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はじめに
2016 年、Gartner 社は、ハイパーコンバージド システムが 5 年
以内に主流となり、2019 年までにグローバル市場で 50 億ドル近
くの規模に達すると予測しました。1 より最近の予測では、統合シ
ステム市場の価値は 157 億ドルに上り、2023 年までに 5 年間の 
CAGR は 9.3% になると言われています。2

あらゆる業界の組織が競争力を維持しようと進歩するにつれ、こうした市場予測が
正確であることが証明されています。同時に、競争優位性をもたらすハイパーコン
バージェンス技術によって、データセンター管理が大きく変化しています。

ハイパーコンバージェンスはコンバージド インフラストラクチャの概念から生み出
され、コンピューティングやストレージなどの従来のシステムを単一の事前構築さ
れたソリューションに再パッケージ化することで、データセンター管理を簡素化し
ようとしたものです。3 ただしハイパーコンバージェンスとは、再パッケージ化では
なく、技術と哲学におけるパラダイム シフトを表します。進化を続けるハイパーコン
バージェンスにより、あらゆる形態と規模の組織の可能性が再定義されています。

すでに先進的な IT リーダーやビジネス リーダーは、ハイパーコンバージェンス技
術をまったく新しい一連のユース ケースに適用し、新たな可能性を大胆に追求し
ています。このようなリーダーは HCI イノベータと呼ばれ、それぞれの所属組織で 
IT を近代化するための変革を先導しています。

この eBook で説明する内容：

新たなトレンドによる
IT 環境の形成とハイパーコンバージェンス
の進化の推進

ハイパーコンバージェンスによって、どのよ
うに
あらゆる業界の HCI イノベータが実質的に
何でも達成できるようになるか

HCI イノベータになって
新たな可能性を実現する方法



変化し続ける  
IT 環境への対応
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今日の IT 環境において唯一変わらないことは、変
わり続けているという点です。
いつでも、どこでもデータセンターの信頼性が確保
されることを求める顧客の増加であれ、組織の新た
な市場への展開に伴う社内ニーズの高まりであれ、
既存の IT インフラストラクチャ システムには、新
しいトレンドや成熟したトレンドによる要求が次々
と積み上げられています。



変化し続ける IT 環境への対応
たとえば、エッジ コンピューティングと Internet of Things（IoT）について考えてみましょう。International Data Corporation 社では、インター
ネットに接続されるデバイスの数が 2025 年までに約 800 億台に達すると予測しています。これは、1 分あたり 152,000 台のデバイスに相
当します。4

Gartner 社によれば、「デジタル ビジネス プロジェクトの結果として、2025 
年までには、企業で生成されるデータの 75% が従来の集中型のデータセン
ターやクラウドの外部で作成され、処理されるようになるでしょう。これは、 
2018 年の 10% 未満と比べて大幅な増加です」

このコネクテッド デバイスの急増と、それらのデバイス間
で行われるデータ転送により、従来のネットワークの境界
はすでに消失しつつあり、レガシー ソリューションでは対
応できなくなっています。ネットワークのエッジで必要とさ
れる処理能力が増大しているため、処理するデータ量と
いう観点では、シングルクラウド環境でさえも困難に直面
しつつあります。5

組織と IT 部門にとって幸運なことに、顧客や組織の要件
に変化をもたらしているこのトレンドは、ハイパーコンバー
ジェンス技術の進歩も促しています。すでに HCI イノベ
ータは、このような進歩の流れに乗って現在の IT 環境を
適切な方向へと導いています。

ハイパーコンバージェンスのルーツはコンバージド イン
フラストラクチャとストレージ仮想化にありますが、迅速
な開発と改良により、ハイパーコンバージェンスは、プラ
イベートとオンプレミスのデータセンター、そしてクラウ
ドの拡張性の長所を併せ持つ強力なソリューションへと
変化しました。

このような発展には、データセンターのさまざまなコン
ポーネントを中央のソフトウェアの下でどのように共存
させ、統合することができるかについての全面的な見直
しが伴います。

運用効率の促進、インフラストラクチャ コストの削
減、データセンターの信頼性と復元力の大幅な向上
に加えて、ハイパーコンバージェンス技術の最新の
進歩には、次のようなものがあります。6、7

•  組み込みのバックアップおよびレプリケーショ
ン機能によるデータ保護の強化

•  ワークロードの移行とクラウド サービスの導入
の容易化

•  コンピューティング能力やストレージのニー
ズの変動に対応できるクラウドのような拡張
性

•  ネットワーク インフラストラクチャのエッジで
大量のデータを 処理できる能力



ハイパーコンバージェンスでは、主にマルチクラウド環境の実現によって IT イノベーションを
推進します。柔軟性と拡張性のニーズが高まるにつれて、ネットワーキング、セキュリティ、分析、
およびデータセンター管理に関連する問題に対処するために、複数のクラウド サービス プロバ
イダを利用する組織が増加しています。8 ハイパーコンバージェンス技術は、複数のハイパーバ
イザをサポートし、マルチクラウド構成に柔軟なサービスを提供するように設計されています。

次の章では、HCI イノベータがこれらのハイパーコンバージェンス機能をどのように実地に適
用し、仮想デスクトップ環境からミッションクリティカルなアプリケーションに至るまで、すべて
をどのように強化しているかを考察します。

2023 年までには、ワークロードの 80% がコンテナ/マ
イクロサービスに基づくように移行または作成され、ア
プリケーションごとのインフラストラクチャのニーズは 
60% 削減され、デジタル サービスの復元力は 70% 向
上すると予想されています。

2023 年までに、新しいインフラストラクチャの 50% 以
上は、企業のデータセンターではなく、さらに重要性を増
すエッジ ロケーションに展開されるようになり、現在の 
10% 未満から増加します。

80%



世界中の HCI イノベータが、広範囲にわたる革新的で
新しいハイパーコンバージェンスの適用事例を生み出
しています。
このような先進的な IT およびビジネス リーダーは、
組織の近代化を推し進め、ハイパーコンバージェンス
の最新の機能を常にテストしています。多くの場合、
何を実現できるかは、リーダーの想像力にかかってい
ます。

革新的な 
IT 環境の実現
第 2 章



ニューヨーク市のある非営利団体
では、最先端のハイパーコンバー
ジェンス技術を使用して、迅速に
事業を拡大し、飢えに対する救援
の取り組みを推進しています。9

課題

ソリューション

結果

 ●  30% の成長に向けた 準備 ●  

仮想デスクトップ インフラストラクチャの構築

 ●  想デスクトップ インフラストラクチャの 

構築
 ●  拡張性とパフォーマンスの向上

 ●  Cisco® HyperFlex™
  ハイパーコンバージド インフラス

トラクチャ

 ●  成長をサポートするために必要とさ
れるシームレスな拡張性を 提供 

 ●  デスクトップおよびインフラストラ
クチャの管理を 簡素化 

 ●  ユーザ エンドポイントで 75% の
削減

City Harvest は 1982 年に設立され、食料品店、農場、レストラン、製造業者からの余剰食品
を必要な人に再配布することで、5 つの行政区全体の飢餓問題を軽減することを目的とし
ています。2016 年には、約 2,500 万 kg（5,500 万ポンド）の余剰食品を、ニューヨーク市の 
500 のコミュニティ プログラムに無料で配布しました。また、30% の迅速な事業拡大を予
定しています。

City Harvest では、ハイパーコンバージド インフラストラクチャを使用した仮想デスクトッ
プによって IT を簡素化し、効率を高めています。ファイル、電子メール、およびデータにどこ
からでも安全にアクセスできるため、160 人の従業員と 15,000 人のボランティアは、物理
的なコンピュータが使用可能になるまで待つ必要が減り、飢餓問題を軽減するための取り
組みに集中できます。急速に発展するハイパーコンバージド インフラストラクチャ ソリュー
ションの機能は、City Harvest の成長を継続的にサポートし、最終的に、配布される食品の量
を毎年数百万 kg ずつ増やすことに成功しています。

https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/city-harvest-case-study.html#~stickynav=1
https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/city-harvest-case-study.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/city-harvest-case-study.html?socialshare=lightbox-anchor


課題

ソリューション

結果

 ●  運用効率、新しいアプリケーションの展開、および 
SLA に関する問題

 ●  既存のインフラストラクチャを統合して、データ
センター運用の簡素化、運用コスト全体の最適
化、ROI の向上を実現

 ●  Cisco HyperFlex™ ソリューションは、エンタープ
ライズ クラスのメリットを提供する、スケーラブル
で柔軟なエンドツーエンドのソリューションです

 ●  導入時間の短縮：競合他社のソリューションとは対
照的に、Cisco HyperFlex ソリューションは数日以
内にシームレスに導入が完了

 ●  スケーラブルなソリューション：コンピューティング
やストレージに何度も投資することなく、運用を拡
張して調整可能

BLK Super Speciality Hospital は、専門治療を提供する国内最大級の私立病院の 1 つです。約 2 ヘクタール 
（5 エーカー）の土地に広がるこの 650 病床の病院では、臨床担当および非臨床担当の優秀な人材を確保するだけ
でなく、国内最高水準の医療を提供できる最先端の機器と技術を導入して、卓越性の継続的な追及を支援することを
目指しています。10

BLK Super Speciality Hospital にはすでに最先端の仮想 IT インフラストラクチャが導入されていましたが、それで
も運用効率、新しいアプリケーションの展開、および SLA に関する問題に直面していました。病院では、既存のイン
フラストラクチャとシームレスに統合してデータセンターの運用を簡素化し、運用コスト全体を最適化し、より優れた 
ROI を実現するソリューションを求めていました。

単一の管理コンソールを使用することで、BLK チームでは、データセンターのネットワーキング、サーバ、ストレージ、
仮想化を限られた技術リソースで管理することが可能になりました。その結果、大規模なチームは他の重要な IT ア
クティビティを担当するようになっています。

「今では、アプリケーション インフラストラクチャの導入にかかる時間が、以前の数日からわずか数分に短縮されて
います。同時に、パフォーマンスがおよそ 2 倍に向上していることも確認されました」
- Prashant Singh 氏（BLK Super Speciality Hospital CIO）

BLK Super Speciality Hospital やその他の企業によるハイパーコンバージド インフラストラクチャの革新的な使用
事例の詳細については、コンピューティングの顧客事例の Web ページを参照してください。

BLK Super Speciality Hospital では、シスコ ハイ
パーコンバージェンスを使用して、高度に効率的
な IT インフラストラクチャを構築しています。

https://www.cisco.com/c/en_in/about/case-study/blk.html
https://www.cisco.com/c/en_in/about/case-study/blk.html
https://www.cisco.com/c/en_in/about/case-study/blk.html
https://www.cisco.com/c/en_in/about/case-study/blk.html?socialshare=lightbox1
https://www.cisco.com/c/en_in/about/case-study/blk.html


進歩した最新のハイパーコンバージェンスは、ミッションクリティカルなアプ
リケーションを支える技術としても活用できます。

CorpFlex 社は、ブラジルを拠点とするマネージド IT サービス プロバイダです。進歩
を続けるマネージド サービス市場で競争力を維持するために、ハイパーコンバージド 
インフラストラクチャ ソリューションを使用して顧客の期待を先読みし、提供するサー
ビスを適合させています。11 現在、CorpFlex 社ではハイパーコンバージェンスを活用
して、ミッションクリティカルな Microsoft SQL Server と Oracle データベース、そして 
SAP ERP や Microsoft アプリなどのアプリケーションを実行し、革新的なサービスを顧
客に提供しています。

「HyperFlex のアプローチは、環境の提供の迅速化、コスト
と管理労力の削減、管理の効率化を約束するとともに、高可
用性と高パフォーマンスを実現してくれます」

- Edivaldo Rocha 氏（CorpFlex 社 CEO）

課題

ソリューション

結果

 ●  プライベート クラウド プラットフォームの
パフォーマンスと拡張性の 強化 

 ●  顧客に提供するサービスのダウンタイム 
の 削減

 ●  Cisco® HyperFlex™
  ハイパーコンバージド インフラストラ

クチャ

 ●  顧客における可用性の向上を 実現 
 ●  顧客の重要なシステムの低遅延化を 実現 
 ●  総所有コスト（TCO）を 削減

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/case-studies-customer-success-stories/corpflex.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/case-studies-customer-success-stories/corpflex.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/corpflex-case-study.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/case-studies-customer-success-stories/corpflex.html
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ハイパーコンバージェンスの概念は、2 つの普遍的
な見解に基づいて生まれました。

第 1 に、すべての IT 部門には、よりシンプルでコスト
効率の高いデータセンター管理ソリューションが必要
です。第 2 に、フォーチュン 500 企業から小規模な非
営利団体に至るまで、すべての組織には、トレンドの変
化とビジネスの成長のスピードに合わせて適応できる
インフラストラクチャ ソリューションが必要です。



ハイパーコンバージェンス 
- いつでも、どこでも
組織の俊敏性とデータ効率の改善を切望しているのは、特定の業種、業界、部門だけで
はありません。競争の激化が進む環境の中で、今やこうした要件は、どの業界において
も、競争力の維持と近代化の推進を目指す組織に求められるものとなっています。

コンバージェンスの自然な進化として生まれたハイパーコンバージェンスは、実質的にどのようなビジネス
課題にも対処でき、どのようなユース ケースにも応用できる、エンドツーエンドのインフラストラクチャ ソ
リューションへと変化しました。ただし、すべてのソリューションが同じように作られているわけではあり
ません。トップクラスのハイパーコンバージド インフラストラクチャ プロバイダであれば、最新の IT トレ
ンドと継続的な顧客のフィードバックに基づいて、自身のソリューションに絶えずイテレーションを追加し
ています。

ハイパーコンバージド インフラストラクチャ ソリューションを検討するときは、それによって複雑さを軽減
できるかどうか、増大する要求と要件に対応できるかどうかを確認する必要があります。最も難しい課題に
対処するには、次のようなソリューションが必要です。12

エッジ ロケーションでの展開：
低コストで導入しやすい一元管理ソリューションを通
じて、ハイパーコンバージェンスの堅牢な機能セット
をリモートまたはブランチ オフィス環境に取り込むこ
とができます。

あらゆるクラウドと統合：
マルチクラウド環境がより一般的になるにつれ、ソ
リューションには、複数のハイパーバイザをサポー
トし、最も合理的なクラウドにアプリケーションを
展開できる自由と柔軟性が求められます。

成長に合わせて拡張：
適切なソリューションは、今日の IT ニーズをサポー
トし、それらのニーズの進化に合わせて調整が可能
で、あらゆるワークロードとユース ケースに対応で
きるシンプルさと柔軟性を備えています。

適切なハイパーコンバージド インフラ
ストラクチャ ソリューションは、オン
プレミスのリソースと統合できると同時
に、あらゆる規模のあらゆるアプリケー
ションを、どのクラウドでもサポートで
きる必要があります。

あらゆるアプリケーションをサポート：
適切なハイパーコンバージド インフラストラ
クチャ ソリューションは、従来のエンター
プライズ アプリケーションからビッグ データ
および分析アプリケーション、仮想化および
コンテナ ソフトウェアに至るまで、幅広いア
プリケーション展開モデルをサポートできる
必要があります。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-solutions.html


アプリケーション パフォーマンスと e-コマース エクスペリエンスを強化する。13

1856 年に設立された Orvis Company 社は、フライ フィッシングの道具と冒険的な生活を提供する世界的
リーダーで、米国と英国の両方で小売およびデータセンター業務を運用しています。創業以来、同社の企業
文化の中では常にイノベータのマインドセットが強調されてきました。しかし、IT の制約と技術的負債が、
ビジネスの革新、適切な対応、そして俊敏性の維持を困難にしていました。

同社にはさまざまな種類のコンピューティングとストレージがあり、それらがセグメント化されていまし
た。このような技術的境界は、ビジネスへの迅速で俊敏な対応を妨げます。

また、Orvis 社では、テスト/開発、製造、およびビジネスの復旧に 3 つの別々の環境を使用していました。
インフラストラクチャのモノリシックな構造と物理的制限により、リソースは各環境にロックされ、リソー
スの共有は事実上不可能でした。

「Cisco HyperFlex 技術を導入したことで、ビジネスをすばやく承認し、その決定を効果的に実現できるよ
うになりました。また、イノベータのマインドセットを確信を持って採り入れ、お客様とビジネスにより良
いサービスを提供するプロジェクトを追求することができます」
– Tyson Martin 氏（ディレクタ兼 CISO）

Orvis 社やその他の企業によるハイパーコンバージド インフラストラクチャの革新的な使用事例の詳細につ
いては、コンピューティングの顧客事例の Web ページを参照してください。

課題

ソリューション

結果

●  IT 環境の簡素化と技術的なフットプリントの削減
●  コンピューティングとストレージのセグメンテー

ションの解消による俊敏性の向上
●  テスト/開発、製造、およびビジネス復旧の環境間

でリソースを共有するための柔軟性の向上

●  Cisco HyperFlex™ オールインワン ハイパーコンバー
ジド インフラストラクチャ

●  e-コマース、販売時点管理、倉庫システム、運
用、SQL Server などのコア アプリケーション用に 
VSI を実行する 1 つのクラスタ

●  Cisco Intersight™ クラウドベースの管理プラット
フォーム

●  ビジネス上の意思決定に迅速に対応できる俊敏性を実
現

●  同量の CPU とメモリを搭載した新しいハイパーコ
ンバージド インフラストラクチャで、実行効率が 
66% 向上

●  IT をビジネスの真の立役者として位置付け

https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/orvis.html#~stickynav=1
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/case-studies.html#~overview
https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/orvis.html#~stickynav=1


HCI イノベータ
になる
まとめ

組織の IT の近代化を推進し、HCI イノベー
タの一員になる準備はできましたか？ 



まとめ
非営利団体、病院、製造業者、サービス プロバイダなど、多岐にわたる組織に広がるこのコミュニティでは、ハイパーコンバージェンス技術に
よって何が可能になるかを再定義する、革新的な新しい方法を模索し続けています。次はあなたの番です。

コンピューティングの未来とは今。新たな可能性を実現する準備はできていますか？
アプリケーションの追加、データの急増、予算の切り詰めに伴って、IT チームには、パフォーマンスを高め、TCO を削減し、管理を簡素化し、新規および将来のワークロードを処
理できる最新のインフラストラクチャが必要となっています。Cisco UCS M5 サーバとハイパーコンバージド インフラストラクチャ HyperFlex は、それぞれ単一のソリュー
ションでこれを実現します。Cisco Intersight を利用すれば、管理がさらに容易になります。

HyperFlex の詳細を見る シスコのコンピューティングの最新情報をご覧ください。

http://HyperFlex の詳細を見る
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center/data-center-computing.html


今と夢のあいだをつなぐ

Intel、Intel ロゴ、Xeon、および Xeon Inside は、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
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Cisco HyperFlex は、ハイ
パーコンバージェンスのシ
ンプルさを、コアからエッ
ジ、そしてマルチクラウドま
で拡張します。
HyperFlex デモのご依頼

営業担当へのご相談
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