe 接続が可能な CPU とメモリを

シャーシ ミッドプレーン（図 4 の黄色

い領域）に提供します。 
 
このようなサーバ定義の転換により、クラウ

ド規模のコンピューティング ソリューション

がさらに最適化されます。最も頻繁に変更

するサーバ コンポーネントである CPU とメ

モリは、I/O インフラストラクチャから分離さ

れているため、CPU 世代をまたいで導入・

更新・維持できます。 
 
サーバのライフサイクルではなくコンポーネン

トのライフサイクルを管理することで、コン

ポーネントを低コストでさらに自由に変更で

きるようになります。これは、更新サイクルの

たびに、サーバ全体と電源ユニット、冷却装

置、管理、および I/O などのインフラストラク

チャを交換する必要がないためです。 
 
サーバがコンピューティング 
ノードに 

 
Cisco UCS M シリーズではサーバが、簡

素化されたコンピューティング ノードになり

ます。1 つ以上の CPU、メモリ、そして

第 1 世代のカートリッジについては I/O 帯
域幅 15.76 Gbps 用の 2 レーンの Gen3 
PCIe 接続で構成されます。 
 
このアプローチによってサーバ設計が簡素

化され、新しいコンピューティング モジュー

ルを迅速かつ簡単に作成できるようになり

ます。これで、ノードあたりのソケット数、

CPU のタイプ、クロック レート、コア数な

ど、コンピューティング能力をすばやく変更

できるようになります。CPU ソケットあたり

のメモリ容量を修正する設計は、ワーク

ロードが必要とするリソースのバランスに

応じて変更できます。 
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例えば、Cisco UCS M142 コンピュート 
カートリッジ モデルの場合、1 つのカート

リッジに 2 つのノードがパッケージ化され

ています。また、現在では、シャーシには 
8 つのカートリッジを装着でき、シャーシあ

たり最大 16 のコンピューティング ノードを

利用できます（図 5）。Cisco UCS 5108 ブ
レード サーバ シャーシと同様に柔軟性が

確保されているため、将来の製品のサ

ポートにも対応します。Cisco UCS M4308 
モジュラ シャーシには柔軟なカートリッジ 
スロットがあり、シングル幅およびダブル幅

のカートリッジがサポートされるため、設計

スペースの柔軟性が実現します。 
 
これにはどのような意義があるでしょうか。 

 

• サーバあたりのコスト削減：I/O、電力装

置、冷却装置、および管理を複数世代

の CPU にわたって共有できます。 
 

 

• 低コストでより頻繁な更新が可能：より

強力な（または異なる）CPU が必要に

なるたびに、現在の I/O インフラストラク

チャを廃止する必要はありません。 

• 負荷と処理能力の一致：コア数はそれ

ほど必要なく、クロック レートの高速化

がより必要でしょうか。それとも、クロック 
レートはそれほど重要ではなく、コア数

が多いことがより必要でしょうか。シスコ

のソリューションは、さまざまなアプリ

ケーション リソースのニーズの変化に

迅速に対応できるように設計されてい

ます。 
 
I/O とストレージの分離 

 
Cisco System Link テクノロジーでは、I/O 
インターフェイスとストレージがコンピュー

ティング ノードから分離されます。I/O デバ

イスの数とタイプ、Quality of Service、ロー

カル ストレージ、ストレージ冗長特性（RAID 
レベルなど）を含む I/O 設定は、CIsco 
UCS Manager サービス プロファイルと新

しいストレージ プロファイルを通じて設定し

ます。 
 

Cisco System Link テクノロジーでは、

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード

（VIC）のチップ技術を利用します。第 3 世
代の Cisco VIC チップは、合計 32 の 
PCIe レーンを、サーバ カートリッジからプ

ログラム可能なチップのデバイスに接続し

ます。バス接続は柔軟に行うことができま

す。たとえば、スロットあたり 4 つの接続用

レーンは、カートリッジで最大 4 台のサー

バに割り当てることができます。また I/O 
帯域幅を拡張する場合は、カートリッジあ

たり 1 台のサーバだけが 4 つの PCIe 
レーンにアクセスできるように設定できま

す。同様に、ダブル幅のカートリッジは、最

大 8 つの PCIe レーンに接続するように設

計できます。 

論理的なディスク ボリュームは、シャーシ

背面に挿入されている 4 つのソリッド ス
テート ドライブ（SSD）から割り出され、

ローカル ディスクとして各コンピューティン

グ カートリッジに提供されます。Cisco 
UCS ストレージ プロファイルを通じて各

サーバのローカル ディスクを定義し、ブー

ト ドライブをコピーしたり古いサーバから

新しいサーバにディスクを物理的に移動さ

せることなく、コンピューティング カートリッ

ジを交換またはアップグレードできます。 
 
従来のスケールアウト型サーバでは通

常、デュアル ギガビット イーサネット イン

ターフェイスが使用されます。シスコの新

しいモデルでは、シャーシの 16 台のサー

バ間で合計 80 Gbps のネットワーク帯域

幅が共有され、サーバあたりの平均帯域

幅は 5 Gbps になります。この帯域幅の

共有により、ディスクリート サーバとは異

なり、サーバが帯域幅の急増に対応でき

ます。 
 
これにはどのような意義があるでしょうか。 

 

• 共有ストレージ インフラストラクチャは、

1 つのコンピューティング カートリッジ

から次に継承できるため、サーバの更

新サイクルが簡単で効率的に、そして

安価になります。 

• 従来の 1RU サーバに比べて、ネット

ワークと共有ストレージにアクセスする

帯域幅が大幅に増大します。 

• ワークロードの変更の必要性に応じ

て、サーバの I/O 特性を動的に再設

定できる柔軟性が得られます。 

• ローカル ディスク ドライブを含む、完

全にプログラム可能な I/O インフラスト

ラクチャは、シスコの Cisco System 
Link テクノロジーだけが実現できる機

能です。 
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一元管理と自動化 
 
サーバ部分とそれ以外のコンポーネントを

分離しました。Cisco UCS Manager で
は、ワークロードに最適に対応できるよう

に、お客様が設計したサーバにそれらの

コンポーネントを再度統合することができ

ます。 
 
リソース プールから、ワークロードに最適

な CPU とメモリ特性のコンピューティング 
カートリッジを選択します。ワークロード

がネットワークと共有ストレージ デバイス

にアクセスするために必要な、I/O デバイ

スの数とタイプを設定します。ビジネスに

重要な信頼性特性をサポートできるディ

スク グループを作成します。このディスク 
グループから、ワークロードに適した論理

ブート ドライブとローカル ストレージ ボ
リュームをプロビジョニングします。これら

はいずれも BIOS となり、ローカルの 
Small Computer System Interface
（SCSI）のターゲットになります。 

 
サーバを定義するためのポリシーを作成す

ると、1 つの Cisco UCS ドメイン内で最大 
320 台を定義でき、さらに Cisco UCS 
Central ソフトウェアの今後のリリースによっ

て最大 10,000 台のサーバを定義できるよう

になります。 
 

Cisco UCS Manager がシステムのファブ

リック インターコネクトに組み込まれてい

るため、自己認識と自動統合が可能で

す。ゼロタッチ管理によって IT プロセスを

自動化することで、サーバが到着してか

らデータセンターで稼働するまでに、エ

ラーが頻発する手動や単調なサーバ構

成を行う必要がありません。 

これにはどのような意義があるでしょうか。 
 

• ポリシー ベースの自動化による、運

用コストの削減 

• ダウンタイムの原因となる設定エ

ラーの排除 

• プログラムによるサーバ導入の実質

的な利用開始（価値提供）までの期

間を短縮 

• サーバ構成のあらゆる詳細をワー

クロードのニーズに合わせてカス

タマイズできる柔軟性 

• サービス レベル契約（SLA）に適合

するように、パフォーマンス特性を

負荷要件に対応させることが可能 
 
まとめ 

 
シスコは市場のギャップを埋めるイノベー

ションについて定評があります。クラウド規

模のコンピューティング ワークロード向け

に提供されている製品にはギャップがあ

り、この市場は先見的なリーダーシップに

よって切り開く必要があると考えられます。 
 

Cisco UCS M シリーズ サーバは、データ

センターに現れ始めている新しいタイプの

アプリケーションをサポートする、新たな製

品群です。 
 
これらの製品には次のような利点があり

ます。 
 

• 設備投資と運用コストの削減：ソリュー

ションの初期コストは 16 % 低下し、

2 回のハードウェア更新サイクルの経

過後は 38 % のコスト削減が実現しま

す（2014 年 8 月 29 日時点の米国で

の小売価格に基づく、従来の 1RU 
サーバと 80 台のサーバの比較） 

• 価値実現までの期間短縮：導入が簡

単で、ワークロードのニーズに合わ

せてコンピューティング環境を最適化

する優れた機能を備えています 

• SLA サポートの簡素化：共通の管理

フレームワークとインフラストラクチャ

の調整機能の強化により、コストと価

値のモデルが最適化されます。 
 
他のプラットフォームとは異なり、Cisco 
UCS では、同じ管理モデルを使用して、同

じ統合システムでワークロードのスケール

アップとスケールアウトを実行できます。そ

のため、Cisco UCS M シリーズ サーバで

軽量のプレゼンテーション アプリケーション

を実行し、スケールアップされたサーバで

データ中心型の大規模なアプリケーション

を実行することができます。これらのアプリ

ケーションはすべて同じシステムで管理さ

れ、同じ高帯域幅で低遅延のユニファイド 
ファブリックに接続されます。これはシスコ

のイノベーションの大きな特徴の 1 つです。 
 

関連情報 
 

Cisco UCS の詳細については、
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/
ucs/index.html を参照してください。

http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/ucs/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/ucs/index.html


 
 
新たなタイプのアプリケーションを 
Cisco UCS M シリーズ モジュラ サーバでサポート 
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