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ネットワークとデータ プラットフォームの共同エンジニアリングの利点 
 

 
 

他の製品では、ネットワーキングは後から検討 
する要素でしかありません。Cisco HyperFlex™ 
システムでは、ソリューションの設計にネット 
ワークが組み込まれています。 
ネットワーキングの重要性を語っているのがシスコだけだというのは、驚くことではありま せん。
第1 世代の製品では、ネットワーキングは後から検討する、接続するだけの要素でしかありません
でした。シスコでは、ハイパーコンバージド ソリューションで不可欠かつ本質的な要素とし て、
ネットワーキングを捉えています。次のことをサポートする統合ネットワーキングが必要です。 

 広いストレージ帯域幅と高速な I/O 処理（IOPS） 

 仮想マシン間での大量の水平方向通信 

 データセンターとスムーズに接続する垂直方向の帯域幅 

 クラスタの拡大に応じた容易な拡張性 

 シンプルな Day-0 導入とそれに続く Day-1 運用 
 

ネットワーキングのための優れた方法 

Cisco® SingleConnect テクノロジーは、ハイパーコンバージド システムのコンピューティングを
きわめて簡単かつ効率よく接続、管理できるインテリジェントな方法です。SingleConnect はシス
コ独自のイノベーションであり、クラスタにおけるラック サーバとブレード サーバの接続、ハイ
パーバイザと仮想マシンの接続、LAN/SAN/管理ネットワークの接続を大幅にシンプル化します。 

 

シスコは、Cisco UCS ファブリック インターコネクトのペアを使用して、アクティブ-アクティ
ブな、10/40 Gbps のユニファイド ファブリックを構築できます。それにより、各サーバで 1 つ
のシスコ仮想インターフェイス（VIC）カード上に設定された個々のデバイスに、すべての構成
要素が一組のケーブルで接続できます（図 1）。接続機能と管理機能の両方が同じデバイスに統
合されています。Cisco HyperFlex ノード（およびあらゆるコンピューティン グ専用ノード）を
ケーブル接続することで、必要な帯域幅が得られます。接続と Quality of Service（QoS）の管理 
 

概要 
 

Cisco HyperFlex ダイナミック データ ファ
ブリック 

 ケーブル配線が少なく、そのつどネット
ワーク設定を決める、定義する必要がない 

 スケーラブルなフラット ネットワーク、 

安定した低遅延、すべての宛先にシングル 

ホップで接続可能など、シスコに期待され
る品質を実現 

 自動化により、エラーの可能性を排除しな
がら、クラスタのネットワーキング の導
入と最適化を実現 

 人的な介入なく、ソフトウェアまたはノー 

ド設定の変更にクラスタを適合可能 



 
 
Cisco HyperFlex ダイナミック 
データ ファブリックの優位性 

2 / 5 ページ © 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 

 

 

 
 
 
 
はソフトウェア内で実行されます。また任意
の 2 つのノード間がシングルホップになる、
フラットネットワークが構築されます。安定
した通信と低遅延が実現されるため、ワーク
ロードの配分を検討・決定する際にネットワ
ークが懸念事項になりません。また複数のネ
ットワーク通信タイプ（ストレージ アクセス
や vMotion など） 間で大きな帯域幅を共有
し、通信状態よってダイナミックに帯域が割
り当てられことで、柔軟性とパフォーマンス
が向上し、処理要件に適合するネットワーク
のサイジングが容易になります。 

シンプル化と自動化 

シスコのネットワークはシンプルです。クラ
スタをインストールする場合は、ファブリッ
ク インターコネクトにノードを接続するだけ
で、あとは、インストール ウィザードによっ 
て、VMware 仮想スイッチ（vSwitch）を通じ
てハイパーバイザと仮想マシンを接続する論
理ネットワークが作成されます。 

Day-0 のインストール工程から Day-1 の運
用に移行後は、拡張する際にネットワーク 
インフラストラクチャに変更を加える必要
はありません。新しいノードをネットワー
クに接続するだけで、ファブリック イン
ターコネクトがそのノードを自動的に検出
します。新しいノードは、管理インターフェ
イスで数回クリックするだけでクラスタに
統合できます。 

Cisco UCS サービス プロファイルによる自
動化 
第 1 世代の製品の場合、ネットワーキング
は手動で処理しなければならないプロジェ
クトでした。シスコはネットワークを自動
化することで、ユーザが詳細を把握、デザ
インしなくても最高のパフォーマンスが得
られるように最適化します。 

こうした自動化は、Cisco UCS サービス プ
ロファイルによって実現します。サーバの 
ID、設定、接続のあらゆる側面が、サー 

ビス プロファイルによって指定されます。
そのため、ソフトウェアがプレインストー
ルされたノードをインストールする場合に
は、サービス プロファイルによってサーバ
とネットワーク両方の設定が自動化され、
クラスタに統合されて接続が最適化され 
ます。 

サービス プロファイルによってノードと 
ネットワークの設定が自動化されるため、 
導入が迅速になり、一貫性のある導入を繰 
り返し実施することができます。面倒でエ 
ラーが起きやすい手動のプロセスではなく、
すべての設定があらかじめ定義したプロ
ファイルに基づきソフトウェアによって制
御されるため、設定の不整合や不足のリス
クが低くなります。 

Cisco 仮想インターフェイス カードによる
高い柔軟性 

自動化が可能なのは、Cisco UCS が最初
からプログラム可能なインフラストラク 

 

 
 

図 1 Cisco SingleConnect テクノロジーでは、一組のケーブルでクラスタ内のすべてのネットワークを接続 
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チャとして設計されているためです。サー 
バとネットワークの設定に関して、ノード 
自体の I/O デバイスの番号やタイプを始めと
する 100 を超える側面が、Cisco UCS サー
ビスプロファイルに統合されています。 

I/O デバイスは、要求に応じて随時作成でき
るため、クラスタで個々の I/O デバイスや安
全に隔離された論理ネットワークを自動的に
作成し、設定できます。それによって次のこ
とが可能になります。 

 ハイパーバイザ管理インターフェイス 
に接続する 

 仮想マシンの移動をサポートする 

 オプションの外部ファイバ チャネル スト
レージに接続する 

 仮想マシンの実稼働 IP ネットワーキング
をサポートする 

 Cisco HyperFlex HX Data Platform により、
クラスタ全体にストレージ ブロックを複製
する 

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 
（VIC）は、動的に設定可能な多数のネット
ワーク インターフェイス カード（NIC） と、
クラスタの 2 つのファブリックの両方 に接
続するホスト バス アダプタ（HBA）の２つ
のリソースと通信をサポートし、セグメント
化します（図 2）。 

クラスタは一組のケーブルによって接続・設定
されますが、VIC 上に動的に作成された各デバ
イスが、物理接続された個別のエンドポイント
のように機能します。この機能により、物理
ネットワークの可視性と制御に、仮想ネット
ワークの拡張性とシンプルさが加わります。 

Cisco UCS VIC 1387 は、一組のケーブルの
ペアにより、2 つの 40 Gbps ファブリック 
インターコネクトのそれぞれに接続できます
（ノードあたり 80 Gbps の接続が可能）。ま
た Cisco UCS VIC 1227 は、2 つの 10 Gbps 
ファブリック インター コネクトのそれぞれに
接続できます（ノー ドあたり 20 Gbps の接
続が可能）。

図 2 トラフィックのすべてのクラスが、伝送するトラフィックのタイプに最適化され、Cisco UCS ファブリック インターコネクト内の仮想ポートで終
端する、別々の論理ネットワーク セグメントでサポートされる 
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自動化されたソフトウェア定義型ネットワー
クによる最適化 

I/O およびネットワーク設定をソフトウェアに
よって完全に制御できるため、クラスタでは
次の方法でネットワークが最適化されます。 

 QoS の設定：ストレージの低遅延の読み
取り/書き込み操作トラフィックを優先さ
せるなど、ネットワーク帯域幅の共有方
法を設定します。 

 セキュリティ：ネットワークのセグメ ン
ト化によって確立されます。Cisco 
SingleConnect テクノロジーでは、各ネッ
トワーク セグメントを別々の物理ネット
ワークのように隔離します。 

 仮想から物理への変換：ファブリック 
インターコネクトで仮想から物理への 
変換がなされるため、データセンター 
ネットワーク内の VLAN または個別の 
ポートに異なる仮想ネットワークを接 
続できます。 

 ファブリックの冗長性：通常運用の状態
では、両方のネットワークを同時使用す
るようにセットアップされます。障害が
１つのネットワークに発生すると、残り
のアクティブなネットワークにトラ 
フィックがフェールオーバーされます。 

• NIC チーミング：vSwitch によってフェー
ルオーバーが実行されるようにセットアッ
プします。 

 マルチキャスト ポリシー：Cisco 
HyperFlex HX Data Platform コントロー
ラが最適にサポートされるように事前定
義されます。 

 ロスレス ネットワーキングとジャンボ 

フレーム：ネットワークがさらに最適化 
され、安定した低遅延と高い IOPS レー 
トが確保されます。 

柔軟性と適応性 

Cisco HyperFlex システムは、お客様の既存の
データセンターに統合できます。システムの
ファブリック インターコネクトはオープンな
標準技術に基づいて導入されるため、エン
タープライズ データセン ターネットワークへ
の接続が簡単です。クラスタのネットワーク
を最適化するために作成する仮想ネットワー
ク セグメントは、 すべて物理ネットワーク 
セグメントのように可視化できます。 

そのため、Cisco HyperFlex システムで、 デー
タセンター ネットワークに接続している他の
物理サーバの場合と同様に可視化して制御で
きます。シスコの理念は、エンタープライズ 
データセンターの管理と同じツールを使用し
て、仮想ネットワークの可視化と管理を可能
にすることにあります。Cisco HyperFlex シ
ステムを選択すれば、孤立したシステムがデー
タセンター内に新たに作成されることはあり
ません。 

変化への適応  

クラスタは、任意のインターフェイスからク 
ラスタに追加された新しいハードウェアを自
動的に検出するため、新しいノードの追加な
どの変化に適応できます。 

 VMware vSphere プラグインにより、ク 
ラスタの物理および仮想リソースを 1 ヵ
所で管理できます。 

 Cisco HyperFlex Connect 管理インター
フェイスから強力なすべての機能セット
にアクセスし、クラスタ全体を制御する
ことができます。 

 Cisco UCS Director は、ハードウェア イ
ンフラストラクチャから仮想マシンのプ
ロビジョニング、導入、取り消し、削除
まで、アプリケーション ライフサイクル
全体を管理できる、高度なオーケストレー
ションおよび自動化ツールです。システム 

 

 
 
 
 
全体の可視化とワークフロー管理ツールで
ある Cisco UCS Director は、Cisco 
HyperFlex システムと、他社製サーバやス
イッチを含むデータセンター インフラス
トラクチャを管理できます。 
 

Cisco SingleConnect テ 
クノロジーの特徴 

 簡単：1 回だけの配線
で接続可能なネット
ワーキングソリュー
ションにより、時間が
かかりエラーも起き
やすかった従来の手動
によるプロセスが不要
になります。 

 インテリジェント：ゼロ 
タッチ モデル（物理
変更作業なし）で、物
理ラック/ブレード  
サーバと仮想マシン全
体に I/O 接続を割り当
てることができます。 

 効率性：LAN、ストレー 
ジ、管理ネットワークが 
1 つのネットワークで 
共有されるため、従来 
のアプローチに比べて 
移動する部分が少なく 
なります。 
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 Cisco ONE™ Enterprise Cloud Suite は、
Cisco HyperFlex クラスタを、オンデマン
ドの従量制サービスとしてエンドユーザ
に提供するプライベートクラウドサービ
スに変えるものです。さまざまなパブリッ
ク クラウド サービスでワークロードを移
行する場合と増強する場合のコストを比
較評価し、ハイブリッド クラウドで情報
に基づいてワークロードを管理できるた
め、IT コスト全体を最適化することが可
能です。 

継続的な運用 

Cisco HyperFlex システムの統合ネットワーキ
ングと Cisco UCS VIC が組み合わさり、設定変
更に対しても人的な物理介入の必要なく、将来
のニーズに適合する柔軟性が得られます。 

ハイパーバイザを変更したり、サーバの目的を
変更する場合には、新しいデバイスを動的に作
成できる Cisco UCS サービス プロファイルを
使用して対応できます。インターフェイスカー
ドやネットワークの変更に、それぞれ個々の設
定ツールを使用する必要はありません。 

 

Cisco HyperFlex システムは、移行、バック 
アップ、およびディザスタ リカバリを目的 
として、エンタープライズの共有ストレージ 
システム（一般的にはファイバチャネルスト
レージという言い方）と統合できるようになっ
ています。Cisco UCS VIC の機能により、
サービス プロファイルを変更するだけで、各
ノードにファイバ チャネル HBA を作成し、
ネイティブのファイバ チャネルを通じてファ
ブリック インターコネクトにストレージ シ
ステムを接続できます。 

まとめ 

統合ネットワーキングによって完全なハイ
パーコンバージェンスを実現できるのはシス
コだけです。シスコのアプローチにより、シ
ンプルさ、品質、自動化、柔軟性、適合性が
得られます。 

Cisco HyperFlex クラスタにネットワーキン
グを統合することで、現在のデータセンター
にネットワーキングを統合させた、 エンター
プライズ ネットワーキングを構築できます。 

ハイパーコンバージェンスによって、互換性の
ない孤立したシステムが新たに発生する心配は
ありません。Cisco UCS テクノロジーによるイ
ンフラ ストラクチャの自動化と、シスコが提供
する信頼できるネットワーキングに基づく 
Cisco HyperFlex システムは、ハイパーコンバー
ジェンスのための最適な選択肢になります。 

関連情報 

Cisco HyperFlex システムの詳細については、
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/hyperc
onverged-infrastructure/index.html を参照して
ください。 

Cisco SingleConnect テクノロジーの詳細につい
ては、ソリューション概要をお読みください。 
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