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高負荷環境に対応できる拡張メモリ
Cisco® UCS C260 M2 ラックマウント サーバは、2 ソケット、2 RU（ラッ
ク ユニット）の、メモリ集約型の高性能ラックマウント サーバです。仮想
化環境で必要な高いパフォーマンスと集約率を実現し、大きなサイズの
データセットの処理に対応します（図 1）。Cisco UCS C260 M2 ではシ
スコの拡張メモリ テクノロジーが利用でき、メモリアクセス速度を生かし
ながらサーバ全体のメモリ容量を増加します。また、大容量のメモリ領域
確保においては、比較的低コストの汎用サイズのメモリを使用することで、
メモリ容量にかかるコストを削減することもできます。このシステムは、ベ
アメタルのアプリケーション処理、企業データセンターでの仮想化処理、
サービス プロバイダー環境、仮想デスクトップ ホスティングなどに対応で
きるように設計されています。また、このサーバでは、Java ベースアプリ
ケーション処理、データベース管理システム、モデリングおよびシミュレー
ションのアプリケーション、および大きなデータセットの処理などでもパ
フォーマンス向上に役立ちます。
図 1 Cisco UCS C260 M2 サーバ

一般的な筐体でユニークな利点を提供
Cisco UCS C260 M2 は、業界中でも高密度な 2 ソケット ラック サー
バのプラットフォームで、Cisco Unified Computing System ™ のポー
トフォリオの重要な構成要素です。優れた性能がコンパクトに凝縮されて
いて、Cisco UCS のアーキテクチャで基幹系のアプリケーションのプラッ
トフォームとして活用できます。データセンターの限られたスペースを活
用して、処理パフォーマンスの向上と大容量のメモリやディスクの確保が
必要な IT 用途に適しています。4 ソケット以上のサーバでしか対応でき
ないようなメモリ容量に増設でき、ソケット単位でライセンス料金がかか
るようなソフトウェアのコストを削減できます。Cisco UCS C260 M2 
ラックマウント サーバは、パフォーマンス、拡張性、セキュリティ、およ
び RAS（信頼性、可用性、サービサビリティ）機能、CPU の進化など、
あらゆる面での向上を、データセンター テクノロジーとして拡張し提供
します。また、優れた I/O パフォーマンス、内蔵ストレージの容量、卓
越したメモリ フットプリントを提供します。

このサーバは、シスコおよびシスコの販売パートナーから入手でき、ラッ
クマウント型サーバ市場で次の面において抜きん出ています。

• シスコ拡張メモリ テクノロジー：このテクノロジーは、従来の 2 ソ
ケットサーバで一般的だった容量の 2 倍のメモリ（最大 1 TB）を
提供します。また、256 GBメモリ容量で構成する場合、メモリ 
コストを節約することもできます。このテクノロジーを利用すれば、
大規模なメモリ容量の確保だけのために高価な 4 ソケットサーバを
選択する必要がなくなります。シスコ拡張メモリ テクノロジーと、
40 nm DDR3 メモリを利用することによって、設備コスト（CapEx）
と運用コスト（OpEx）の両方を削減できます。

• I/O およびストレージの柔軟なオプション：このサーバには、6 個
の PCI Express（PCIe）拡張スロットがあるため、従来のギガビッ
ト イーサネット LAN とファイバチャネル SAN の統合を含め、I/O 
や帯域幅を柔軟に構成できます。最大 16 台の内蔵 Small Form-
Factor（SFF）SAS ドライブ、SATA II ドライブ、またはソリッドス
テート ドライブ（SSD）が搭載可能で、10 TB 相当の内蔵ストレー
ジ容量を搭載できます。

• 10 ギガビット ユニファイド ネットワーク ファブリック：統合型ネッ
トワーク アダプタ（CNA）や Cisco UCS P81E 仮想インターフェ
イス カードを搭載することにより、シスコの展開する低遅延、ロス
レスの 10 Gbps イーサネット ファブリックと業界標準の Fibre 
Channel over Ethernet（FCoE）ファブリックの統合が可能とな
ります。このテクノロジーによって、「wire-once（配線は初回のみ）」
の導入モデルが実現され、I/O 設定が変わっても、新たなアダプタ
取り付けや、ラックやスイッチの配線の変更は必要ありません。

• 仮想化の最適化：Cisco VN-Link テクノロジー、I/O 仮想化、そ
して Intel® Xeon® プロセッサ E7-2800 番台によって、仮想マシン
単位にまで最適なネットワークを拡張・構築できます。このような
最適化によってスケーラブルで安定した運用モデルが構築され、 
複雑化することなく、セキュリティと効率を向上できます。

• 統合管理：Cisco Unified Computing System のすべてのコン
ポーネントが、1 つの管理下に統合されます。このサーバを Cisco 
Unified Computing System に統合する場合、Cisco UCS 
Manager を通じて、複数種類（ブレード・ラックマウント）サー
バも複数にわたるラックシステムも、全体を 1 つのエンティティとし
て管理できるため、高い運用効率と柔軟性が実現されます。

• サービス プロファイル：サーバを Cisco Unified Computing 
System に統合すると、Cisco UCS Manager によって、サービ
ス プロファイルとテンプレートを使用したロール ベースおよびポリ
シー ベースの管理ができます。ツールが各項目の論理性・物理属
性との関連性を維持するため、サーバ、ネットワーク、ストレージ
それぞれの管理者が設定影響を都度確認する必要なく設定・適応
でき、またハードウェアの追加・入れ替えでも、一からの再設定の
必要なく利用開始できます。サービス プロファイルを使用すると、
少工数による（自動的）プロビジョニングを促進でき、ビジネス俊
敏性が向上します。データセンター管理者は、今まで数日かかって
いたアプリケーションのプロビジョニングを、分レベルで完了でき
るようになります。
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Cisco UCS C260 M2 サーバのその他の特長
• 最大 2 基の 10 コア Intel® Xeon® プロセッサ E7-2800 番台を
搭載（図 3）。このマルチコア プロセッサは、アプリケーションのニー
ズに応じてサーバ パフォーマンスをインテリジェントに調整します。
必要なときに自動的に処理状況を見ながら電力消費を調整するた
め、消費エネルギーの大幅な節約が可能にします。

• メモリには、40 nm の DDR3 メモリに対応する 64 DIMM スロッ
トをもち、最大 1 TB のメモリ容量を実現します（図 4） 

• 内蔵ストレージとして、最大 16 基の SFF SAS ドライブ、SATA-II 
ドライブ、または SSD を搭載でき、総容量を 9.6 TB にまで拡張
できます。

• 最大 2 枚のオプションの LSI MegaRAID PCIe コントローラ カー
ドを使用して、最大 16 台の SAS ドライブまたは SATA ドライブ
で RAID 0 および 1 をサポートします。最大 16 台の SAS ドライ
ブ、SATA-II ドライブ、または SSD で RAID 0、1、5、6、50、
および 60 をサポートします。

• 前面パネルからのアクセスおよび診断：電源ボタン、LED ユーザ ID
（UID）ボタンおよびシステムの動作と状態を示す LED があります。

LED はステータス インジケータ、プロセッサ、メモリ、および電源
装置の障害を示します。また電力供給機能つきのドングル コネクタ
は、Cisco UCS ブレード サーバと共通です。 

• 背面パネル：DB15 ビデオ ポート、USB 2.0 ポート x 4（ホスト 
DB9 シリアル ポート）、Enhanced Small Form-Factor 
Pluggable（SFP+）10 Gbps インターフェイス x 2、
10/100/1000BASE-T 1 Gbps LAN-on-Motherboard（LOM）
インターフェイス x 2、10/100BASE-T アウトオブバンド管理イン
ターフェイス x 2、ホットプラグ可能な 1200 W の冗長電源 x 2、
および PCIe スロット x 6（フルハイト、ハーフデプス x16 スロット 
x 2、ハーフハイト、ハーフデプス x8 スロット x 3、ハーフハイト、ハー
フデプス x4 スロット x 1）

図 3 Intel® Xeon® プロセッサ E7-2800 番台

図 4 40 nm、1.35 V 高効率グリーン DDR3 メモリ

柔軟な I/O オプション
ラックマウント型サーバは、多様な I/O オプションを柔軟に構成できるため、
各種の負荷要求に対応できるという点で有利です。Cisco UCS C260 
M2 サーバは、6 個の PCIe 拡張スロットを通じて、さまざまな I/O オプ
ションを柔軟に使用できます。シスコは、OEM によって次のアダプタをサ
ポートしています。

• Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード（VIC） - 仮想化環
境と非仮想化環境どちらのニーズも満たすようオンデマンドで設定で
きる、最大 128 個に相当するイーサネットまたはファイバ チャネル
仮想インターフェイスを提供します。このネットワークカードにより
Cisco Unified Computing System のコンピューティング処理能
力を存分に活かすことができます。このデュアル ポート カードは、
10 Gbps ユニファイド ファブリックと連動します。

• Emulex 製および QLogic 製 CNA - イーサネット ネットワーク 
インターフェイス カード（NIC）とファイバチャネル ホスト バス  
アダプタ（HBA）の両方をホストのオペレーティング システムに 
認識させ、10 Gbps のユニファイド ファブリック全体のトラフィッ
クを統合します。個別の I/O アダプタ - Broadcom、Emulex、
QLogic など、業界の主要ベンダーが提供するギガビット イーサ
ネット、10 ギガビット イーサネット、8/4 Gbps ファイバチャネル
のインターフェイスを柔軟に選択できます。

図 2 Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバは、Cisco Unified Computing System、Cisco Nexus® ファミリ製品、シスコおよびサードパーティ製の独立型イーサネット
およびファイバ チャネル スイッチを使用するデータセンターなど、多様なデータセンター環境に対応できるように設計されています。
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シスコ ユニファイド コンピューティング サービス
シスコは、業界をリードするパートナー企業とともに、データセンターの
リソースを一元的に扱うことで、Cisco UCS C シリーズ ラックマウント 
サーバ ソリューションへの移行を促進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 サービスを利用することにより、サーバ
の配置や、ビジネス ニーズに応じた現行運用の最適化、シスコのユニファ
イド コンピューティング アーキテクチャへの移行を加速することができ 
ます。
詳細については、ユニファイド コンピューティング サービスの Web サイト 
[英語 ] をご参照ください。

シスコが選ばれる理由
Cisco Unified Computing System は、シスコがこれまで実現してき
た技術革新の延長線上に生まれたシステムです。シスコは長年にわたり、
事業効果を高めるような業界標準ベースの統合システムや、ネットワー
クをプラットフォームとして使用するシステムの開発に取り組み、数々の
新技術を投入してきました。最近の例としては、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。シスコは数年前に Data Center 3.0 戦略のユニファイド コン
ピューティング構想をつくり、ネットワーキングとストレージ アクセスに
関する専門知識を増強するため、コンピューティングや仮想化分野の 
経験豊富な人材を集めて、チームを構成しました。その結果、Cisco 
Nexus ™ ファミリをはじめ、ユニファイド ファブリックやサーバの仮想化
の基盤となるテクノロジーが開発されました。Cisco Unified 
Computing System は、Data Center 戦略のユニファイド コンピュー
ティング段階の成果であり、このシステムは、アーキテクチャ、テクノロ
ジー、パートナーシップ、サービスの各分野に大きな進歩をもたらします。
最先端の ASIC、統合管理、標準ベースのコンピューティング コンポー
ネントに、ネットワークのインテリジェンスとスケーラビリティを統合する
という、システム的なアプローチでコンピューティングに取り組んできた
シスコだからこそ、この分野に画期的な技術革新をもたらすことができる
のです。

関連情報
本製品以外のUCS製品情報ページ 
http://www.cisco.com/jp/go/unifiedcomputing/ をご参照してくだ
さい
Cisco UCS のエネルギー消費効率情報は、「シスコのトップランナー基
準に対する取り組み」ページよりご参照ください。 
http://www.cisco.com/web/JP/product/toprunner/index.html 
#~computer

サービスは http://www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices/ 
[英語 ] をご参照ください。
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