
1797 年設立の Höganäs 社は、金属粉末技術における世界有数の企業です。同社は 75 ヵ国に 3,000 の
顧客を抱え、年間生産量が 500,000 トンに上ります。自動車部品、ろう付け、電気モーター、積層造形、
水処理のための革新的なソリューションを提供しています。詳細については、hoganas.com をご覧ください。 

課題
• 分散した地域の多様なリモート
ユーザとアプリケーションをサ
ポートする 

• 仮想デスクトップ インフラスト
ラクチャ（VDI）のパフォーマン
スを高める

• システムの管理と拡張をシンプ
ルにする

ソリューション
• Cisco HyperFlex™  
システム

• Cisco Intersight™ SaaS 
システム管理プラット 
フォーム 

• Cisco Identity Services 
Engine（ISE）

• Cisco UCS® Mini 

結果
• SAN より少ないコストで包括
的なデータセンター インフラス
トラクチャを構築 

• GPU のパフォーマンスが 75% 
高速化

• 読み取り、書き込み速度が  
10 倍に向上

• クラウドベースの統合システム
管理による IT 運用の効率化 

詳細情報
• Cisco HyperFlex

• Cisco Intersight

• Cisco Identity Services 
Engine（ISE）

• Cisco UCS Mini  
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大手メーカーが仮想デスクトップと 
グラフィック集約型アプリケーションを 
75% 高速化
Höganäs 社 ⋅ 業種：製造業 ⋅ 規模：従業員 2,500 人 ⋅ 所在地：米国ペンシルバニア州ホールソップル 

https://www.hoganas.com/ja/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/servers-unified-computing/intersight/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/servers-unified-computing/ucs-mini/index.html


「 メモリ、CPU、コン
ピューティング、ス
トレージ、VMware 
ライセンスを備え
た 4 ノードの Cisco 
HyperFlex クラスタに
かかったコストは、基
本的にストレージボッ
クス 2 台分と同じでし
た。ですから、SAN 
を新たに導入する代わ
りに、データセンター
全体を新しくしまし
た。これは IT 部門に
とっても、財務担当副
社長にとっても大きな
成果でした」 
Michael Rhoades 氏、 
North American Höganäs 社  
IT マネージャ

導入事例
Cisco public 

課題：仮想デスクトップのパフォーマンスと 
管理機能の向上

North American Höganäs 社の IT マネージャである 
Michael Rhoades 氏には、やるべきことが山積みです。

彼が率いる 4 人のメンバーからなる IT 部門は、IoT 
をベースとしたモニタリング、自動化、制御システムを
活用した 4 箇所の生産拠点と、米国に 1 箇所ある研
究開発施設の技術ニーズをサポートしなければなりま
せん。サポートすべきユーザは、工場の従業員、エン
ジニア、経営幹部、営業担当者など多岐にわたります。
さらに、2 世紀分を超える知的財産と企業秘密を保
護する必要もあります。 

Rhoades 氏は、「当社のあらゆるユーザ、製品、プロ
セスを統合し、サポートしているのは IT です。広く普
及している Wi-Fi、PoE カメラ、IoT デバイスから、ネッ
トワークに接続されたクレーン、トラック、インベント
リに至るまで、管理しなければならないものが多数あ
ります」と述べています。

管理の負担を軽減するため、チームは数年前に 2 つ
の仮想デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）環境
を導入しました。1 つは Cisco UCS Mini を使用した
工場オートメーションシステム用の環境、もう 1 つは 
Cisco UCS ブレードサーバを活用した米国のオフィ
ス、工場、リモートワーカー向けの環境です。 

このユーザ重視の VDI 環境では「他社製のストレージ
アレイのサポート終了が近づいていました。そこでスト
レージアレイの更新時期が来たとき、せっかくなので
いろいろなオプションを検討しました」と Rhoades 
氏は述べています。 
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従来型のインフラストラクチャ ソリューションをいくつ
か評価した後、Cisco HyperFlex について詳しく調べ
ることにしました。 

Rhoades 氏は「ハイパーコンバージェンスは、最初に
アレイに組み込んだときは新しすぎて活用しきれませ
んでしたが、2 度目の導入では活用しないわけにはい
きませんでした」と述べています。

Höganäs 社はその後すぐに、4 ノードの Cisco 
HyperFlex オールフラッシュクラスタを導入し、400 人
を超える米国のユーザに VMware Horizon デスクトッ
プを提供しました。

Rhoades 氏は、Cisco Intersight がこの判断におけ
る重要な要素であったと説明しています。このクラウ
ドベースのツールを利用すれば、どこからでも Cisco 
HyperFlex および Cisco UCS システムをインテリジェ
ントに管理できます。コンピューティング、ストレー
ジ、ネットワークのリソースを 1 つのウィンドウで管理
できるため、シンプルになりました。また、マルチノー
ドクラスタ構成で冗長性を確保することで信頼性を高
め、優れたフェールオーバーを実現できることもチーム
にとって魅力でした。さらにインフラストラクチャを迅
速かつ容易に拡張できることも、今後新たなユーザや
ワークロードのサポートを続けるチームにとって重要で
した。 



導入事例
Cisco public

多様なユーザ、アプリケーションをサポート
Cisco HyperFlex の機能と柔軟性、そして VMware Horizon との緊密な統合により、
Höganäs 社はさまざまなユーザ、アプリケーション、デバイスをサポートできるように 
なりました。Höganäs 社の本社スタッフは、ゼロクライアントを利用して ERP、コラボ 
レーション、会計などの仮想化ビジネスソフトウェアを利用できます。また北米のセールス 
チームは、「ウルトラモビリティ」戦略の一環として、オフィスではゼロクライアントを使用し、
外出時には携帯回線に接続した iPad を活用しています。 

「当社では営業担当者に iPad、キーボード、マウスを支給し、世界中どこにいてもすべてのデス
クトップソフトを利用できるようにしています」と Rhoades 氏は述べています。また、バックアッ
プとリカバリには Veeam ソフトウェアを使用しているとのことです。さらに同氏は、「iPad が
ホテルの部屋から盗まれたり、奪われたりするといった恐ろしい話を耳にすることがありますが、
万が一そのようなことが起こっても、すべてのデータはデータセンターに安全に保管されている
ので心配する必要はありません」とも述べています。

工場の従業員は、厳しい生産環境にも耐えられる堅牢なゼロクライアントを利用して、 
標準規格に基づく生産性向上アプリケーションを利用し、エンジニアとプログラマは、 
高性能 CAD および 3D レンダリング アプリケーション用に処理能力を追加した 
環境で作業しています。 

「NVIDIA Tesla GPU を 4 基搭載し、VDI 上で専用のグラフィック  
アクセラレーションを実現しています。これはすごいことです」と  
Rhoades 氏は述べ、これまでの VDI 環境と比較して、GPU の 
パフォーマンスが 75% アップし、読み取り / 書き込み速度が  
10 倍向上したと評価しています。 
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「 Cisco Intersight は、画期的
な管理ツールです。データセ
ンターのあらゆるリソースを一
元管理できます。また、クラ
ウドベースのため、データセ
ンターの状態をどこからでも
モニタして管理することが可
能です。きわめて優れた設計
で、あらゆることがとても簡
単になりました。私はこの製
品の大ファンです」
Michael Rhoades 氏 
North American Höganäs 社 IT マネージャ 

導入事例
Cisco public 

低コストで、管理と拡張が容易
Höganäs 社が検討していた他の製品と比較して、Cisco HyperFlex オールフラッシュのパフォー
マンスが優れていたことについて、Rhoades 氏に驚きはありませんでした。しかし、思いも寄ら
なかったのは、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク インフラストラクチャのハイパーコ
ンバージド パッケージが、スタンドアロンのストレージアレイよりもわずかに低コストであったこと
です。 

「メモリ、CPU、コンピューティング、ストレージ、VMware ライセンスを備えた 4 ノードの 
Cisco HyperFlex クラスタにかかったコストは、基本的にストレージボックス 2 台分と同じでし
た。ですから、SAN を新たに導入する代わりに、データセンター全体を新しくしました。これは 
IT 部門にとっても、財務担当副社長にとっても大きな成果でした」と Rhoades 氏は述べています。

ネットワークをセグメント化して Cisco ISE を利用することで、アクセスを制御し、重要なセキュ
リティを確保できます。また、Cisco Intersight によって環境全体をクラウドからモニタして管理
できます。 

Rhoades 氏によれば、「Cisco Intersight は、画期的な管理ツールです。データセンターのあら
ゆるリソースを一元管理できます。また、クラウドベースのため、データセンターの状態をどこか
らでもモニタして管理することが可能です。きわめて優れた設計で、あらゆることがとても簡単に
なりました。私はこの製品の大ファンです」

Höganäs 社のリソースの限られた IT 部門にとって、管理がシンプルになることに加え、環境を
迅速かつ容易に拡張できることは、北米事業を強化するために新しい優れた技術を継続的に提
供する上で必要不可欠です。

Rhoades 氏は「私たちは基本的にすべてを 2 人で行ってきました。私がネットワークを担当
し、もう 1 人が VM および Microsoft 製品を担当します」と述べています。Windows Server、
Microsoft インターネット インフォメーション サービス（IIS）、Microsoft SQL Server のワーク
ロードはすべて VDI 上で提供されているとのことです。さらに同氏は、「Cisco HyperFlex では、
従来のシステムよりも飛躍的に拡張が容易です。ブレードや筐体を追加購入して管理する必要は
なく、既存のノードにメモリと CPU を追加するだけで済みます」とも述べています。

シスコ データセンター コンピューティングに関するお客様成功事例は、https://www.cisco.
com/c/ja_jp/about/case-studies-customer-success-stories.html および cs.co/dccstories 
[英語] をご覧ください。 
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