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Kubernetes で一歩先を進み続ける
アプリケーションは、マイクロサービスの集合へと迅速に移行しています。通常、
マイクロサービスはどのような環境でも、コア、クラウド、またはエッジ内の任意
の場所で実行できるコンテナに実装されています。新しいビジネスサービスを提供
するために、多くのアプリケーションが近代化されています。特定の目的に特化し
たアプリケーションは、新たなビジネスチャンスを開拓しています。人工知能（AI）
および機械学習（ML）アルゴリズムを使用して実装されている場合、これらのワー
クロードはインフラストラクチャレイヤでハードウェア アクセラレーションを要求
します。

インフラストラクチャまたは IT 運用チームの一員としてのあなたの役割は、次のよ
うなものによりこの移行をサポートするビルディングブロックを選択することです。

• あらゆるクラウドでワークロードを実行できる柔軟性とセキュリティ：あなたは実
稼働環境でアプリケーションを導入する責任を負っています。したがってエンター
プライズクラスのソリューションを選択することが重要です。

• オンサイトまたはパブリッククラウドで実行されるエンタープライズアプリケー
ションを備えたコアデータセンターで維持されるビジネスクリティカルなデータ：
データは最も重要な資産であるため、巨大化するコンピューティング集約型のビッ
グデータおよび分析アプリケーションをサポートし、セキュリティ上の懸念に注意
する必要があります。

• リモートロケーションにビジネスサービスを拡張するエッジサイトでの常時コン
ピューティング：たとえば、小売店の POS システムでは監視映像の異常を検出す
る推論エンジン、産業現場ではデータ集約などが求められます。

利点
• 移行をより簡単にするため
の、簡素化されたマルチク
ラウドの展開と管理

• 複数のクラウドでワーク
ロードを安全かつ一貫して
実行

• データセンターおよびエッ
ジワークロード向けの共通
インフラストラクチャ ビル
ディング ブロック - Cisco 
HyperFlex™ システム

• ベンダーのロックインがな
いクラウドに依存しないソ
リューション

• コア、クラウド、エッジの
いずれでも簡単にワーク
ロードを拡張可能

Cisco HyperFlex Multicloud  
ソリューション
Cisco HyperFlex システムを基盤として使用し、ハイブリッドクラウドアーキテクチャを確立
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コンテナ管理の課題
ほとんどの組織は、継続的インテグレーション/継
続的デリバリ（CI/CD）手法を促進するために、コ
ンテナ管理プラットフォームを採用しています。
これらのプラットフォームは、コンテナの展開と
管理を簡素化できますが、次のような新しい問題
を解決する必要があります。
• データセンター、パブリッククラウド、エッジ全
体で一貫したコンテナ管理を作成

• エンタープライズクラスのエンドツーエンドの可
視性、セキュリティ、ネットワーキングの確立

• パブリッククラウドで開発者が体験しているの
と同じ俊敏性と新機能を実現

• AI、ML、エッジコンピューティングなどの特殊
なアプリケーションのサポートを提供

• すべてのドメインでこれらの機能をサポートす
る分散型スタックの管理

Cisco HyperFlex マルチク
ラウド プラットフォーム
シスコのソリューションは、これらの問題を、
コアとエッジの共通インフラストラクチャ ビル
ディング ブロック（Cisco HyperFlex システム）
で解決します。基盤となるインフラストラクチャ
（図 1）は、主要なコンテナプラットフォームを
サポートしています。これらは、コンテナを複
数のクラウドに導入できるマルチクラウド管理
ツールによって管理されます。コンテナプラット
フォームとマルチクラウド管理ツールは、Amazon 
Web Services（AWS）、Google Cloud、IBM 
Cloud などの主要なクラウドプロバイダのハイブ
リッドアーキテクチャによって提供されます。

図 1. マルチクラウド プラットフォーム コンポーネントの階層

Cisco HyperFlex をエンタープライズクラスのビ
ルディングブロックとして選択することで、ソフ
トウェア定義型ストレージとコンピューティング
をサポートし、コンテナアプリケーションとマイ
クロサービスの円滑な導入を可能にします。イン
フラストラクチャ基盤として Cisco HyperFlex シ
ステムを使用することで、次のようなシスコのフ
ラッグシップ ハイパーコンバージド ソリューショ
ンのメリットを享受できます。

• 仮想化とコンテナ化アプリケーションの両方に
対応する、信頼性の高い永続ストレージ

• Cisco Intersight™ ソフトウェアをサービスとし
て使用した、ネットワークとストレージの管理
者が現地に行かなくてもリモートで導入できる
シンプルなインフラストラクチャ

• ワークロードに必要なバランスでクラスタを調
整できる、コンピューティング、ストレージ、
さらには GPU アクセラレーションリソースの独
立したスケーリング

• Cisco Intersight、管理、モニタリング、および
プロアクティブなサポートが得られる Cisco® 
Technical Assistance Center（TAC）への直接接
続による、一元化されたクラウドベースの管理

• エッジに最適化されたソリューションと、リモー
トロケーション向けの一貫性のある大規模な展開
および管理

ハイブリッド環境の管理
次に、すべての環境で仮想化とコンテナ化ワーク
ロードをサポートできるハイブリッドアーキテク
チャを選択します。コストを削減し、複雑なソ
リューションに内在するセキュリティ上の落とし穴
を回避するには、一貫性のある環境が必要です。
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図 2. シスコのシンプルなソリューションはすべて、シスコの追加ツールで強化できます。

開発者はすでにパブリッククラウドを使用している可
能性が高いため、お好みのクラウドを選択し、シスコ
の統合ソリューションを使用して、プライベートおよ
びパブリックとネットワークエッジのすべてのクラウ
ドでシームレスに連携することができます。

• Google クラウド：Google Cloudの Anthos によっ
て管理されます。このソリューションには Google 
Kubernetes Engine（GKE）オンプレミスが含まれ
ており、他の主要なクラウドプラットフォームと相
互運用できます。

• Amazon Web Services（AWS）：コンテナは 
Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）を通
じて管理されるか、AWS やその他のクラウドにコ
ンテナを導入する場合は、マルチクラウド管理用 
Cisco CloudCenter™ を選択できます。

• IBM Cloud：Multicloud 管理用の IBM Cloud Pak 
は、マルチクラウドおよびエッジアプリケーショ

ンをサポートしています。コンテナ管理に Red 
Hat OpenShift を使用し、AWS、Google Cloud、
Azure、IBM Cloud、オンプレミスのプライベート
クラウドをサポートします。

共通のアーキテクチャ
クラウド テクノロジー リーダーと連携することで、 
シスコは、1 つのソリューションに縛られることな
く、仮想化およびコンテナ化マルチクラウドの展開
に自信と柔軟性を与えることのできるハイブリッド 
アーキテクチャを開発しました。シスコのすべてのソ
リューションは、図 2 に示す一般的なアプローチを実
装しています。Cisco HyperFlex クラスタは、コアデー
タセンターやネットワークエッジなどのオンプレミス
環境をサポートします。また、共通のサービスセット
を使用して、コンテナの管理をローカルで行うこと
も、任意のパブリッククラウドに移行することもでき
ます。提供されるサービスには次のものがあります。
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• コンテナプラットフォーム

• マイクロサービスの管理（サービス検出を含む）

• オンプレミスとパブリッククラウドの両方の環境を
保護するアイデンティティおよびアクセス管理

• モニタリング、ロギング、および設定管理

すべてのソリューションに対して一貫したサービスを
セットで提供することで、仮想化とコンテナ化のワー
クロードを定義し、あらゆるクラウドに導入し、クラ
ウドの選択に導入できる機能を備えたロックインを無
視できます。

サポートの強化
Cisco HyperFlex システムは、シンプルで柔軟なコア
およびエッジインフラストラクチャのビルディングブ
ロックを提供します。主要なクラウドプロバイダーと
開発したシスコの 3 つのハイブリッドアーキテクチャ
から、開発者がパブリッククラウドですでに好んで使
用しているインターフェイスと同じものを選択して、
開発および展開することができます。

シスコを選択すれば、図 2 の緑色で示されて、サイ
ドバーで説明されているいずれかのシスコツールを使
用して、プラットフォームの機能を拡張することがで
きます。これらの機能強化は、ワークロードの導入、
リソースモニタリング、一貫性のあるネットワーキン
グ、セキュリティの警戒をより的確にサポートするエ
ンタープライズクラスの環境を構築に役立ちます。お
客様の選択により、データセンターネットワークをコ
アからクラウドやエッジに安全かつ効率的に拡張でき
ます。

モニタリングおよびロギング
設定の管理

コンテナ プラットフォーム 
マイクロサービス管理

ID およびアクセス
管理
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一貫性のあるエンタープラ
イズクラスの環境

= オプションのシスコの機能強化

AppDynamics

Stealthwatch Cloud

Cisco CloudCenter

Cisco SD/WAN | CSR1000v

オンプレミス環境
パブリック
クラウド環境

パブリック



ソリューション概要
Cisco public

シスコだけが提供できる価値の向上
シスコは、マルチクラウド環境の管理、機能、セ
キュリティを強化するオプションツールを備えた、
包括的なハイブリッドアーキテクチャセットを構築
しています。すべてのクラウドで仮想化とコンテナ
化のサポートに使用できるマルチクラウド フレー
ムワークを選択できます。次に、ソリューションの
機能特性を強化する方法を示します。

• Cisco Intersight：この SaaS 管理プラット
フォームでは、使いやすいクラウドベースのポー
タルからどこでも、すべてのクラスタをインス
トール、導入、監視、維持できます。Cisco TAC 
に直接接続することで、問題解決を簡素化および
迅速化できます。

• Cisco ACI® マルチクラウド：Cisco Application-
Centric Infrastructure (Cisco ACI) は、ソフトウェ
ア定義型ネットワーキングのハードウェアレベル
のサポートを提供します。導入を迅速化し、ハー
ドウェアのパフォーマンスを提供し、一貫性のあ
るポリシーベースのルーティングを使用して任意
の場所またはクラウドに拡張できます。

• Cisco Nexus® 9000 シリーズ スイッチ：これら
の業界をリードするデータセンタースイッチは、
標準スイッチとして動作することも、Cisco ACI 
をサポートすることもできます。

• Cisco CloudCenter：この拡張機能により、仮想
化またはコンテナ化ワークロードの抽象定義を作
成し、導入のパフォーマンスとコストのトレード
オフを評価し、選択したクラウドに導入すること
ができます。Cisco CloudCenter は、お客様が選

択した特定のクラウドの仕様に、抽象定義を変
換するすべての詳細を処理します。

• Cisco AppDynamics®：AppDynamics は、ビ
ジネスアプリケーションのトポロジを検出して
マッピングし、IT リソースの使用方法を測定し
て、情報に基づいたアプリケーションの配置を
決定できるようにします。

• Cisco Stealthwatch® Cloud：この包括的な
ネットワーク トラフィック セキュリティの可視
化・分析ソリューションは、ネットワークイン
フラから得られたエンタープライズテレメトリ
を活用します。マルチレイヤの機械学習とエン
ティティ モデリングを駆使することで、高度な
脅威検出、脅威対応の迅速化、ネットワーク セ
グメンテーションの簡素化を実現します。

• Cisco SD-WAN：リアルタイム分析、可視性、
制御によりクラウドとオンプレミスのアプリ
ケーション パフォーマンスを最適化し、ユーザ
の生産性を高めます。これにより、エンタープ
ライズネットワークは、ポリシーベースの効率
性、脅威インテリジェンス、管理の容易さを持
ち合わせながら、エッジとクラウドの場所に到
達できます。

• Cisco CSR 1000 シリーズ：このセキュアなシ
ングル テナント ルータはパブリッククラウドで
動作し、パブリック クラウド インフラストラク
チャをエンタープライズ データセンターに安全
に接続します。
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シスコソリューションの価値
Cisco HyperFlex システムに基づいてマルチクラウ
ド ソリューションを選択すれば、IT インフラスト
ラクチャを進化させることができます。シスコのア
プローチにより、お客様がすでに持っているものを
最適化して刷新することができます。将来の選択肢
を制限することなく、現在使用するパブリッククラ
ウドを選択できます。マルチクラウド環境を取得す
ることで、開発者は同じツールを使用して、場所に
関係なくコンテナ環境を管理できるようになりま
す。また、この概要で説明するオプションのシス
コの拡張機能により、エンタープライズクラスのサ
ポートを受けることができます。

シスコでは、主要なパブリック クラウド プロバイ
ダーとのハイブリッドアーキテクチャを確立してい
るため、シスコのソリューションは導入を迅速化
し、リスクを最小限に抑えることができます。運用
チームは、インフラストラクチャ、アプリケーショ
ン、エンドユーザの応答時間を正確に監視し、高速
でセキュアな接続を維持できるよう支援します。

詳細情報
http://www.cisco.com/jp/go/hyperflex をご覧くだ
さい。
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