
アプリケーションが適切なリソースを継続的に利用
できるようにすることで、ビジネスを支援します
デジタルエクスペリエンスを通したビジネス機会が増えると、ユーザエクスペリエンス
がビジネス成果に直接影響するようになります。アプリケーションは以前にも増して
分散・多様化するとともに、相互依存も進んでいるため、IT リソースとアプリケーショ
ンのパフォーマンスをどうビジネス成果につなげていくかは難しい課題です。最新のア
プリケーション アーキテクチャ、マイクロサービス、マルチクラウド環境も、サイロ化
されたインフラを利用する場合には、ビジネス、DevOps、運用チーム間にギャップ
が生じます。複雑なアプリケーションやインフラストラクチャを広範に管理することは
非常に難しく、ビジネスを不必要なリスクにさらすことになります。Cisco Intersight™ 
Workload Optimizer は、オンプレミス、クラウド、またはその両方のいずれの環境
でアプリケーションを実行する場合でも、アプリケーションと IT インフラストラクチャ
間のギャップを埋めるとともに、環境を継続的に最適化して、ビジネス成果の向上に
役立ちます 
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ハイライト
• 可視性：インフラストラクチャ 
スタック全体を可視化すること
で、レイヤごとの需要に基づい
てアプリケーションリソースの
ニーズを把握できます。

• インサイト（発見と洞察）：AI を
利用した分析から得られるイン
サイトに基づき、アプリケーショ
ンのパフォーマンスがリアルタ
イムに判断され、常に最適化
されます。

• アクション：ワークロードのパ
フォーマンスを確保するため、
手動または自動で適用可能な
アクションを提案します。 

ソリューション概要
Cisco public 

アプリケーションと 
インフラストラクチャを橋渡し
Cisco Intersight Workload Optimizer の活用 



Cisco Intersight の機能
を拡張
IT 組織はあまりにも多くのツールで
身動きが取りにくくなっています。ツー
ルの多くは、適切な情報やデータセ
ンターの全体像を提供できません。
Cisco Intersight を利用すれば、オ
ンプレミス、エッジ、またはグロー
バル企業全体に健全なインフラスト
ラクチャ基盤を導入して維持するた
めに必要な手順が大幅にシンプルに
なります。

Cisco Intersight Workload 
Optimizer は、Cisco Intersight の
機能を拡張し、アプリケーションリ
ソース管理機能と、広範な他社製ソ
フトおよびハードウェアにも対応しま
す。この強力なソリューションにより、
オンプレミスまたはパブリッククラウ
ドのどちらに存在するかにかかわり
なく、処理すべき IT リソースに対す
るアプリケーションの継続的なアク
セスを確保できます。 

Cisco Intersight Workload 
Optimizer
Cisco Intersight Workload Optimizer は、IT インフ
ラストラクチャを最適化し、高いアプリケーション パ
フォーマンスを実現するために必要な可視化、リアル
タイム分析、自動化を実現します。このリアルタイム
意思決定エンジンは、ワークロードの利用状況、コ
スト、およびコンプライアンスに関連した制約を継続
的に分析し、IT リソースにリアルタイムで照合するこ
とで、パフォーマンスのボトルネックを回避し、IT シ
ステムを正常な状態に保ちます。このソフトは、ワー
クロードの移動とサイズ変更、必要に応じたリソース
の割り当てと再割り当てのタイミング、場所、および
方法の決定、さらにパブリッククラウドリソースを活
用し、柔軟性を最大限に高め、ワークロードが常に
期待どおりに実行されるようにします。 

コスト 

パフォーマンス 

アプリケーション主導型のアプローチ
シスコのソリューションは、トップダウン型のアプロー
チによって優れたサービスを提供します。デジタル ト
ランスフォーメーションの推進に必要なインサイトが得
られます。このインサイトは、顧客、パートナー、ベ
ンダー、従業員に優れたエクスペリエンスを常に提供
するうえで役立ちます。

• IT スタッフは、顧客の優先事項に合わせて活動を
調整し、IT とビジネスの迅速性を向上させ、優れた
アプリケーション パフォーマンスを実現できます。 

• 開発者は、適切に動作するように設計 / 構築された
アプリケーションを提供できます。

• IT 運用チームは、処理に必要な物理リソース、仮
想リソース、クラウドリソースへの継続的なアクセス
を保証できます。 

常に リアルタイム 

同時に解決 

コンプライアンス 
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意思決定エンジン
どのワークロードを、 

どこで、いつ、どのような
目的で実行するか 

パブリック

ソリューション概要
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可視性
アプリケーションとインフラストラ
クチャの相互依存性とビジネスパ

フォーマンスに及ぼす影響 

アクション
フルスタックの自動化により、

アプリケーション応じて 
リソースを継続的に最適化 

インサイト
分析により、適切な
リソースの決定を 
促進 

可視性
従来のサイト化された監視ソリューションのアプロー
チは、インフラストラクチャ リソースのボトムアップで
の視点・情報を IT チームに提供しますが、アプリケー
ションを実行させる上でのボトムアップビューは提供し
ません。同様に、アプリケーションチームはアプリケー
ションに何が起きているかを知ることができますが、
基盤であるインフラストラクチャで何が起きているか
を知ることはできません。問題が発生すると、ビュー（視
点）に統一性がないため責任の押し付け合いが生じま
す。そのため、根本原因をすばやく特定してインフラス
トラクチャを変更し、アプリケーション パフォーマン
スを確保することができません。

Cisco Intersight Workload Optimizer は、インフラ
ストラクチャチームとアプリケーションチームに一貫性
のある統一されたビューを提供します。このソリュー
ションでは、エージェントレスのテクノロジーで、ア
プリケーション層からインフラストラクチャ層に至る
環境内のコンポーネント間の関係と依存性を検出しま
す。Cisco Intersight Workload Optimizer は、導入
後 1 時間以内に、環境（ローカルおよびリモート、プ
ライベートおよびパブリッククラウド全体）と環境内の
相互依存関係のグローバル トポロジ マッピングを作
成し、アプリケーションの需要をインフラストラクチャ 
スタックの各層にマッピングします。結果として、IT、
DevOps、ビジネスチームは、次の点でソリューション
を信頼できるようになります。

• ユーザエクスペリエンスに影響を及ぼす仮想および
物理インフラストラクチャの制約を認識する

• インフラストラクチャへの適切なアクションを促進
する

• アプリケーションの応答時間やサービスレベル目標
（SLO）などの重要なメトリクスを利用し、IT リソー
スの適用と使用に関する情報に基づき意思決定を
行う
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インサイト
複数ドメインにわたるデータに容易にアクセスして可視
化できるため、アプリケーションチームとインフラスト
ラクチャチームは、コンテキストに応じて関連付けら
れたインサイトを活用して、連携を強化できます。また、
戦略的なアクションを実行し、優れたデジタルエクスペ
リエンスをユーザに提供できます。広範な他社製ソフ
トウェアやハードウェアなどもサポートされているため、
ソフトウェアはさらにスマートになり、環境全体にわ
たって情報や知識が収集されて、IT リソースの割り当
てに関する最善の推奨事項が提供されます。

リソース割り当ての決定は、利用可能なキャパシティ
の考慮に加えて、アプリケーションニーズ、関連する
ポリシーおよび制約と密接に結び付いています。その
結果、リアルタイムで自動化したり、既存の承認ワー
クフローと統合したりすることのできる、信頼性の高
い意思決定により、すべてのリソースを最大限に活用
できるようになります。 

アクション
Cisco Intersight Workload Optimizer は、リアルタイ
ムのアクションを実行して、ワークロードが適切なタイ
ミングでリソースを確実に取得できるようにします。管
理のしやすさのレベルに応じて、推奨（表示のみ）、手
動（選択および適用）、自動（ソフトウェアがリアルタイ
ムで実行）の順に、ソフトウェアの決定に基づく自動化
が可能になります。アクションには次のものがあります。

• ワークロードの配置、スケーリング、キャパシティを
自動化して、継続的な健全性を促進しパフォーマン
スを確保しつつ、効率を最大化する

• リアルタイムの状況に基づく想定シナリオを迅速に
モデル化して、キャパシティニーズを予測する

• ワークロード、ストレージ、データベースをリアルタ
イムで自動的にスケーリングし、パフォーマンスを確
保する

• リージョンおよびゾーン全体におけるコンピューティ
ング、ストレージ、データベースの使用状況の傾向
を追跡、レポート、表示する

ソリューション概要
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展開

 

保
守

 

最適化 

サ
ポ
ー
ト

 

設定
 

シスコは、アプリケー
ション パフォーマンスと
インフラストラクチャ運
用の間をリアルタイムで
橋渡しできる唯一の企業
です。アプリケーション
とデータソースに対する
全方位型アプローチと可
視性により、基盤となる
インフラストラクチャを
インテリジェントに最適
化するためのアクション
を自動的に行い、アプリ
ケーションを確実に実行
することができます。 

自動化のメリット
Cisco Intersight Workload Optimizer で Cisco 
Intersight を拡張することで、Software as a Service
（SaaS）アプローチのメリットを適用してインフラスト
ラクチャとアプリケーションの両方を管理できます。ビ
ジネスの目的（何を達成したいか）を、インフラストラ
クチャとアプリケーションの設定、継続的な管理、プ
ロアクティブな最適化という視点に置き換え、管理エ
クスペリエンスの統合、シンプル化、自動化を実現で
きます。

• インフラストラクチャ ライフサイクル管理：Cisco 
Intersight Workload Optimizer は、Cisco 
Intersight の機能を活用して、導入済みのインフラ
ストラクチャ リソースがアプリケーションの実行に
本当に必要かどうかの確認を支援します。 

API 主導、 
DevOps 有効 

根本原因の迅速な分析 
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コネクテッド TAC 

ポリシーベースの 
自動化 

HyperFlex ソフトウェアの
アップグレード 

• 導入のシンプル化：シスコのソリューションは、アプ
リケーションが実行されるサーバ、ハイパーコンバー
ジド インフラストラクチャ、クラウドリソースの導入、
アップグレード、メンテナンスに求められる複雑な
手作業を削減します。

• 迅速なアプリケーションの開発と提供：クラウドお
よびマイクロサービス テクノロジーの容易な導入を
可能にし、俊敏性、反復、DevOps モデルによるイ
ノベーションの実現をサポートします。

• 継続的な最適化：自動化された、分析に基づくイン
フラストラクチャ最適化により、IT スタッフやユー
ザがボトルネックを経験する前に、アプリケーショ
ンニーズに合わせてリソースを動的にサイズ調整し
ます。 

クラウドから任意の 
場所に展開 

SaaS ベースの 
ファームウェア管理 

エッジへの大規模な展開 

統合ダッシュボード 

遠隔監視と分析 

ソリューション概要
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アプリケーションをユーザと 
成果につなげる
Cisco Intersight Workload Optimizer は、Cisco 
AppDynamics ™ と連携してインサイトを強化し、 
そのインサイトをエンドユーザ エクスペリエンスとビ
ジネス成果につなげます。この取り組みは、Cisco 
Intersight Workload Optimizer を使用してデータ主
導型のアプリケーションインサイトを共有することで実
現されます。

AppDynamics は、アプリケーションとビジネスパ
フォーマンスのベースラインを設定し、基盤となるリソー
スの制約の結果であるアプリケーション パフォーマ
ンスの変化を識別してフラグを付けます。この情報は 
Cisco Intersight Workload Optimizer と共有される
ため、リソース割り当てに関する情報に基づく決定と
調整の実行が可能になります。仮想サーバ、コンテナ、
パブリック クラウド インスタンスなどを分析して、憶
測に基づく作業を排除し、アプリケーションの応答時

データ収集 

• アプリケーション 
トポロジ

• ビジネスアプリケーショ
ン のトランザクションの
検出

• ビジネスアプリケーショ
ンとアプリケーション パ
フォーマンスのメトリクス

• ゲスト OS のメトリクス 

• AppDynamics

• ビジネスおよびアプリ
ケーションメトリクスの
シームレスな関連付け 
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間に最も大きな影響を与えるアクションを判別します。
水平方向（アプリケーション）と垂直方向（フルスタック）
の依存関係に関する共通の理解に基づいて、IT インフ
ラストラクチャを適切に調整し、アプリケーションのパ
フォーマンスを最大限に高めることができます。

リアルタイムでの明確なインフラストラクチャ アクショ
ンにより、憶測に基づく行動を排除し、リソースの割り
当て、率先したサイジングとリソース拡張をサポートし
ます。IT スタッフは、ワークロードの需要が変動するに
つれて、Cisco Intersight Workload Optimizer がリソー
スを拡張したり、最も必要な場所に移動したりすること
を確信できます。このソリューションは必要なものだけ
を割り当てるため、オーバープロビジョニングや過剰な
投資は回避されます。さらにこのソフトウェアは、環境
内で実行されている他のアプリケーションのパフォーマ
ンスを損なうことなく、利用可能なリソースの割り当て、
新しいリソースのプロビジョニング、およびリソースの提
供停止と再使用を実行できます。 

アプリケーショ
ン プログラミ
ング インター
フェイス（API） 

分析 

• Cisco Intersight 
Workload Optimizer

• 抽象化（サプライチェーン）

• 分析（需要、供給、コスト）

• 自動化（仲介） 

アクション 

クローズドループ インフラストラクチャの最適化 
による Intersight Workload Optimizer では、 
オンプレミスリソースとクラウドリソースが Cisco 
AppDynamics の検出したビジネスアプリケーショ
ンにマッピングされます。信頼できるアクションが導
き出され、手動または、人が介入 / 解釈することな
く自動で実施できるため、応答時間が短縮されます。
応答時間は AppDynamics によって再評価され、
パフォーマンスが回復し、ビジネスメトリクスが基
準ラインレベルに戻ったかどうかが検証されます。

このソフトウェアのアプローチは、すべてのアプリ
ケーションの統合ビューと組み合わせて、平均修復
時間（MTTR）を短縮し、需要の変動時にアプリケー
ション パフォーマンスを確保するのに役立ちます。
アプリケーション実行がオンプレミスとクラウドのど
ちらでも、インフラストラクチャの診断と即時のプ
ロアクティブな改善により、IT 運用チームの対策会
議が必要になる状況を減らすことができます。 

AppDynamics 

開発 

オペレーション 

5 

8 

スト
レージ 

ディスク
アレイ 

2 

ビジネスアプリケーション 

66 

アプリケーション 

63 

仮想マシン 

4 

仮想データセンター 

1 

D ポッド 

31 5 

ホスト 

3 

シャーシ 

3 

データ 
センター 

2 

5 

1 

モジュール 

スイッチ 

ネットワーク 

インターネット 
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• 最適なコストでポリシー
に準拠しつつ、アプリケー
ション パフォーマンスを
確保するために判断を自
動化

• リソースの拡張、配置、
移動、設定、開始、停止、
照合、購入 

アプリケーションの目的 オープンアクセス 



詳細
デジタルビジネスの変革により、動的な
複雑さとワークロードの量が増大する中
で、IT 部門の能力には、コスト効率の
高いサービス品質を実現する厳しい要
求が課されています。Cisco Intersight 
Workload Optimizer を使用すると、適
切なリソース割付が適切なタイミングで
決定されるため、お客様が監視および
対応する必要がなくなりますこの革新的
なソリューションにより、コンプライアン
スを維持するとともにコストを最小化し
つつ、ワークロードが継続的に実行され
ることが体感できます。

詳細については、以下のサイトをご覧く
ださい。

• Cisco Intersight Workload Optimizer

• Cisco AppDynamics
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マルチクラウド展開の最適化 
Kubernetes は、最新のマイクロサービス アプリ
ケーションの新しいインフラストラクチャ標準です。
Kubernetes を使用すると、開発者はより優れたア
プリケーションとサービスを迅速に作成できるように
なります。IT チームは、よりダイナミックで複雑な
環境に取り組まなければならなくなります。Cisco 
Intersight Workload Optimizer により、Kubernetes 
の導入に不可欠な機能が追加されます。その結果、
スマートで自己管理型のワークロードが実現します。
このプラットフォームは、パフォーマンス、コンプライ
アンス、コストをリアルタイムで同時に最適化しなが
ら、ワークロードが必要なタイミングで、まさに必要
なリソースを取得できるようにします。このソフトウェ
アでは次のことが実行できます。 

• ポッドの自動再スケジューリングによりパフォーマン
スを確保

• クラスタのインテリジェントな自動スケーリングによ
り柔軟なインフラストラクチャを実装

• フルスタック制御により DevOps とインフラストラ
クチャを統合

仕組み
Cisco Intersight Workload Optimizer は、健全性を
継続的に促進するための適切なアクションを決定しま
す。このアクションには、ポッドの継続的な配置や、
アプリケーションと基盤となるクラスタの継続的なス
ケーリングなどが含まれます。

Cisco Intersight Workload Optimizer を使用するこ
とで、Kubernetes のメリットを実現できます。

• 統合されたワークロードの自動化により、マルチク
ラウド環境全体で Kubernetes クラスタが制御され
ます。

• 人間の介入の最小化が必要ですが、しきい値の設定
は不要です。

• インテリジェントなクラスタスケーリングにより、 
インフラストラクチャを安全に最大化します。

• パフォーマンス、コンプライアンス、コストを継続
的に最適化することで、クラウドネイティブ イニシ
アチブを加速できます。

• フルスタック制御により DevOps チームとインフラ
ストラクチャを統合します。

• このソリューションは Red Hat OpenShift をサポー
トしており、Red Hat Enterprise Linux で認定され
ています。

広範にわたるエコシステムの 
サポート
Cisco Intersight Workload Optimizer は、 
VMware vSPhere、OpenStack、Citrix XenServer、
Microsoft Hyper-V ハイパーバイザ、Kubernetes、
Red Hat OpenShift、Cloud Foundry など、業界
トップクラスのプラットフォームと連携して、自己管理
型の最適化されたコンテナ環境を実現します。これに
より、人間の介入を最小化し、ダウンタイムを減らし、
DevOps チームとインフラストラクチャチームを統合し
ます。 

http://www.cisco.com/jp/go/intersight
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center/appdynamics-application-performance-monitoring.html
http://www.cisco.com/jp/go/trademarks

