
At-A-GlanceCisco UCS B-200 M1 ブレード サーバ
簡素化、高効率化、高性能化、高密度化の実現

仮想化によるユニファイド コンピューティング

次世代のデータセンター プラットフォームである Cisco® Unified
Computing System は、サーバ、ネットワーク、ストレージ アク

セス、および仮想化を 1 つのシステムに統合し、TCO を削減し

てビジネスの俊敏性を高めるように設計されています。このシス

テムによって、低遅延でロスレスの 10GE ユニファイド ネット

ワーク ファブリックにエンタープライズ クラスの x86 アーキテ

クチャ サーバが統合されます。この一体化されて拡張性に優れた

マルチシャーシのプラットフォームの中では、すべてのリソース

が一つの集約された管理ドメインに属します。

サーバ展開の大幅な簡素化

従来のブレード サーバでは、各シャーシおよびシャーシ固有のス

イッチが独立した管理ポイントとして動作し、データセンターの

複雑性を増大させます。これらのシステムを使用して IT インフ

ラストラクチャを拡張した場合、各シャーシがサポートする必要

がある I/O インターフェイスの数、それらが必要とする電源およ

び冷却設備、個別のブレード サーバの管理オーバーヘッドなどの

コストが発生します。また、サービス展開にかかる時間のために

失われるビジネスの俊敏性を考慮すると、従来のシステムを使用

した IT インフラストラクチャの拡張には費用がかかります。

Cisco Unified Computing System は、既存のブレードサーバの進

化形で非常にシンプルな作りになっています。MAC アドレスな

どのステートを持たないシンプルなブレードは中央の Cisco
UCS Manager によって集中的にプロビジョニング、設定、管理

されます。こういった統合的なシステムにより、コンポーネント

数は削減、ジャストインタイムのプロビジョニング モデルの提供

が可能になり、何時間、何日間もかかっていた展開や再展開が数

分でできるようになりました。

簡素化、高効率化、高性能化、高密度化の実現

Cisco UCS B-200 M1 ブレード サーバ（図 1）は、実稼働レベル

の仮想化およびその他のメインストリーム データ センターの処

理負荷に最適な簡素化、パフォーマンス、および密度をバランス

良く提供します。ハーフ幅の 2 ソケット ブレード サーバで、高

いスループットが実現されているとともに、業界標準メモリを、

前世代の Intel Xeon ベースの 2 ソケット サーバよりも 50% 多く

搭載することができます。Cisco UCS 5108 ブレード サーバ

シャーシには、最大 8 基の Cisco UCS B-200 M1 ブレード サー

バを収容できます（Cisco Unified Computing System あたり最大

320 サーバ）

図 1 Cisco UCS B-200 M1 ブレード サーバ

Cisco UCS B-200 M1 は、仮想化/非仮想化にかかわらず、大量の

リソースを必要とするアプリケーションのパフォーマンス、エネ

ルギー効率、柔軟性が向上するように設計されています。Intel
Xeon 5500 シリーズ プロセッサ（図 2）をベースにした Cisco
UCS B シリーズ ブレード サーバは、アプリケーションの要求に

応じてインテリジェントにプロセッサのパフォーマンスを調整

し、エネルギー消費量を変化させます。

図 2 Intel Xeon 5500 シリーズ プロセッサ

各 Cisco UCS B-200 M1 はユニファイド ファブリックへのアク

セスに Consolidated Network Adaptor（CNA）を使用するため、

より少ない数のアダプタ、ケーブル、およびアクセスレイヤ ス
イッチで LAN および SAN 接続を構成できます。このシスコの革

新技術により、管理オーバーヘッドや電源および冷却コストと

いった、資本的支出や運用にかかるコストを大幅に削減すること

が可能となります。ネットワーク アダプタには、仮想化に最適化

されたタイプ、高い互換性を持つタイプ、および効率に優れたハ

イパフォーマンス イーサネット用のタイプがあります（図 3）。

図 3 Cisco UCS ネットワーク アダプタ 

Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバおよびその I/O の属性は、

Cisco UCS Manager に組み込まれているシスコの革新的なサー

ビス プロファイル テクノロジーによってプロビジョニングされ

ます。電力/冷却、セキュリティ、アイデンティティ、ハードウェ

アの健全性、イーサネットおよびストレージ ネットワーキングな

ど、サーバをプロビジョニングしたりアプリケーションを展開し

たりする上で必要となるインフラストラクチャのポリシーは、

サービス プロファイルの中に組み込まれています。サービス プ
ロファイルを使用することで、プロビジョニングに必要な手作業

を削減して、人的エラーが発生する可能性を低く抑え、サーバや

ネットワークの展開に要する時間を短縮できます。また、サービ

ス プロファイルにより、Cisco Unified Computing System 全体に

わたってポリシーの一貫性を向上できます。

Cisco UCS B-200 M1 の機能

• 最大 2 基の Intel Xeon 5500 シリーズ プロセッサが、アプリ

ケーションの要求に応じて自動的かつインテリジェントに

サーバ パフォーマンスを調整します。必要になった時点でパ

フォーマンスを向上させ、必要がない場合にはエネルギーを

大幅に節約します。

• 最大 96 GB の DDR3 メモリをハーフ幅のフォーム ファクタに

搭載可能。メインストリームの処理負荷に最適なメモリ容量

と全体密度をバランス良く提供します。

• 前面アクセスでホットスワップ可能な SAS ハードドライブ

（オプション）を 2 基搭載できます。

• デュアルポート メザニン カードで、ブレードごとに最大 20 
Gbps の I/O に対応します。メザニンカードのオプションとし

ては、仮想インターフェイス カード、統合ネットワーク アダ

プタ（CNA; Converged Network Adaptor）、または 10 GB 
イーサネット アダプタがあります。
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シンプルな集中管理型のシャーシ

Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシは、論理的

には Cisco Unified Computing System のファブリック インター

コネクトの構成要素であるため、システムの管理が複雑になるこ

とはありません。シャーシは非常にシンプルで、わずか 5 つの基

本コンポーネントで構成されています。ミッドプレーン以外はす

べてホットプラグ可能で、ユーザによる保守ができます。ユニ

ファイド ファブリックは、最大 2 個の Cisco UCS 2100 シリー

ズ ファブリック エクステンダによって各シャーシに取り込まれ

ます。このファブリック エクステンダは、すべての I/O トラ

フィックを親のファブリック インターコネクトに渡します。ユニ

ファイド ファブリックへはこのようにインターフェイスしてい

るため、アダプタ、ケーブル、シャーシ専用 LAN および SAN ス
イッチ、およびアップストリーム ポートの数を削減し、購入、管

理、電源供給、冷却にかかるコストを節約できます。

Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシは物理的に、ブレード

サーバと最大 2 個の Cisco UCS 2100 シリーズ ファブリック エ
クステンダを搭載できます。従来の複雑なブレード サーバ

シャーシに比べて、Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシは

大幅にシンプル化が図られています。また、取り外し可能なパー

ティションにより、ハーフ幅のブレード サーバを最大 8 台また

はフル幅のブレード サーバを最大 4 台、フル幅とハーフ幅を自

由に組み合わせて搭載できます（図 4）。

図 4 Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシに搭載された 
Cisco UCS B-200 M1 ブレード サーバ 

Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシには、効率 92%、

2500W、ホットスワップ可能な電源装置を 1 ～ 4 個搭載でき、非

冗長、N+1 冗長、またはグリッド冗長の構成が可能です。シャー

シの電源構成は、使用率が低い状態で高い効率を得られるように

設計されていて、将来的に最大で各 130W の電力を消費する複数

のプロセッサを搭載したブレード サーバを十分にサポートでき

る余裕を持っています。

シャーシのミッドプレーンの 63% はオープンで（図 5）、前面か

ら背面へのスムーズなエアーフローが実現されています。シャー

シとブレード サーバの冷却は、8 個の冗長ホットスワップ対応

ファンによって行われます。

シャーシのミッドブレーンは、最新のサーバ ブレードをサポート

できるようにハーフ スロットあたり 2 つの 10 Gbps ユニファイ

ド ファブリック接続をサポートしています。将来的には、新しい

ブレードおよびファブリック エクステンダを使用して最大 2 つ
の 40 Gbps 接続にまで拡張できます。シャーシは Cisco UCS
Manager ソフトウェアで管理し、自動検出、環境モニタリング、

アイデンティティ、およびシャーシのすべてのコンポーネントの

構成管理を行うことができます。

図 5 通気効率が向上された Cisco UCS 5108 ブレード サーバ 
シャーシのオープン ミッドプレーン設計

シスコ ユニファイド コンピューティング サービス

データセンターのすべてのリソースを一つの視点からとらえる

ことで、シスコは業界をリードするパートナー各社と共に、ユニ

ファイド コンピューティング環境への移行を加速するサービス

を提供します。シスコ ユニファイド コンピューティング サービ

スは、お客様のビジネス ニーズを満たすために、データセンター

リソースの迅速な展開と、継続的な運用作業の最適化を支援しま

す。シスコのデータセンター サービスの詳細については、

http://www.cisco.com/jp/go/dcservices/ を参照してください。

シスコが選ばれる理由

シスコには、ネットワークをプラットフォームとした業界標準

ベースの統合システムを提供し、IT の革新を通じてお客様のビジ

ネスの成果に貢献してきた長い歴史があります。Cisco Unified
Computing System は、この延長上にあります。最近の例では、

IP テレフォニー、LAN スイッチング、ユニファイド コミュニケー

ション、ユニファイド I/O などがあります。シスコの Data Center
3.0 戦略におけるユニファイド コンピューティング フェーズは

数年前から始まっており、サーバや仮想化業界の経験豊かなチー

ムと協力しつつ、シスコの持つネットワーキングおよびストレー

ジ アクセスの強みをさらに強化してきました。その結果として、

Cisco Nexus™ ファミリーのような、ユニファイド ファブリック

やサーバ仮想化をサポートする基幹テクノロジー製品群が生ま

れました。Cisco Unified Computing System は、ユニファイド コ
ンピューティング フェーズの集大成であり、アーキテクチャ、テ

クノロジー、パートナーシップ、サービスのそれぞれにイノベー

ションをもたらします。シスコは、コンピューティングに対して

システム アプローチをとることで、業界の牽引役となっていま

す。このアプローチでは、ネットワークのインテリジェンスおよ

び拡張性と、革新的な ASIC（特定用途向け集積回路）、統合され

た管理、および標準的なコンピューティング コンポーネントとが

統合されます。

関連情報

http://www.cisco.com/jp/go/unifiedcomputing/
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