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次世代 IT インフラ「ASAP データセンター」で提案！
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はじめに

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また ご提案、ご販売に際しましての弊社製品、ソリューションへ

のご愛顧、誠にありがとうございます。

あらゆる業種/業界においてデジタル変革が進む中、われわれ IT 業界を取り巻く環境は、目まぐるしく変わり続けて

います。

シスコシステムズでは そういった環境を新たなビジネス チャンスと捉え、パートナー様とともに、新たなソリューショ

ンの展開、さまざまな共同ソリューションの開発と統合、オペレーションやサービスの最適化など、さまざまな変革を進

めております。

本書では、デジタル変革が進む中での新たな潮流であるハイブリッド クラウドを踏まえ、将来性を見越した Cisco 

次世代 IT インフラ「ASAP データセンター」における提案ストーリーについて紹介をしております。

第 1 章では、デジタル変革における破壊的インパクトと、それをビジネス チャンスに変えるためのシスコ アーキテク

チャ「ASAP データセンター」について、またパートナー様へ提供する価値と支援プログラムについて説明をしています。

第 2 章では、ASAP データセンターにおける具体的なソリューションとして、分析、自動化、シンプル化、セキュリティ

保護における提案ストーリーを、第 3 章では、デジタル変革を推進するアプリケーション ソリューションでの提案ストー

リーをそれぞれまとめています。

第 4 章では、実際の事例を元に、どのように提案ストーリーが生かさるのか、どの様な効果があり、展望を描いている

のかを紹介しています。

第 5 章では、より詳細な製品・ソリューションの掲載資料やコンテンツ、プロモーション内容のサイト情報などについ

て紹介をしています。

デジタル化の変革期において、IT の果たす役割は大きく変わろうとしています。

エンド ユーザ様におけるデジタル トランスフォーメーションへのお手伝いをご一緒するとともに、パートナー様にお

けるビジネスのますますのご発展に向け、本書ならびに各種パートナー様へのご支援内容が、その一助となりますと幸

いです。

シスコシステムズ合同会社

パートナー事業

データセンター/バーチャライゼーション事業
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1.1　シスコについて

会社概要

国内拠点

東京本社（港区赤坂）
カスタマー ブルーフ オブ コンセプトセンター (CPOC）
カスタマー ブリーフィング センター (CBC）
成田品質センター（千葉県成田市）

札幌

仙台

金沢

名古屋

大阪

広島

福岡

シスコシステムズ合同会社会社案内
http://www.cisco.com/web/JP/about/
index.html

社名：シスコシステムズ合同会社
設立：1992 年 5 月 22 日
資本金：4 億 5 千万円
代表執行役員社長：鈴木みゆき
従業員数：1,130 名（2016 年 2 月）
東京本社〒107-6227
所在地：東京都港区赤坂 9-7-1

ミッドタウン・タワー
シスコ受付 21 階

Tel：03-6434-6500

本社：シスコシステムズインク
（米国カリフォルニア州サンノゼ）

創業：1984 年 12 月 10 日

従業員：70,112 名
（2015 年 1 月）

2015 年度

売上高：492 億米ドル
純利益（Non-GAAP）

：30 億米ドル

NASDAQ：CSCO

各製品カテゴリ 市場シェア（グローバル）

第 1 位
Web 会議

51%51%

第 1 位
ルーティング

エッジ / コア / アクセス

47%47%

第 1 位
テレプレゼンス
(ビデオ会議)

49%49%

第 1 位
無線 LAN

49%49%

第 1 位
スイッチング

モジュール型/固定型

64% 64% 

第 1 位
音声システム

41%41%

第 2 位
x86 ブレード
サーバ

30%30%

第 1 位
ストレージ エリア
ネットワーク

45%45%

第 1 位
セキュリティ

32%32%

シスコのビジョン

Changing the Way We Work, Live, Play and Learn
人々の仕事、生活、遊び、学習の方法を変える
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1.2　デジタル変革の破壊的インパクト

「クラウド /予測分析 /自動化」 デジタル変革における破壊的インパクト
いま、さまざまな企業や組織において、デジタル化への変革が迫られています。IoT やシェアリング エコノミー、フィ

ンテック、ブロックチェーン、AI など、新世代のデジタル テクノロジーを駆使したデジタル変革の波は、製造、金融、サー

ビス、観光、行政など、あらゆる業種・業界を席巻しています。破壊的なスピードとインパクトで次々と新たなサービス

が生み出され、ビジネスや社会の構造そのものを変えつつあります。

圧倒的に増え続けるデバイス、さまざまなアプリケーション、それらが膨大に生み出すデータ、これらがビジネスと直

結する形で、デジタル変革を生み出す新たなプラットフォームになってきています。

デジタル変革における新たなビジネス プラットフォーム、ここではどういった要件が求められているのでしょうか。

デジタル変革の破壊的インパクト

78%
2018 年までに

クラウドで動作する
ワークロード

5TB+
2020 年までに
一人あたりが

作り出すデータの容量

180B
2015 年に

ダウンロードされた
モバイル アプリの数

277X
IoT デバイスによって
生み出されるデータ

“10 年以内に
40 % の大企業が

  姿を消す”
ジョン・チェンバース 2015

“2019 年までに
  2.1 兆ドルの

   新たなビジネス”
IDC 2013

30M
接続される

新しいデバイスの数

デジタル変革において必要となる IT とは？
デジタル変革において、IT システム、IT サービスは競争力の源泉、その根幹となります。だからこそ、IT システム、IT 

サービスには単なる IT 機能を超えたデジタル変革のための次世代の要件が求められます。それは、経営リソースを最

適にするためのハイブリッド クラウドの利用、経営スピードを限りなく引き上げるための自動化、日々の脅威に立ち向か

うための予測分析やセキュリティ保護、そして、それらが俊敏性と柔軟を持って、シンプルに統合/管理できるということ

です。

シスコでは、これらデジタル変革における IT システム、IT サービスを、最も適した次世代 アーキテクチャ 「シスコ 

ASAP データセンター」としてご提供しています。

シスコはお客様のデジタル ビジネスへの変革を支援します。
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1.3　次世代 IT インフラ 「シスコ ASAP データセンター」

ASAP データセンターは Analyze（分析）、Simplify（シンプル化）、Automate（自動化）、Protect（セキュリティ保護）

を包括的に、そして俊敏/柔軟に提供する次世代データセンター アーキテクチャです。

●  分析：データセンター内のトラフィックの把握、IT インフラストラクチャに関

するオペレーションやマネジメントなど、シスコによるテクノロジーでしか提

供できない分析情報を提供。日々のセキュリティ脅威やアプリケーション分析

などによってデジタル変革を推進。（Cisco Tetration Analytics）
●  シンプル化：基盤となるプラットフォームが物理か仮想か、オンプレミスかク

ラウドかにかかわらず、あらゆる環境を統合的に捉え、動作・管理が可能。ハ

イブリッド クラウドの活用によるリソースの最適化、スピード化によってデジ

タル変革を推進。 （Cisco HyperFlex、UCS シリーズ、Nexusシリーズ）
●  自動化：プログラマビリティや自動化によるテクノロジーを駆使し、IT インフ

ラへのサービスの導入や運用、保守を容易にすることで、IT インフラ管理を根

本的に変革。 アプリケーション エコシステムもサポート。 自動化によるスピー

ディな展開によってデジタル変革を推進。 （ACI、Cloud Center、PSC、UCS 

Director）
●  セキュリティ保護：場所、レイヤを問わないエンド ツー エンドでのセキュリティ 

ソリューションを提供。すべてのフローを見逃さないフォレンジックや、デー

タセンター全体を強力に保護する仮想化対応のセキュリティ ソリューション

を提供。 （NGFW、Tetration Analytics）

「Cisco ASAP Data Center」アーキテクチャー

Protect

Analyze 

Automate

Simplify

IT インフラ管理者

IT インフラ管理者

ソフトウェア開発者

クラウド管理者

LOB / IT アプリ管理者

セキュリティ管理者

Nexus
データセンター
スイッチ

UCS
ブレード/ラックマウント
サーバ

HyperFlex
ハイパーコンバージド
インフラストラクチャ

ACI
データセンターSDN

UCS Director
インフラストラクチャ
自動化

マルチクラウド
オーケストレーション

Public Cloud

Hybrid Cloud
Cisco
CloudCenter
ハイブリッド クラウド管理

IT サービス管理

Ci
sc

o 
Se

cu
rit

y 
Po

rtf
ol

io
Ci

sc
o 

Te
tra

tio
n 

An
al

yt
ic

s

Cisco Prime Service
Catalog (PSC)

IT サービス カタログおよびポータル

セキュリティおよびアナリティクス

PaaS + コンテナ

運用管理および自動化

インフラストラクチャ

ServiceNow

Apprenda Mesos Pivotal CF

Mantl Docker Cloud Foundrykubernetes

Open
Stack

Meta
cloud Cisco

Cisco
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MDS 9000
ファイバチャネル
スイッチ

Nexus
データセンター
スイッチ

ASA 5000 NGFW
セキュリティ

UCS

サーバ
ブレード/ラックマウント

UCS DirectorCisco CloudCenter Cisco Prime Service Catalog
（PSC）

HyperFlex
ハイパーコンバージド

インフラ

APIC for ACI

Tetration Analytics
アナリティクス

Protect

Analyze 

Automate

Simplify

1.4　「シスコ ASAP データセンター」を実現するポートフォリオ

デジタル変革のための製品 /ソリューションの各コンポーネントを一貫して提供
シスコでは、ASAP データセンターにおける各コンポーネントとして、プライベート環境におけるサーバ/データセン

ター スイッチや管理ソフトウェア製品群から、ハイパーコンバージド インフラ、ハイブリッド クラウド/マルチ クラウド

環境を見越したクラウド マネジメント ツールに至るまで、包括的に一貫した形で提供しています。信頼性や堅牢性に

加え、俊敏性と柔軟性を統合的に実現できる環境、デジタル変革の将来性を見越したシスコ アーキテクチャこそが、お

客様のデジタル変革に貢献できるのです。

●  アプリケーション：データセンター アナリティクス Cisco Tetration Analytics 、VDI/SAP/Hadoop/ Linux など、各

種サードベンダー アプリケーション ソリューションとの連携
●  管理ソフトウェア：インフラ統合管理ツール Cisco UCS Director、マルチ クラウド 管理ツール Cisco Cloud 

Center、次世代 SDN ソリューション ACI/APIC など
●  インフラストラクチャー：ハイパーコンバージド インフラストラクチャ Cisco HyperFlex、ブレード サーバ/ラックマ

ウント サーバ Cisco UCS 各シリーズ、データセンター スイッチ Nexus 各シリーズ、セキュリティ ソリューション 

Cisco ASA、Firepower 各シリーズなど

「Cisco ASAP データセンター」を 
実現するシスコポートフォリオ

シスコ データセンター アーキテクチャはデジタル ビジネスの基盤そのものであり、そうした基盤を構築するための

鍵となる仮想化、自動化、アナリティクス、クラウド、プログラマビリティなどあらゆる要素を一体化するプラットフォーム 

を提供しています。

Cisco ASAP データセンターによって、ハイブリッドクラウドへの対応、迅速なアプ
リ開発と展開、データセンター セキュリティの保護など、デジタル変革を支えるデー
タセンター ソリューションが提供可能になります。
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1.5　シスコの取り組みが生み出す効果と支援プログラム

パートナーにとって魅力的なシスコのすごいところ！
●  デジタル変革への先進的な取り組み

  シスコではデジタル変革による破壊的インパクトをいち早く読み解き、パートナー/エンドユーザにとって必要となるソ

リューションを構築してきました。それらは、仮想化・アナリティクス・プログラマブルなど、さまざまなテクノロジー

を生み出し、今日のクラウド、予測分析、自動化など、数々のソリューションを実現させています。これらを活用したシ

スコとの取り組みが、エンドユーザのデジタル変革につながります。

●  シスコでしか実現できないソリューション
  デジタル変革に向けてのビジョンやアーキテクチャとともに、シスコでしか実現できないソリューションやテクノロジー

が数多くあります。これらのソリューションやテクノロジーを用いることで、提案の優位性を確保していただくことが

可能になります。

  例：ファブリック インターコネクトと Cisco UCS Manager によるサーバ統合管理、Cisco Nexus 9000 と APIC に

よる ACI の実現、フルフローによるデータセンター ネットワークの分析など。
●  連携/展開可能なソリューション ラインナップ

  シスコ アーキテクチャにおける最も特出すべき特徴は、連携/展開可能な幅広いソリューション ラインナップを保持し

ていることです。ネットワーク、サーバ、セキュリティ、コラボレーションなど、デジタル変革を推進するために必要不可

欠なソリューションを幅広く展開しています。さらに、サーバ/ストレージ統合システムとしてのコンバージド システム

/ハイパーコンバージド システム、それらの統合環境と個別のサーバ システムを総合的に管理/自動化支援ツール、ポ

リシー ベースでの管理・自動化を実現する ACI、さらにはパブリック クラウドを含めたハイブリッド クラウド全体を

管理/自動化する Cloud Centerなど、さまざまなソリューション連携を図ることによって、ロードマップ提案、全体最

適化提案が可能になります。

パートナーにとって魅力的なシスコの支援プログラム！
●  パートナー向けの戦略

  シスコはビジネスの大部分をパートナーとの協業によって進めてきました。それは、エンドユーザに必要とされるソ

リューションにとって不可欠であり、またパートナーにおけるビジネス展開にとっても不可欠でありたいと考えてきた

からです。

  パートナー戦略を中心として展開を進めてきたシスコとのさらなる協業によって、継続的かつ未来志向的にビジネスを

進めていただくことができます。

●  パートナー向けの支援プログラム
  シスコではパートナーに対するさまざまな支援プログラムを用意しています。いち早くお届けする各種情報、販売プラ

ンニング、共同ソリューションの作成、各種製品/ソリューションのトレーニング、マーケティング活動の支援、案件協業、

各種のリベート プログラムに至るまで、包括的な支援を実施しています。
  各種の支援プログラムを活用することで、販売計画の見通し、人材の育成、案件の創出、利益の確保など、ビジネスの推

進に必要となる取り組みに活かしていただくことができます。
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お客さまの関心事
本項のトピックに関して、お
客様が主に関心を持ってい
るポイント。

お客様のよくある悩み
シスコの営業がよく聞くお客
様の悩み。

セールス トーク、ヒアリング
トーク
このような会話をすればお
客様が興味を示す、セール
ス トーク、ヒアリングトーク
例。

セールス ポイント
セールス トークに関連して、
必ず押さえておきたい売り
込みのポイント。複数ある場
合はポイントごとに順に掲載
しています。

Why Cisco？
セールス トークに関連して、
必ず押さえておきたい売り
込みのポイント。

● 第 2 章の見方
第 2 章の構成は次のようになっています。
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2.1　ハイブリッド クラウドの活用 /自動化を考えたい

●  クラウドの利用など、リソース最適化によってコストを削減したい
●  使用環境、状況に応じて、クラウド環境を柔軟かつ迅速に展開したい
●  全体的な運用/管理工数を削減したい

お客様の関心事

●  パブリックやプライベートなど、どういった使い方、組み合わせが効果的なのかわからない
●  パブリックやプライベートなど、クラウド間の移行や変更が大変、時間がかかる
●  システム管理における工数が増加している

お客様のよくある悩み

増え続けるアプリケーションやデータ量にしっかりと対応できていますか。拡張性の確保やコスト/

工数管理などにも対応できていますか。
営　業

自社環境についてサーバ仮想化はしており、ある程度管理ができていますが、プライベート環境

全体の最適化や、さらにパブリック クラウドへの対応などできていない部分が多くあります。
お客様

プライベート クラウド、パブリック クラウドの利用は今後どの様に考えられていますか？
営　業

ビジネスに必要な IT 環境を最適なコストでなおかつ工数をかけずに迅速に提供していきたい

と考えています。そのため、利用環境や状況に応じてうまく使い分けていきたいのですが、組み

合わせや移行、コスト・工数計算などの対応が大変でまだ整理ができていません。

お客様

それではお客様のビジネス環境に合わせたクラウド利用について整理しませんか? 必要となる

コスト算出や移行/変更、管理については最適なクラウド管理ツールを使うことで、今後の IT 環

境を見据え、ハイブリッド クラウド環境に即した形で準備ができます。

営　業

プライベート クラウドの最適化とその後のハイブリッド クラウド環境に対応できるソリューション

があれば助かります。 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

ハイブリッド クラウド環境において、コスト管理やリソース コントロールができるツールがあれ

ばとても良いですね。

 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください

お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク

●  Cisco UCS Director の活用：OS、仮想サーバ、ネットワーク、ストレージの統合自動プロビジョニングを可能にす

るソフトウェア

➡ プライベート クラウド環境における必要リソースを最適化

オンデマンドでの
自動プロビジョニング

ポリシー ベース
プロビジョニング

システム設定情報

VMComputeNetwork Storage

UCS Director

OS & 
Virtual 

Machine

Storage

Network

UCS
Hypervisor

テナント

B
テナント

C
テナント

A

仮想サーバ＆物理サーバ

サーバ&ハイパーバイザー

B CA
ネットワーク

VM VM ベア
メタル

単一インターフェース

エンド ツー エンドでの
システム自動化と
ライフサイクル管理

ハイブリッド クラウド環境を見据え、プライベート クラウド環境の最適化を実現。

プロビジョニングの自動化、ライフサイクル管理が可能に！

セールス ポイント １： プライベート クラウドの最適化

●  Cisco Cloud Centerの活用：パブリック クラウドに関する必要情報の自動抽出、直感的なインターフェイス、オン

デマンドでのリソース計画や管理、移行が可能に。プライベート クラウド、パブリック クラウドにおける最適化を

実現。

➡ テナント管理、測定、見積/計画、アプリケーション提供、モニタリングでの各機能によって、ハイブリッド クラウ

ド環境における最適化を実現！

Data
Center

展開

管理

モデル化

Docker

Jenkins Cassandra

SugarCRM

Oracle

Hadoop SAP

Splunk

WebSphere

Bugzilla Dolibarr

SharePoint

Java RabbitMQ

Public 
Cloud

Private
Cloud

CloudCenter

VMware vSphere

Red Hat

OpenStack

Amazon Web Services
SoftLayer

Google Cloud Platform
Microsoft Azure

セールス ポイント ２： ハイブリッド クラウドの活用

●  ハイブリッド環境にまで対応する「マルチ クラウド管理ツール」を提供！
● ハイブリッド環境につながるプライベート クラウドのためのプラットフォーム、 管理ツールを提供！

Why Cisco?
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2.1　ハイブリッド クラウドの活用 /自動化を考えたい

●  クラウドの利用など、リソース最適化によってコストを削減したい
●  使用環境、状況に応じて、クラウド環境を柔軟かつ迅速に展開したい
●  全体的な運用/管理工数を削減したい

お客様の関心事

●  パブリックやプライベートなど、どういった使い方、組み合わせが効果的なのかわからない
●  パブリックやプライベートなど、クラウド間の移行や変更が大変、時間がかかる
●  システム管理における工数が増加している

お客様のよくある悩み

増え続けるアプリケーションやデータ量にしっかりと対応できていますか。拡張性の確保やコスト/

工数管理などにも対応できていますか。
営　業

自社環境についてサーバ仮想化はしており、ある程度管理ができていますが、プライベート環境

全体の最適化や、さらにパブリック クラウドへの対応などできていない部分が多くあります。
お客様

プライベート クラウド、パブリック クラウドの利用は今後どの様に考えられていますか？
営　業

ビジネスに必要な IT 環境を最適なコストでなおかつ工数をかけずに迅速に提供していきたい

と考えています。そのため、利用環境や状況に応じてうまく使い分けていきたいのですが、組み

合わせや移行、コスト・工数計算などの対応が大変でまだ整理ができていません。

お客様

それではお客様のビジネス環境に合わせたクラウド利用について整理しませんか? 必要となる

コスト算出や移行/変更、管理については最適なクラウド管理ツールを使うことで、今後の IT 環

境を見据え、ハイブリッド クラウド環境に即した形で準備ができます。

営　業

プライベート クラウドの最適化とその後のハイブリッド クラウド環境に対応できるソリューション

があれば助かります。 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

ハイブリッド クラウド環境において、コスト管理やリソース コントロールができるツールがあれ

ばとても良いですね。

 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください

お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  Cisco UCS Director の活用：OS、仮想サーバ、ネットワーク、ストレージの統合自動プロビジョニングを可能にす

るソフトウェア

➡ プライベート クラウド環境における必要リソースを最適化

オンデマンドでの
自動プロビジョニング

ポリシー ベース
プロビジョニング

システム設定情報

VMComputeNetwork Storage

UCS Director

OS & 
Virtual 

Machine

Storage

Network

UCS
Hypervisor

テナント

B
テナント

C
テナント

A

仮想サーバ＆物理サーバ

サーバ&ハイパーバイザー

B CA
ネットワーク

VM VM ベア
メタル

単一インターフェース

エンド ツー エンドでの
システム自動化と
ライフサイクル管理

ハイブリッド クラウド環境を見据え、プライベート クラウド環境の最適化を実現。

プロビジョニングの自動化、ライフサイクル管理が可能に！

セールス ポイント １： プライベート クラウドの最適化

●  Cisco Cloud Centerの活用：パブリック クラウドに関する必要情報の自動抽出、直感的なインターフェイス、オン

デマンドでのリソース計画や管理、移行が可能に。プライベート クラウド、パブリック クラウドにおける最適化を

実現。

➡ テナント管理、測定、見積/計画、アプリケーション提供、モニタリングでの各機能によって、ハイブリッド クラウ

ド環境における最適化を実現！

Data
Center

展開

管理

モデル化

Docker

Jenkins Cassandra

SugarCRM

Oracle

Hadoop SAP

Splunk

WebSphere

Bugzilla Dolibarr

SharePoint

Java RabbitMQ

Public 
Cloud

Private
Cloud

CloudCenter

VMware vSphere

Red Hat

OpenStack

Amazon Web Services
SoftLayer

Google Cloud Platform
Microsoft Azure

セールス ポイント ２： ハイブリッド クラウドの活用

●  ハイブリッド環境にまで対応する「マルチ クラウド管理ツール」を提供！
● ハイブリッド環境につながるプライベート クラウドのためのプラットフォーム、 管理ツールを提供！

Why Cisco?
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2.2　データセンター内のトラフィック状況を分析 /可視化したい

●  セキュリティや障害検知に対応するため、データセンター内の状況を把握しておきたい
●  分析にかかる工数は最小限にしたい
●  必要な対応が発生する場合にはポリシー適用における連携も考えたい

お客様の関心事

●  一部でパケット キャプチャや分析ツールを使っているが、全体像が把握できておらず、工数もかかるため、しっか

りとした分析もできていない

●  障害やセキュリティ懸案事項が発生した場合も、結局、後手に回っていて対応に生かせていない

お客様のよくある悩み

ビジネスの観点、IT での機敏性や柔軟性などの観点からもデータセンターの重要性が増してい

ます。現在データセンター内の状況分析・管理はどうされていますか？
営　業

一部でパケット キャプチャや分析ツールを使っていますが、運用ベンダーやデータセンター業

者に任せているところもあり、全体像や実体がよくわかっていないのが現状です。
お客様

現在の状況において、セキュリティ対応や障害対応、データセンター管理の観点から、どのよう

にお考えでしょうか？
営　業

現在の状況では、何か事象が発生してから対応という状況で、何か起こった時の対応時間や回

復までの時間など懸念がとても大きいです。

ビジネスの生命線になりつつあるデータセンターの状況を把握しておくことはとても重要なの

ですが、分析にまで割ける工数もないのが現状です。

お客様

それではお客様のデータセンター内において、どういった内容を把握すべきか、また、どういった仕組

みでそれらを分析、レポーティングを進めていけるかを整理しませんか？ データセンターにおけるトラ

フィック全体を把握することができて、また、さまざまな分析をするために便利なしくみ、ツールがでてき

ています。

営　業

しっかりと全体像が見え、かつ分析やレポーティングが便利にできるものがあれば良いですね。

 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

さらに変更にあたっての連携や自動化など、全体最適ができるとさらに良いですね。

 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  Cisco Tetration Analytics の活用：データセンター インフラのリアルタイム アナリティクス

➡ リアルタイムでの状況分析によって、セキュリティ/障害などの事象に対して対応

センサー 収集 分析・計算 レポート

TetrationOS

分析

ディスカバリ

グルーピング

学習

Tetration Analytics Appliance

ネットワーク センサー
Nexus 9000 EX

ホスト センサー
サーバ エージェント
ソフトウェア

アプリ依存関係可視化

ポリシーの自動生成
（ホワイト リスト型）
ポリシーの
コンプライアンス管理
適用シミュレーション

フォレンジクス

ビジネスの継続性だけではなく、日々新たな IT サービスの展開が求められるデータセンター環境。

必要となる内容をリアルテイムで分析！

セールス ポイント １： データセンター トラフィックの分析 /レポート

●  Cisco ACI（Application Centric Infrastructure）/Cloud Center との連携：ACI によるポリシー ベースのデータ

センター ネットワーキングとの連携、Cloud Center によるアプリケーション管理機能との連携が可能に

➡ ポリシー ベース環境における運用連携/自動化を実現！

アプリケーション ポリシーの
適用支援、可視化

ネットワークでの挙動を自動記録

リアルタイム検出 ＆
Cisco Cloud Center と
連動した自動化ループ

Cisco
Cloud
Center

Real 
Time

データ アプリケーション
ポリシー

アプリケーション
ポリシーTetration

Analytics

Nexus 9K

Amazon Web Services
SoftLayer

Google Cloud Platform
Microsoft Azure

APIC

セールス ポイント ２： ポリシー ベースでの運用連携と自動化

●  シスコならではのネットワーキング テクノロジーを駆使した「Tetration」を提供！
●  収集/分析/レポートをベースに、データセンター ネットワークやクラウド管理ツールとのポリシー連携など、自動

化による運用の効率性も向上！

Why Cisco?
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2.3　サーバ /ストレージ /ネットワークを統合したい

●  さらなるスピード化、コスト削減のため、サーバだけではなく、ストレージについても統合していきたい
●  データセンター インフラを統合することでプライベート クラウド環境としての利便性を上げたい
●  ハイパーコンバージド インフラ/コンバージド インフラについて具体的に検討したい

お客様の関心事

●  サーバ統合は進めたものの、ストレージ環境でコストがかかっていて、運用面でも一貫性に欠けている
●  システム間の管理が大変、ストレージ プールも有効活用しきれていない
●  パブリック クラウドのような利便性をプライベート クラウドの環境でも構築したい

お客様のよくある悩み

データセンター環境において今後、ハイブリッド クラウドの活用を検討されていますが、現在の

プライベート環境はどういった状況でしょうか。
営　業

すでに必要な箇所にはサーバ仮想化による統合は済ませています。ただ、ストレージについて

はまだこれからで、ネットワークについても将来性を見越した対応が必要だと考えています。
お客様

検討されておられる環境や、システムなど、インフラ統合に向けた内容はお持ちでしょうか。営　業

要件にあった部分についてはストレージ環境の統合を考えたいですし、ネットワークも含めた全

体環境も考えたいと思っています。ただ、今後検討していくハイブリッド クラウドに適した環境も

考える必要がありますし、連携も視野に入れ、最適な環境を考えたいです。

お客様

それでは今後のハイブリッド環境も見据え、お客様の環境に合った最適なプライベート クラウ

ド環境の構築に向け、インフラ統合の形を考えませんか？

コンバージド インフラの活用によって、利便性/効率性の向上に加え、データセンター環境の全体

最適に向けた整備も可能になります。

営　業

データセンター インフラのさらなる統合によって利便性が向上するとともにコスト削減が図れる

ならとても良いですね。

 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください

お客様

さらにデータセンターの全体最適につながるのであれば将来像も描きやすいです。

 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  Cisco HyperFlex の活用：データセンターインフラを包括的に統合、設定のスピード化、データ容量の削減、最適

化によるパフォーマンスの向上、コンテナやクラウド アプリなど将来性にも対応。

➡ 次世代 HCI である HyperFlex によって、リソースの効率化・シンプル化・迅速な展開が可能に

コンピュートネットワーク

統合管理
ツール

ストレージ ハイパー
バイザー

インフラをより集約
よりシンプルに

デスクトップ仮想化、リモート環境、開発環境・テスト環境などを始め

効率性と俊敏性が求められるさまざまな用途で活用可能！

セールス ポイント １： ハイパーコンバージド インフラ「超統合 !」

●  各種の専用ストレージが必要となる場合にはコンバージド インフラとして豊富なラインアップに採用されています。

シスコならではのアライアンス パートナーとの連携による検証済のソリューション構成としてご活用いただけます。

➡ コンバージド環境を含めた展開性を確保！

UCS Integrated Infrastructure

Cisco UCS Cisco Nexus 

VSPEX HDS UCP
Select

VersaStack FlashStackFlexPod UCS for Red Hat
OpenStack

SmartStack

EMC HITACHIIBM Pure StorageNetApp Red HatNimble Storage

UCS Director

セールス ポイント ２： コンバージド インフラについても豊富！

●  ネットワーク/サーバ/ストレージが「しっかり」統合可能なアーキテクチャ。
●  ネットワークの確かさが支える「ストレージ性能」と「安定性」！
●  将来性を見越した拡張、展開が可能な構成。

Why Cisco?
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2.4　インフラの構築・運用を自動化したい

●  データセンター ネットワークの運用における設定変更や管理などを効率的に実施したい
●  仮想化/クラウド環境に適したデータセンター ネットワークを構築したい
●  データセンター SDN について検討したい

お客様の関心事

●  データセンター ネットワークの設定変更に時間がかかり、管理も大変
●  マルチ ベンダー環境での対応が大変
●  仮想・クラウド環境/VLAN環境にネットワークが対応できていない

お客様のよくある悩み

現在データセンターでのネットワーク環境において、変更の容易さや迅速さ、柔軟さは確保され

ていますか？
営　業

ネットワーク環境はあまり考えてこなかったのですが、仮想化が進み、アプリケーションごとの要

件など、変化・変更が多くなってきている中で、ネットワークにおける柔軟性のなさや、管理性な

ど、ボトルネックが増えてきています。

お客様

ネットワーク環境においても仮想化やクラウド、さまざまなアプリケーションに対応した環境が

必要とのお考えでしょうか。
営　業

はい。データセンター部分での SDN、さらにはクラウド環境の有効活用、増え続けるアプリケー

ションやアプライアンス間での調整/連携/自動化など、対応していく必要があると考えています。
お客様

それでは、お客様のアプリケーション環境やデータセンター環境に応じた形で最適なネットワー

クを考えていきませんか？　ソフトウェアとハードウェアを最適に組み合わせた次世代 SDN であ

る ACI によって大幅に改善することが出来るようになっています。

営　業

はい、コストやベンダー サポート、将来性や展開性など、SDN だけでは解決できない問題があ

ると考えています。 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

データセンター全体での内容やさらにはネットワーク全体、各製品・機器との連携なども視野に

入れたいです。 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  Cisco ACI（Application Centric Infrastructure）の活用：ネットワークの構築・運用をポリシー ベースでシンプ

ルにすることが可能。

➡ ポリシー適用自動化による簡素化/効率化、可視化への対応によってビジネスの俊敏性に貢献

Application Policy
Infrastructure

Controller

Cisco
Nexus

9000 シリーズ

業界をリードする
エコシステム

アプリケーション

コンピューティング

ストレージ

ネットワーク

セキュリティ

A10 Networks
Accenture

APC
BMC

CA Technologies
Citrix
EMC

F5 Networks
Intel

Microsoft
NetApp
Oracle
Panduit
Red Hat

SAP
SUSE

VMware
Wyse

クラウド

APIC
EM

物理的な構成ではなく、論理的・抽象化されたポリシーによるネットワーク運用を実現。

ユーザやアプリケーション単位での運用が可能。

セールス ポイント １：ネットワーキングの簡素化と俊敏性の実現

●  ポリシー ベースとなる ACI を中心にデータセンター全体への展開が可能。UCS Director や VM vCenter、また、

Firewall や Load Balancer など、オープン環境での連携にも対応。

➡ アプリケーション ベースのポリシー設定を幅広いコミュニティで対応、将来の展望へも対応！

コントロール + データ プレーン

OPFLEX プロトコル

ファイア
ウォール

ハイパーバイザ
スイッチ

ロード
バランサ

ネットワークの
各デバイス上に
分散された
インテリジェンス

WEB
APP

DB

ポリシー
マネージャ

Canonical Source�re Embrane Citrix Red Hat Cisco Microsoft  F5 Networks IBM

APIC

セールス ポイント ２： 柔軟な連携と展望

●  信頼と実績のデータセンター スイッチの新シリーズ「Cisco Nexus 9000」と、管理はコントローラ「APIC」でシ

ンプルに一元的にまとめることが可能。

●  シスコ提供の管理ソフトウェアに加えて、オープンな連携と展望に対応。

Why Cisco?
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お客さまの関心事
本項のトピックに関して、お
客様が主に関心を持ってい
るポイント。

お客様のよくある悩み
シスコの営業がよく聞くお客
様の悩み。

セールス トーク、ヒアリング 
トーク
このような会話をすればお
客様が興味を示す、セール
ス トーク、ヒアリング トーク
例。

セールス ポイント
セールス トークに関連して、
必ず押さえておきたい売り
込みのポイント。複数ある場
合はポイントごとに順に掲載
しています。

Why Cisco？
セールス トークに関連して、
必ず押さえておきたい売り
込みのポイント。

● 第 3 章の見方
第 ３ 章の構成は次のようになっています。
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3.1　2D/3D VDI：CAD/ワークステーション クライアント仮想化

●  2D/3D データの取扱いに際してテレワーク、災害時など、どこでも仕事ができる環境を確保したい
●  ワークステーションの場所・稼動率の向上、コストを削減したい
●  PC やワークステーションの管理工数を減らしたい

お客様の関心事

●  テレワーク、災害時時など、外出先や出張先などで図面データが扱えない
●  ワークステーションに必要な設置スペースや熱処理のコストに困っている
●  個別の PC やワークステーションの管理が大変、情報漏えいも心配

お客様のよくある悩み

現在の設計環境について、現在は PC・ワークステーションとファイル サーバを利用された環

境でしょうか？　今後、データ セキュリティへの対策やモビリティへの対応や強化についてご検

討予定はありますか？

営　業

現在はまだ PC ワークステーションが中心ですが、ワークステーションの稼動率、データ セキュリ

ティ、ワークスタイル、設計情報のプレゼンなどで、VDI 環境に移行/統合できないかと考えてい

ます。

お客様

VDI 環境に移行/統合される際のビジネス上やシステム上での懸念点はおありでしょうか？営　業

実際に 3D データが VDI 環境でストレスなく扱えるか、またセキュリティやシステム全体も含めた

最適なシステムについて考える必要があります。ワークスタイルへの柔軟な対応とともに、商品開

発において非常に重要なシステムでもあることから、しっかりしたシステム環境が必要不可欠です。

お客様

それでは、図面/3D データに求められるビジネス/IT 要件の整理とそれにあった最適なシステム構成に

ついて考えませんか？ クライアントだけでなく、インフラ全般の仮想環境が整ってきていますので、より効

果が高い形でクライアント/インフラ統合を図り、かつスムーズなデータの扱いが可能になっています。

営　業

VDI 環境に移行/統合することのメリットが得られるように、しっかりと使えるインフラ環境が必要

だと考えています。 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

今後のワークスタイル変革の推進においても、社員に必要とされる作業フロー、コミュニケーショ

ン環境も合わせて考えたいです。 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク

●  シスコ データセンター インフラの活用：グラフィックス GPU カードに対応した Cisco UCS サーバ、
    管理ソフトウェアによって、ブレード サーバ、ラックマウント サーバ、統合高速なネットワークを一元管理。
    さらに GPU カード ファームウエアを含めた統合管理や、オーケストレーション ツールの活用によって
    新規クライアントの割り当てなどの自動化までを支援。

➡ パフォーマンスを最大限活かすとともに、プロビジョニング工数の削減によって迅速な展開を実現！

＋
Cisco UCS C240 M3/M4、

C460 M4、B200 M4 NVIDIA GRID

ハイバーバイザ 
ベンダ

GPU
パススルー

GPU
シェアリング

GPU
仮想化

Citrix Xen App

VMware vDGA vSGA

Microsoft

統合性

拡張性

管理性

抜群のデスクトップ統合率

シンプル & スケーラブルな
デスクトップ仮想化インフラ

サービス プロファイルによる
迅速なプロビジョニング

セールス ポイント １：VDI に最適なシステム環境を提供

●  VDI 環境の整備においてはワークスタイル環境を捉えなおすことが必須に。VDI 自体のシステム環境の提供と合

わせて、ワークスタイル変革に必須となるネットワーク、コラボレーションソ リューションを提供。

➡ ワークスタイル変革ソリューションとの連携によって VDI 環境を最大限に活用！

コラボレーション拠点ネットワーク
無線 LAN

リモート アクセス
VPN

VDI サーバ

セキュリティ

VM VM VM

VM VM VM VM VM VM

VM VM VM

ネットワーク 
インフラ

セールス ポイント ２： ワークスタイル変革ソリューションを提供！

●  VDI 環境を含むデータセンター環境に最適なコンポーネント（サーバ インフラ/管理ソフトウェア/GPU 仮想化/

VDI アプリケーション関連ベンダーとのアライアンス）を提供！
●  シスコ提供の管理ソフトウェアに加えて、オープンな連携と展望に対応。

Why Cisco?
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3.1　2D/3D VDI：CAD/ワークステーション クライアント仮想化

●  2D/3D データの取扱いに際してテレワーク、災害時など、どこでも仕事ができる環境を確保したい
●  ワークステーションの場所・稼動率の向上、コストを削減したい
●  PC やワークステーションの管理工数を減らしたい

お客様の関心事

●  テレワーク、災害時時など、外出先や出張先などで図面データが扱えない
●  ワークステーションに必要な設置スペースや熱処理のコストに困っている
●  個別の PC やワークステーションの管理が大変、情報漏えいも心配

お客様のよくある悩み

現在の設計環境について、現在は PC・ワークステーションとファイル サーバを利用された環

境でしょうか？　今後、データ セキュリティへの対策やモビリティへの対応や強化についてご検

討予定はありますか？

営　業

現在はまだ PC ワークステーションが中心ですが、ワークステーションの稼動率、データ セキュリ

ティ、ワークスタイル、設計情報のプレゼンなどで、VDI 環境に移行/統合できないかと考えてい

ます。

お客様

VDI 環境に移行/統合される際のビジネス上やシステム上での懸念点はおありでしょうか？営　業

実際に 3D データが VDI 環境でストレスなく扱えるか、またセキュリティやシステム全体も含めた

最適なシステムについて考える必要があります。ワークスタイルへの柔軟な対応とともに、商品開

発において非常に重要なシステムでもあることから、しっかりしたシステム環境が必要不可欠です。

お客様

それでは、図面/3D データに求められるビジネス/IT 要件の整理とそれにあった最適なシステム構成に

ついて考えませんか？ クライアントだけでなく、インフラ全般の仮想環境が整ってきていますので、より効

果が高い形でクライアント/インフラ統合を図り、かつスムーズなデータの扱いが可能になっています。

営　業

VDI 環境に移行/統合することのメリットが得られるように、しっかりと使えるインフラ環境が必要

だと考えています。 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

今後のワークスタイル変革の推進においても、社員に必要とされる作業フロー、コミュニケーショ

ン環境も合わせて考えたいです。 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  シスコ データセンター インフラの活用：グラフィックス GPU カードに対応した Cisco UCS サーバ、
    管理ソフトウェアによって、ブレード サーバ、ラックマウント サーバ、統合高速なネットワークを一元管理。
    さらに GPU カード ファームウエアを含めた統合管理や、オーケストレーション ツールの活用によって
    新規クライアントの割り当てなどの自動化までを支援。

➡ パフォーマンスを最大限活かすとともに、プロビジョニング工数の削減によって迅速な展開を実現！

＋
Cisco UCS C240 M3/M4、

C460 M4、B200 M4 NVIDIA GRID

ハイバーバイザ 
ベンダ

GPU
パススルー

GPU
シェアリング

GPU
仮想化

Citrix Xen App

VMware vDGA vSGA

Microsoft

統合性

拡張性

管理性

抜群のデスクトップ統合率

シンプル & スケーラブルな
デスクトップ仮想化インフラ

サービス プロファイルによる
迅速なプロビジョニング

セールス ポイント １：VDI に最適なシステム環境を提供

●  VDI 環境の整備においてはワークスタイル環境を捉えなおすことが必須に。VDI 自体のシステム環境の提供と合

わせて、ワークスタイル変革に必須となるネットワーク、コラボレーションソ リューションを提供。

➡ ワークスタイル変革ソリューションとの連携によって VDI 環境を最大限に活用！

コラボレーション拠点ネットワーク
無線 LAN

リモート アクセス
VPN

VDI サーバ

セキュリティ

VM VM VM

VM VM VM VM VM VM

VM VM VM

ネットワーク 
インフラ

セールス ポイント ２： ワークスタイル変革ソリューションを提供！

●  VDI 環境を含むデータセンター環境に最適なコンポーネント（サーバ インフラ/管理ソフトウェア/GPU 仮想化/

VDI アプリケーション関連ベンダーとのアライアンス）を提供！
●  シスコ提供の管理ソフトウェアに加えて、オープンな連携と展望に対応。

Why Cisco?
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3.2　SAP：Enterprise/HANA ソリューション

●  会社全体で利用できるような SAP ERP/BWA/HANA に最適なインフラ環境を整えたい
●  システム レスポンス、レポート時間を短縮したい、SAP システムの更新を検討している
●  導入/運用についてしっかりとしたサポートを得たい

お客様の関心事

●  最適なインフラ環境がわからない
●  一貫性のあるシステムでないと期待どおりのパフォーマンスが出ない
●  SAP アプリケーションの導入や運用に際してインフラも含めた専門家を置くことが難しい

お客様のよくある悩み

SAP HANA の導入についてご検討されているとのことですが、ご検討の背景やご期待される

成果についてはどういった内容でしょうか？
営　業

提供しているプロダクト/サービスの市場変化が激しくなってきていることから、ビジネス課題の

抽出や迅速な対応に向けて、リアルタイムでの分析が必要になっています。リアルタイムでの分

析が確実にできるシステムを必要としています。

お客様

課題の抽出や対応に必要なる項目、またそれらに必要となる具体的なシステムについてのサイ

ジングや構成などは検討されておられますか？
営　業

情報収集や提案をいただいているところですが、より緊密な形で専門家の意見、提案が必要だ

と考えています。リアルタイムでの分析が必要とされるため、期待するパフォーマンスが出ない

システムであればビジネス上の成果が大きく損なわれてしまいます。

お客様

それでは、お客様にとって必要となる最適なシステムについて考えていきませんか？ SAP 社との緊

密な連携の元に認定されているサーバがあります。それらの特徴を活かし、ご期待に添える成果を得

ることが可能です。また、共同検証ラボ（COIL）活用によってコスト負担なく事前検証も可能です。

営　業

インフラも含めたシステム全体での連携があると安心できますね。SAP 社との緊密な連携が

取れているのであれば期待ができます。 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

プロダクトのおいての連携だけでなく、全体的なインフラも含めて最適な形でのサイジングなど、

サービスもしっかりしていると助かります。 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  SAP 社認定のサーバ インフラの活用：大規模なインメモリ/大容量の内蔵ディスク、高速低遅延なインターフェイ

スによって最大限のパフォーマンスを実現させることができます。

➡ 認定サーバの活用によって、期待どおりのパフォーマンスを実現！

スターター
スケールアウト

512 GB ～ 2 TB

プライベート/パブリック
クラウド向け

フル スケールアウト

20 TB ビルディング ブロック

オールインワン
アプライアンス

128 ～ 512 GB

用途に応じたパッケージングを提供、リファレンス アーキテクチャによって安心の構築。

セールス ポイント １：SAP に最適な認定済システム環境を提供

●  SAP アプリケーション用インフラとしてのトップクラスの実績！
●  シスコ提供の管理ソフトウェアに加えて、オープンな連携と展望に対応。
●  SAP 社との共同検証ラボ（COIL）活用によってコスト負担なく事前検証が可能。

Why Cisco?

●  期待どおりの成果を上げるためにはネットワークを含めたインフラ全般のしっかりとした環境構築が必要になりま

す。シスコでは自社内にある SAP コンピテンシー センターでのナレッジを踏まえ、サイジングを含めた包括的な

サービスを提供しています。

➡ SAP 社との緊密な連携による安心のサービスを提供！

ソフトウェア ベスト イン クラス

アプリケーション サーバ/
Netweaver

TPC-H UCS と Sybase IQ
におけるベンチマーク レコード

HANA インメモリ
データベース

SAP SD 2 Tier における
Sybase ACE と Cisco UCS のレコード

SAP Sybase ASE & IQUCS Compute HANA と Cisco UCS での
40GB スケールアウト展開

SAP IT Automation

E2E 
オーケストレーション

ステートレス
ハードウェア

Cisco SAP

U
C

S 
D

ire
ct

or

セールス ポイント ２： SAP 社との連携によってサイジングまで支援！
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3.3　 Linux：クラウド基盤としての Red Hat サーバ

●  プライベート クラウドでの自動化を進めるため OpenStack の導入を考えている
●  Linux/RedHat 基盤での OpenStack 環境に最適で一貫性のあるインフラを整えたい
●  ハイブリッド クラウド環境を見据えたアーキテクチャを考えたい

お客様の関心事

●  増え続けるエンドユーザ要望に対して現在のオンプレミスの環境/運用方法では対応が追いつかない
●  Open Stack の環境での検証・確認項目など工数が大変
●  パブリック クラウドやプライベート クラウド/オンプレミスなど管理/運用が大変

お客様のよくある悩み

Open Stack の導入についてご検討されているとのことですが、ご検討の背景やご期待される

成果についてはどういった内容でしょうか？
営　業

ユーザ部門/関連会社からの IT サービスへの展開要望や変更に対応が追いついていないた

め、構築作業やフローの自動化が必要だと考えており、セルフ サービス化なども見据えた Open 

Stack の導入を検討しています。

お客様

課題の抽出や対応に必要なる項目、またそれらに必要となる具体的なシステムについての構成

などは検討されておられますか？
営　業

情報収集や提案をいただいているところですが、より緊密な形で専門家の意見、提案が必要だ

と考えています。オープン ソフトウェアでもあるため、有用性やサポートなどへの不安がありま

す。また、今後のハイブリッド クラウド環境との連携なども見据えておきたいと考えています。

お客様

それでは、お客様にとって必要となる要件の整理を進め、最適なシステムについて考えていき

ませんか？ Open Stack についても利用が本格化してきています。セルフ サービス化やクラウ

ド連携なども見据えた構築/運用が可能になっています。

営　業

OpenStack の構築にあたって、しっかりと検証されている仕組みがあれば良いですね。

 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

OpenStack の環境を活用した連携や拡張性など、導入効果がよりアップできる内容があれば

さらに良いですね。 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  事前検証済デザインの活用：Open Stack の商用ディストリビューション、Led Hat OpenStack との Cisco 

UCS 統合インフラ向け検証デザインを活用。さらにコンサルティング サービスによって、実装の迅速化に加えて

リスクの軽減もご提供。

➡ 事前検証されたデザイン・構築ガイド（CVD）の提供によって、安定稼動と迅速な導入を実現！

＋
シスコと OpenStack

仮想化とクラウド向けに設計されたアーキテクチャ

OpenStack 推進企業の 1 つ

ACI 統合の推進 

Red Hat と OpenStack
エンタープライズ向け強化版の配布

実績のあるサポートとトレーニング

Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor（KVM ベース）

#1 オープン ソースCisco Red Hat#1クラウド  インフラと
クラウド  サービス

セールス ポイント １：Red Hat との検証済システム環境を提供

●  基本的な Open Stackに加えて、Cisco ACI（Application Centric Infrastructure）との連携ソリューションを提

供。ACI によるポリシー ベースでの管理や自動化などを実装可能。プライベート クラウド、パブリック クラウドと

もテナントごとの同一ポリシーで運用可能。

➡ ACI 連携によって管理効率アップ、自動化による工数削減、クラウド横断のポリシー ベース運用を実現！

プライベート クラウド

パブリック クラウド

シスコ クラウド サービス

Red Hat
OpenStack

Cisco

Cisco ACI/UCS 

VMVMVM

Amazon 
Web Services

VMVMVM

Windows
Azure

Cisco

インタークラウド
ファブリック (ICF)

インタークラウド
ファブリック

APIC シスコ 
インタークラウド
パートナー

開発/テスト環境として
パブリック クラウドや

プライベート クラウドを自由に選択

セールス ポイント ２：Cisco ACI との連携機能を提供！

●  Red Hat とのアライアンス/検証済インフラによる迅速な構築とリスク軽減！
●  ハイブリッド クラウドでの運用や ACI 連携など、Open Stack によるメリットを最大限活用。

Why Cisco?
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3.4　ビッグ データ：Hadoop 基盤としての統合インフラ

●  ビッグ データ活用ため Hadoop の導入を考えている
●  Hadoop に最適で一貫性のあるインフラを整えたい

お客様の関心事

●  ビッグ データを活用したいと考えているが、既存の環境・インフラでは対応が難しい
●  ビッグ データ環境で Hadoop を使用する場合、パフォーマンスや可用性などが心配
●  Hadoop での展開や運用管理工数が大変そう

お客様のよくある悩み

ビッグ データの活用/Hadoop の導入についてご検討されているとのことですが、ご検討の背

景やご期待される成果についてはどういった内容でしょうか？
営　業

商品企画やマーケティング、顧客サポートにおけるビッグ データの活用が求められています。

しかし、既存の環境では必要データ量に対応することができないため、Hadoop などビッグ デー

タに即した仕組みが必要だと考えています。

お客様

Hadoop のシステム構築にあたりご検討されている内容やご懸念点はお持ちですか？
営　業

全体的な収集・蓄積・分析の流れや Hadoop ベンダーの検討を進めていますが、さらに基盤

となるインフラの検討なども必要な状況です。実際に稼動させる際のパフォーマンスや可用性、

サポート面などを考慮する必要があると考えています。

お客様

それでは、お客様にとって必要となる要件の整理を進め、最適なシステムについて考えていき

ませんか？ Hadoop 利用も本格化してきています。検証済のパッケージの利用によってパフォー

マンスや可用性も確保できるようになっています。また、統合基盤の管理ツールによる運用性も

向上しています。

営　業

Hadoop 環境の構築にあたって、しっかりと検証されている仕組みがあれば良いですね。

 ➡セールス ポイント 1 をご覧ください
お客様

Hadoop も含めた形で運用管理面についても活用できるツールがあればとても良いですね。

 ➡セールス ポイント 2 をご覧ください
お客様

セールス トーク /ヒアリング トーク
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●  Hadoop 事前検証済デザインの活用：豊富な実績のある UCS を中心とした検証済ソリューション パックによっ

て、Hadoop 基盤を確実・シンプルに構築。さらに事前に用意された展開テンプレート活用によって、10 台のセッ

トアップを数十分で完了、ビッグ データに最適な性能を提供。さらに、大容量データ保管ストレージ サーバも組み

合わせた活用・構築が可能。

➡ 検証済サーバの活用によって、安定稼動と迅速な導入を実現！

スターター
パック

ハイ パフォーマンス
パック

パフォーマンス最適化
パック

キャパシティ最適化
パック

大規模キャパシティ
パック

セールス ポイント １：Hadoop 検証済パックを提供

●  Cisco UCS Director Express for Bg Dataとの連携によって、Hadoop ソフトの展開を管理に加え、ラックマウ

ント、ブレード サーバ、ネットワークを含めた統合基盤の展開、運用管理が可能。

➡ Cisco UCS Director 連携によって展開を用意に、基盤全体の運用管理も実現！

Hadoop 
サービス展開管理

Hadoop 
ソフトのインストール 

Hadoop 
ユーザ アカウント作成

各ノードの構成

サードパーティ 
パッケージ インストール

Hadoop クラスタ 
Hadoop

サーバ セットアップ

RAID 構成

ベアメタル
プロビジョニング

OS インストール

BIOS 設定

ネットワーク設定
サーバ

VLAN 作成

セキュリティ設定

アップリンク 
トランク作成

QoS 設定
ネットワーク

Cisco UCS 
Director 
ExpressWeb で

簡単アクセス

OS/
Hadoop
インストール

Cisco
UCS

Manager

Hadoop
 Manager

アプリ
モニタ

セールス ポイント ２： UCS Director との連携による工数削減！

●  Hadoop 基盤に最適な検証済インフラによる迅速な構築とリスク軽減！
●  Hadoop 用ツールを組み込んだ UCS Director Express for Big Data との連携による展開と運用管理性。

Why Cisco?
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SCSK株式会社

サービス提供型ビジネスへの転換を支える
新たなイノベーション基盤を構築
SCSK株式会社

「サービス提供型ビジネス」への転換
●  Cisco Application Centric Infrastructure （ACI）
●  シスコ アドバンスド サービス

●  サービス提供型ビジネスへの転換を支える、新たなサービス基盤 （イノベーション基盤） の実現
●  ネットワーク サービスのクラウド化 （仮想化） に対する潜在的な対応遅れの解消
●  データセンターから顧客拠点までの一貫したネットワーク マネジメントへの対応

課題

●  Cisco ACI で新規サービス展開に要する期間を数日から数時間に短縮し、サービス提供価格の引き下げも実現
●  今後のサービス拡充において、特定のベンダーに縛られない柔軟なサービス チェイニング環境を実現
●  シスコ アドバンスド サービスを利用し、短期間の導入、新技術の自社習得とスキル移転の目標を達成

ソリューション

●  オンデマンドなネットワーク サービス、セキュリティ サービスの展開を予定
●  さまざまなサービスを容易に展開できるプラットフォームへの進化を目指す

結果～今後の取り組み

http://www.cisco.com/c/ja_jp/about/case-studies-customer-success-stories/1211_scsk-aci.html

ユーザ事例 ACI の活用
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帝人株式会社

帝人グループが利用する基幹システムを更新
SAP HANAに最適高機能サーバを採用
帝人株式会社

「ソリューション提供型事業体」 へ進化
●  Cisco Unified Computing System（UCS）
●  SAP HANA
●  シスコ アドバンスド サービス

●  グループで利用している基幹システム（経理システム） の老朽化対策、アプリケーションの更新が必要

課題

●  アプリケーションは SAP HANA を導入し、そのプラットフォームとして Cisco UCS を採用
●  パフォーマンス向上によって業務処理に要する時間を短縮
●  シスコと SAP 社の緊密な連携による技術支援、保守対応
●  シスコ アドバンスド サービスによるシステム インテグレーション全体のプロジェクト管理

ソリューション

●  基幹システムの移行を完了し、ディザスタ リカバリなどを検討

結果～今後の取り組み

http://www.cisco.com/c/ja_jp/about/case-studies-customer-success-stories/1205_teijin.html

ユーザ事例 SAP HANA on UCS の活用
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日立建機株式会社

日立建機株式会社

日立建機の開発・設計部門が、 3D CAD 業務でデスクトップ仮想化
を大量導入した。これはおそらく、性能とコストを両立させる GPU 
仮想化機能を採用した、国内初の事例だ。

シスコ ユニファイド コンピューティング システム 導入事例

※この冊子は、＠IT（http://www.atmarkit.co.jp/）に2014年8月に掲載されたコンテンツを再構成したものです。
7http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1408/11/news003.html

3D CAD でデスクトップ仮想化、
使いものになる時代が来た

　世界有数の建設機械メーカー、日立建機。海外売上高比率が約 75％ に達する
同社は、名実ともにグローバル企業といえる。純国産技術によって国内初の油圧ショ
ベルをつくった開発力は、同社の国際展開を支える競争力の源泉となっている。
　この日立建機の設計部門が、 3D CAD 業務のためにデスクトップ仮想化を大量
導入した。これはおそらく、2013年秋に正式サポートが開始された GPU 仮想
化（ vGPU ）機能を採用した、国内初の事例だ。 3D CAD のようにグラフィック性
能要件の厳しい業務は、デスクトップ仮想化に最も適さないとされてきた。日立建機
の導入事例は、 vGPU 機能の登場によって、本格的設計業務におけるデスクトップ
仮想化が、性能・コストの両面で実用段階に入ったことを明確に示している。
　日立建機は、茨城県土浦市に開発・設計部門を置いている。運用してきたワーク
ステーションは400台。このうちの約100台を、インテル® Xeon® プロセッサーを
搭載した Cisco Uni�ed Computing System （ Cisco UCS ）、 NVIDIA GRID 、 
Citrix® XenDesktop® の組み合わせによるデスクトップ仮想化に移行した。
　この VDI 導入を進めたのは、同社の開発支援センタ デジタルエンジニアリング推
進部（以下、 DE 推進部）。開発・設計部門のうち、3D CAD を使った設計業務のため
の IT 支援を行っている。
　直接のきっかけは、 Windows XP のサポート終了だ。400台の 3D CAD ワーク
ステーションの半数が、OS として Windows XP を搭載しており、日立建機として
は、何らかの形で新 OS に移行する必要があった。だが、同社は別の問題で、数年

・Windows XP が延長サポート終了に間に
合う形で、約100台のワークステーション
のデスクトップ仮想化（ VDI ）への移行が完
了した
・3D CAD ワークステーションの仮想化によ
り、CAD 共用スペースを大幅に節約できた
・VDI 導入により、 3D CAD 関連業務の効率
が向上した
・中国拠点に VDI を導入し、技術情報管理
を強化できることになった

・設計・開発部署の CAD ワークステーション
で使ってきた Windows XP のサポート終
了に伴い、対策が求められた
・CAD ワークステーションの利用効率向上
や、情報漏えい対策を迫られていた
・上記の理由により、社内エンジニアが 3D  

CAD を快適に動かせるような仮想デスク
トップ（ VDI ）・ソリューションを求めていた

・Cisco Uni�ed Computing System

導入ソリューション

導入前の課題、検討事案

導入効果

インテルⓇ XeonⓇ 

プロセッサー搭載

業界最高水準の
パフォーマンスを実現
Cisco Uni�ed 
Computing System

3D CAD でデスクトップ仮想化、
使い物になる時代が来た
日立建機株式会社

お客様の多様なニーズに応える、日立の ICT 建機
●  3D CAD VDI
●  Cisco Unified Computing System

●  設計・開発部署の CAD ワークステーションで使ってきた Windows XP のサポート終了に伴い、対策が求められ

た

●  CAD ワークステーションの利用効率向上や、情報漏えい対策を迫られていた
●  上記の理由によって、社内エンジニアが 3D CAD を快適に動かせるような仮想デスクトップ（VDI）・ソリューショ

ンを求めていた

課題

●  Windows XP の延長サポート終了に間に合う形で、約 100 台のワークステーションのデスクトップ仮想化（VDI）

への移行

●  3D CAD ワークステーションの仮想化によって、CAD 共用スペースを大幅に節約
●  VDI 導入によって、 3D CAD 関連業務の効率が向上
●  中国拠点に VDI を導入し、技術情報管理を強化

ソリューション

●  中国の開発拠点での VDI 導入
●  仮想デスクトップ環境の管理は、日本から遠隔的に実施

結果～今後の取り組み

http://www.cisco.com/web/JP/solution/datacenter/literature/0990_ucs_hitachi-kenki_cs.html

ユーザ事例 3D CAD VDI on UCS の活用
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富士電機株式会社 三重工場

「工場のスマート化」を支える
仮想化率 90 ％ 超のシステム基盤を刷新
Cisco UCS で飛躍的なシンプル化を達成 
富士電機株式会社 三重工場

「工場のスマート化」を支える
●  Cisco UCS B シリーズ
●  Cisco UCS ファブリック インターコネクト
●  Cisco Nexus シリーズ データセンター スイッチ

●  仮想化環境の運用におけるリソース（メモリ、ディスク）の不足によって、高負荷処理で予期せぬトラブルに遭遇す

る頻度が上がっていた。

●  物理機器（サーバ、スイッチ） の更新を検討していた。
●  人員の増減、海外との連携など、事業展開に沿った IT システムへの要求に対応することが求められていた。
●  1 Gbps ネットワーク接続の煩雑化、構成変更の増加を解消し、運用管理性を高める必要があった。

課題

●  工場内システムの基盤を刷新し、仮想化環境のパフォーマンスとリソースの確保、ネットワーク構成の飛躍的なシ

ンプル化、さらなる物理機器の削減、　運用管理性の大幅な向上を実現

ソリューション

●  3D CAD on VDI （ワークステーション） / Cisco UCS Director の導入を検討
●  他の工場や拠点とも連携して、全社的な効果実現を目指す

結果～今後の取り組み

http://www.cisco.com/web/JP/solution/datacenter/casestudy/1047-ucs-fujielectric-cs.html

ユーザ事例 UCS / UCS Manager の活用
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ファーストライディングテクノロジー株式会社

新たにクラウド サービスの提供を開始
統合インフラを用いて短期間で基盤を構築
ファーストライディングテクノロジー株式会社

「データの楽園」 日本一安全な沖縄で、最高クラスのデータセンター
●  Cisco Unified Computing System（UCS）Mini（FlexPod 構成）
●  Cisco UCS Director
●  Cisco Nexus 9000 シリーズ データセンター スイッチ

●  クラウド サービス事業の展開にあたり、最適なプラットフォームの構築が必要
●  ユーザが利用する管理画面の構築にかかる負担を抑え、スピーディな提供を目指す

課題

●  Cisco UCS Mini で事業規模に適したハードウェア リソースを確保
●  FlexPod 構成で導入することによって、構築期間を 2 か月短縮
●  Cisco UCS Director でユーザ向け管理画面のスピーディな提供を可能に

ソリューション

●  ユーザの需要に即した最適なクラウド サービスを提供する

結果～今後の取り組み

http://www.cisco.com/web/JP/solution/datacenter/casestudy/1151_ucs_frt_cs.html

ユーザ事例 UCS / UCS Manager の活用



第 5 章　 
カタログ/コンテンツ/キャンペーンのご紹介



第 5 章　 カタログ/コンテンツ/キャンペーンのご紹介

38

ハイパーコンバージド インフラ超・超・超入門
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/catalog/pdf/hypeflex-nyumon.pdf

シスコ SDN ソリューション
http://www.cisco.com/web/JP/product/catalog/pdf/sdn_solution_catalog.pdf

Unified Computing System カタログ
http://www.cisco.com/web/JP/product/catalog/pdf/cisco_ucs.pdf

Cisco UCS B シリーズ 構成ガイド
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/ucs/ucs_b/ds_list.html　（技術仕様書・構成ガイド）

Cisco UCS C シリーズ 構成ガイド
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/ucs/ucs_c/ds_list.html　（技術仕様書・構成ガイド）

Cisco Nexusファミリ プロダクト & ソリューション ガイド
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/prodlit/pdf/0684_Cisco_NexusFamily.pdf

製品 /ソリューション カタログ

パートナー向けデータセンター関連資料
http://www.cisco.com/web/JP/partners/sell/technology/dc/literature_content.html

パートナー向けトレーニング資料アーカイブ
http://www.cisco.com/web/JP/partners/training/archive/index.html

製品 /ソリューション コンテンツ

Cisco UCS / HyperFlex 特別ディスカウント プログラム “U Can Sell”キャンペーン
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/partners/incentives-promotion/promotion/t2/jp-mkt17-013-02-u-can-sell-program-2t.pdf

SeedIT バンドル プログラム /Nexus9000、ACI、UCS Mini 、S3260、MDS向けキャンペーン
http://www.cisco.com/web/JP/partners/incentives_promotion/promotion/t2/seedit.html

Cisco UCS and Nexus New Account Breakaway (NAB) /UCSシリーズ, Nexusを新規ご購入
http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/sell-integrate-consult/incentives-promotions.html

こちらからプロモーション詳細ページをご確認ください。

Cisco UCS / HyperFlex  プロモーション モデル（Smartplay)
http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/sell-integrate-consult/incentives-promotions.html

こちらからプロモーション詳細ページをご確認ください。

※ キャンペーン/プログラムについては内容、利用期間が変更になっている場合がございます。

キャンペーン /プログラム
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