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仮想化の普及が進んでいる今、必要とされるのは、
“セキュリティを担保した形での、インフラストラクチャ全体最適化”です。

この実現には、いくつかの課題を克服する必要があります。

各レイヤーにおけるセキュリティ・レベル

迅速な導入を可能とするアーキテクチャ

サ ーバ、ネットワーク、ストレージおよび仮想化
ソフトウェアのそれぞれのレイヤーでセキュ

リティを担保できる必要があります。仮想マシン
が物理サーバ内で完全に独立性を保ち、アプリ
ケーションが他のシステムに影響を与えないのは
もちろんのこと、とくに重要なデータが格納される
ストレージはアプリケーションやユーザからの
アクセスを抑制できるのかは特に重要なポイント
になります。

Challenge

Rapidly deploy
仮 想化されたインフラストラクチャ全 域は

複雑になる場合があります。アーキテクチャ
が複雑になればなるほど導入の敷居が高くなり
ます。そのためにはいかにシンプルに構成でき、シス
テムや統合の規模に応じた拡張性を持ち合わせた
アーキテクチャであるかが鍵となります。さらに
スピーディな導入を実現するためにはその組み合
わせが保証されたものかも重要なポイントです。

Secure Multi-Tenant Package

Three in One Solution
 3つのソリューションが
セキュアな“マルチテナント”を実現する

Cisco、VMware、NetAppは、セキュア・マルチテナント・
ソリューションの設計において、データストレージ、ネットワーク
ファブリック、および仮想サーバを効率的に共有できる包括的
アプローチを採用しました。例えば、マルチテナント環境では、 
VMware vShieldと Cisco Nexusを組み合わせて使用する
ことにより、VM または VM のグループを、他の VM または 
VM のグループから安全に分離できます。安全に分離され
た VM は、Cisco Nexus ファミリーの製品を使用してセグメン
ト分けされ、保護されたネットワークを経由して NetApp スト

レージシステムに接続されます。また、接続対象の NetApp ス
トレージ vFilerユニットも、NetApp MultiStoreによって他
の vFiler ユニットから安全に分離されるため、セキュアな分離
ストレージシステムを実現できます。
3社はエンジニアリングレベルでの協業を通して、綿密な設計
および検証を行いました。この成果をベースに企業に安心し
てお使いいただけるインフラストラクチャを提供いたします。
また、その成果はホワイトペーパとして公開されており、企業が
利用可能な状態になっています。

セキュア・マルチテナント・ソリューション構成例
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詳細については
www.imaginevirtuallyanything.com をご覧ください。
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運用の簡素化
インフラ3層の一元管理

運用/管理

ITインフラ3層での一貫したSLAの実現・サーバ
・ネットワーク・ストレージ

SLAの担保

テナント間の完全な遮断のための新しいテクノロジーセキュリティの向上とアクセスコントロールの確立

安全なテナント分離
耐障害性の高いデザイン ・HA技術 ・FT技術 ・冗長設計

可用性

仮 想化技術の登場そして普及により、多くの企業がシステム統合に取り組んでいます。仮想
化技術はコスト効率やシステム利用効率の高さから企業内のシステムの統合を促進し、企業の

ITコストの抑制に大きな効果をもたらしています。しかし、すべてのシステムが統合のメリットを
享受できているわけではありません。機密性の高いアプリケーションやデータを取り扱うシステムの
場合、1つの物理サーバに複数の機密システムを共有する構成はセキュリティリスクが大きいと
いう問題が依然として存在するからです。このことは、企業に物理的に分離したハードウェアで 
個別に運用するという選択を強いており、従来の縦割り型システム構成およびそれに伴うITシス
テムのサイロ化からの脱却を妨げているのです。つまり、すべてのシステムを統合するためには1つ
のハードウェアスタックにおいてもセキュリティが担保された仮想化基盤が必要不可欠なのです。

各レイヤーの業界をリードする
3社のノウハウを統合
セキュアな“マルチテナント”環境構築を実現

C isco、VMware、N etAppは、“セキュリティを担保した形での、インフラス
トラクチャ全体最適化”を実現するため、各社の製品や技術を組み合わせた、

検証済みの“セキュア・マルチテナント・ソリューション”を提供します。セキュア・
マルチテナント・ソリューションは、アプリケーションやテナントを分離することで
セキュリティを担保しながら、サーバ、ネットワークおよびストレージにわたるインフラ
ストラクチャ全域を統合・最適化することを可能にします。これにより、あらゆる
システムが統合のメリットを享受でき、スピーディにシステム統合を展開できるよう
にします。また、各社が提供するエントリーレベルからエンタープライズシステムや 
データセンターに耐えうる製品を組み合わせることで、同じアーキテクチャデザイン
で規模や費用対効果に応じたインフラストラクチャを選択いただけます。

C i s c o  U n i f i e d  C o m p u t i n g 
SystemおよびCisco Nexusにより、
ネットワーク・スイッチの数を減らし、ユ
ニファイドI/Oファブリックを中心にコ
ンピューティング・リソースを統合しま
す。これにより、シンプルなハードウェ
ア構成を実現し、高いコスト効果をも
たらします。

Cisco
Unified Computing

インフラストラクチャの仮想化のため
のプラットフォームを提供します。また、
VMware vCenter Server は セ
キュア・マルチテナント・ソリューション 
における全体のハブとして、すべての仮
想サーバ、仮想ネットワーク、仮想スト
レージ・リソースを一元管理し、管理性
を大幅に向上します。

VMware 
Virtualization

プライマリ、セカンダリ、アーカイブの
ストレージだけでなく、複数のプロトコ
ルにも単一のプラットフォームで対応し
ます。また、NetApp Multistoreに
より、単一ストレージで複数のテナント
のデータを安全に格納でき、高いデー
タセキュリティを実現します。

NetApp 
Unified Storage

"Secure Multi-Tenant Solution"

仮想化によるシステム統合に必要な
セキュリティの担保

Solution Advantage

仮想化に最適なストレージ

マルチプロトコルストレージ

シンプルなデータマネジメント

イーサネット・ストレージにおける
リーダー

Storage efficiency
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仮想化における運用 / 管理

サーバ向けソリューション

デスクトップソリューション

クラウドサービス

仮想化におけるリーダー
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仮想化に最適なサーバとスイッチ

Server and
Network efficiency

マルチプロトコルアーキテクチャ

シンプルなネットワーキング

イーサネットにおけるリーダー
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セキュア マルチ・テナント
ソリューション
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