Vblock™ ファミリ

Vblock™ インフラストラクチャ プラットフォームは、規模やパフォーマンスに応じて
エントリーレベルの Vblock™ 0 からハイエンドの Vblock™ 2 までの 4 つのタイプから選択することができます。

それぞれのタイプは最小構成から最大構成の範囲内で拡張が可能です。

●主な構成ハードウェア / ソフトウェア
●搭載の目安となる仮想マシン台数
●UCS ブレードサーバの枚数
●ストレージ容量

ヴィブロック
インフラストラクチャ プラットフォーム
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Vblock™ 2

Vblock™ 1

Vblock™ 1U

拡張性に優れた
中規模パッケージ

Vblock™ 0

エントリーレベル
1 ラック クラウド パッケージ
● Cisco UCS ブレード サーバ

機能 / 性能

Cisco Nexus 1000v
Cisco Nexus 5000
EMC Celerra NS-120
VMware vSphere
● 〜 800+ VM
● 8-16 ブレード サーバ
● 4.6TB 〜 ストレージ

ハイブリッド クラウドにも対応する
ハイエンド パッケージ

拡張性に優れた
中規模パッケージ

● Cisco UCS ブレード サーバ

Cisco Nexus 1000v
Cisco MDS 9148
EMC CLARiX CX4-480
VMware vSphere
● 800 〜 3,000 VM
● 8-64 ブレード サーバ
● 58TB 〜 ストレージ

● Cisco UCS ブレード サーバ

● Cisco UCS ブレード サーバ

Cisco Nexus 1000v
Cisco Nexus 5000
EMC ユニファイド・ストレージ
VMware vSphere
● 800 〜 3,000 VM
● 8-64 ブレード サーバ
● 58TB 〜 ストレージ

Cisco Nexus 1000v
Cisco MDS 9506
EMC Symmetrix V-Max
VMware vSphere
● 〜 20,000+ VM
● 8-128 ブレード サーバ
● 〜 1PB ストレージ

パフォーマンス / 拡張性

アプリケーション

on a Vblock™

Vblock™ インフラストラクチャ プラットフォームでは、様々なアプリケーションを即座にお使いいただけます。
仮想化環境で最適にお使いいただけるよう、あらかじめアプリケーションごとに検証を行っており、
デザインされ、パフォーマンスが予測可能なソリューションをお使いいただけます。
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クラウドへの確実なステップとは？

革新の流れから取り残されるリスクもありました。
マルチベンダーでシス
テムを構築する場合は、柔軟性がある一方で、相互接続性や障害切り分
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Vblock™ の統合管理アーキテクチャ

5. Public

4. Private
Cloud
SL A

● Active-Active 型データセンター

Open &
Standard
-based

Network

ため、
ブロック単位で増設することでそのようなリスクを回避できます。

（Cisco

Nexus/M

Vblock™

● 性能、
サイズなど複数の基準から選択可能なバリエーション

インフラストラクチャ
プラットフォーム
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クラウド基盤の技術要件と Vblock™ のポジショニング

アプリケーション性能やワークロード、
サービスの HA レベルなどの要件に応じて

運用性

リソース割り当てを最適化し、
自動化する

● 定型的な運用オペレーションの自動化
（運用管理ツール）
● エンドユーザのためのセルフサービス機能
● 仮想マシンより下のインフラストラクチャを意識しない運用環境

サーバ、
ストレージ、
ネットワーク、OS（ハイパーバイザー）
を一括で管理、
プロビジョニングする Vblock™
専用の統合管理ツールが、Ionix Unified Infrastructure Manager（UIM）
です。

Unified
CPU やメモリ、OS（ハイパーバイザー）、ストレージの種類や容量をテンプレート化すれば、必要なリソースを
Infrastructure
プールからオンデマンドで切り出して組み合わせ、1 つの基盤をプロビジョニングすることができます。 ・あらかじめ検証済み推奨構成
Manager
サービス カタログをビジネスやアプリケーションの要件に合わせてメニュー化しておくことで、必要なサービス
・統合管理ツール
UIM は基盤の最小単位をサービス カタログとして管理します。ビジネス要件を IT システム要件に落とし、

レベルやパフォーマンス要件を持つ基盤を、短時間で提供することが可能になります。

Vblock™

より確実なもので
迅速に展開

・VMware、Cisco、EMC、3 社のシームレスなサポート

仮想化、
クラウドに最適な品揃えを持つ

仮想化技術を活用し、基盤を構成するリソースを

効率性

1 つのプールにまとめる

● プール化や拡張が容易なハードウェア
● リソース使用率、
柔軟性、
信頼性の向上
● 導入コストおよび運用コストの削減

リソースを集中制御す
Cisco Unified Computing System（ UCS ）はネットワークから配下のサーバVCE

る革新的アーキテクチャと Service Profile 機能により、サーバの迅速な拡張と再配置を容易に行える

VMware、Cisco、EMC、3 社の製品より

自由な組み合わせ

サーバ プールを提供します。

EMC のストレージ自動階層化機能である FAST（Fully Automated Storage Tiering）は、ストレージ
リソースを性能やタイプごとにプール化します。事前に定義したポリシーにより、
アプリケーションやサービス

ア・ラ・カルト

レベルに応じて最適なストレージ プールにデータを自動的に再配置し、
ストレージ利用効率の最適化とスト
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最適な組み合わせを選択

レージ TCO の大幅な削減を実現しています。
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Vblock™ の統合管理アーキテクチャ

DISTRIBUTED STORAGE
With EMC VPLEX
Vblock™ は、業界標準の製品やプロトコルをベースに成り立っています。例えば x86 サーバ アーキテクチャ
で構成されるサーバ、標準のメモリ モジュールに加え、
ストレージのタイプは EFD、FC、SATA から、I/O プロト
コルは NFS/CIFS/iSCSI/FC
（FCoE）から自由に選択して利用することができます。
規模や処理能力に合わせて、1 つの Vblock™ は一定の範囲内でブレードサーバの数、
ストレージの容量など
を自由に拡張することができます。基盤のパフォーマンスやサービスレベルを維持するには、
サーバとストレー
ジ、
ネットワークの適切なバランスを考える必要がありますが、Vblock™ ではそれもあらかじめ検証されている

Open &
Standard
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EMC VPLEX

EMC VMAX

EMC CLARiX

Active-Active 型データセンター 検証済みアーキテクチャ

ため、
ブロック単位で増設することでそのようなリスクを回避できます。

ハイブリッド クラウド、フェデレーション、
クラウド間連携に向けて

サーバ、
ストレージ、
ネットワーク、OS（ハイパーバイザー）
を一括で管理、
プロビジョニングする Vblock™

VCE では、プライベート クラウドの先、クラウド間連携を見据えて、複数

専用の統合管理ツールが、Ionix Unified Infrastructure Manager（UIM）
です。

UIM は基盤の最小単位をサービス カタログとして管理します。ビジネス要件を IT システム要件に落とし、
CPU やメモリ、OS（ハイパーバイザー）、ストレージの種類や容量をテンプレート化すれば、必要なリソースを
プールからオンデマンドで切り出して組み合わせ、1 つの基盤をプロビジョニングすることができます。
サービス カタログをビジネスやアプリケーションの要件に合わせてメニュー化しておくことで、必要なサービス

Unified
Infrastructure
Manager

のデータセンターに跨ったリソース プール構成や仮想マシンの無停止移行
などの実証実験をすでに行っています。
このような検証済みアーキテクチャ
は、
プライベート クラウドの先にあるハイブリッド型のクラウド サービスや、
サービスが稼動するロケーションを意識しない完全 Active-Avtive 型のデ
ータセンター運用が本格的な利用段階に来たことを裏付けるものです。

レベルやパフォーマンス要件を持つ基盤を、短時間で提供することが可能になります。

中核となるのは、遠隔拠点に跨って仮想的なストレージ プールを構成する

EMC の VPLEX と、遠隔拠点間で同一のネットワーク セグメントを動的かつ

Cisco Unified Computing System（ UCS ）はネットワークから配下のサーバ リソースを集中制御す
る革新的アーキテクチャと Service Profile 機能により、サーバの迅速な拡張と再配置を容易に行える
サーバ プールを提供します。

EMC のストレージ自動階層化機能である FAST（Fully Automated Storage Tiering）は、ストレージ
リソースを性能やタイプごとにプール化します。事前に定義したポリシーにより、
アプリケーションやサービス
レベルに応じて最適なストレージ プールにデータを自動的に再配置し、
ストレージ利用効率の最適化とスト
レージ TCO の大幅な削減を実現しています。

Cisco UCS
EMC
Unified Storage

EMC CLARiX

透過的に接続するシスコの OTV（Overlay Transport Virtualization）、
ヴイエムウェアが 一 定の条 件 下でサポート表 明する遠 距 離 vMotion
（Long Distance vMotion）
の技術です。
いずれの技術もすでに実環境での利用も始まっている技術、機能であり、
今後は広域環境でのサポート条件の拡張が予定されています。

EMC VMAX

EMC VPLEX

