
最適なカスタマーエクスペリエンスを提供できるよう、
アプリケーションを効率的に実行する必要があります。
シスコのソリューションは、それを実現します。
今日の経済およびビジネスではアプリケーションとエンドユーザを中心としており、変化が激し
く、IT 部門は難しい対応を迫られます。アプリケーション パフォーマンスの確保は、カスタマー
エクスペリエンスに影響を与えるだけでなく、ビジネスの成果にも直接影響を及ぼします。近年
のアプリケーション アーキテクチャ、サービス、マルチクラウド環境では、インテリジェントな
自動化機能を利用しない限り、複雑なアプリケーションやインフラストラクチャを大規模に管
理することはほぼ不可能です。多くの組織で Cisco Intersight ™ Workload Optimizer およ
び Cisco AppDynamics® が採用されているのはそのためです。 

この強力な組み合わせを導入すると、アプリケーションチームや IT チームには次のメリットが
もたらされます。

•  ユーザエクスペリエンスとビジネスコンバージョンを可視化できる
•  自動化アクションを通じてインフラストラクチャを継続的に最適化することにより、アプリケー
ションのパフォーマンスを高められる

•  インフラストラクチャのボトルネックやコストの増大要因に関するインサイトを得られる
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ハイライト
•  アプリケーションとインフラスト
ラクチャの相互依存関係を 
可視化

• 人工知能（AI）によってリアル
タイムで収集される分析情報か
ら、アプリケーション パフォー
マンスの向上に最適なリソース
配分の決定に活用できる 
インサイトが得られる

•  決定事項を実施し、リソースを
リアルタイムで自動的に割り当
てるアクション

ソリューション概要
Cisco public 

アプリケーションの 
パフォーマンスを確保
Cisco Intersight Workload Optimizer と Cisco AppDynamics の活用 



Cisco AppDynamics
シスコが提供する強力なソリューションでパフォーマン
スを管理すれば、アプリケーション パフォーマンスと
ユーザエクスペリエンスをビジネスの成果につなげるこ
とができます。AppDynamics では、複雑なアプリケー
ション環境の監視、分析、最適化をアクティブかつ大
規模に行え、パフォーマンスデータをリアルタイムで関
連付けて意思決定を下すことができます。自動化され
たクロススタック インテリジェンスを活用することで、
エンドユーザからアプリケーションやインフラストラク
チャに至るまで、マルチクラウド環境を詳細に可視化
できます。アプリケーションの問題を特定して修正し、
ユーザエクスペリエンス、アプリケーション パフォーマ
ンス、ビジネスに及ぼすコードの影響を理解すること
ができます。また、収益経路を可視化して、ビジネス
に対するインサイトを深めることもできます。 

AppDynamics でビジネス  
アプリケーション トポロジを可視化 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Cisco Intersight Workload 
Optimizer
Cisco Intersight Workload Optimizer は、オンプレ
ミスおよびクラウド環境全体でアプリケーションの正
常性を維持できるリアルタイム意思決定エンジンです。
このインテリジェント ソフトウェアは、ワークロード
の消費、コスト、コンプライアンスの問題を継続的に
分析し、リソースをリアルタイムで自動的に割り当てる
ことにより、アプリケーションのパフォーマンスを維持
します。ワークロードの移動やサイズ変更をいつ、ど
こで、どのように行うべきかを判断する、パブリック
クラウドリソースを利用して柔軟性を最大化する、イン
フラストラクチャとワークロードの拡大シナリオを迅速
にモデル化し、どのくらいのインフラストラクチャ リ
ソースがいつ必要になるかを予測するといったことが
可能です。 

Intersight Workload Optimizer で  
IT リソースを常に最適化し、 

アプリケーション パフォーマンスを確保

IT インフラストラクチャ
がリソース不足や遅延に
よりアプリケーションのパ
フォーマンスを妨げるよう
な事態は許されません。

Cisco AppDynamics 
と Cisco Intersight 
Workload Optimizer を
利用することで、アプリ
ケーションとインフラスト
ラクチャの相互依存関係
とビジネスパフォーマンス
を可視化して、インサイト
を得られます。その結果、
ビジネス目標を達成でき
るように継続的にリソース
配分を調整する、アプリ
ケーション認識型の IT イ
ンフラストラクチャが実現
します。 

ソリューション概要
Cisco public 



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。

トランスフォーメーションはさらに先へと進みます。IT 
スタッフは、シスコのソリューションを利用することに
より、顧客の優先事項に合わせて活動を調整し、IT と
ビジネスをさらに迅速化して、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
作するようにアプリケーションを設計、構築して提供で
き、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。 

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 

アプリケーションの目的 

• 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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アプリケーションリソース管理
機能を標準装備
AppDynamics と Intersight Workload Optimizer は、
認識機能とインテリジェンスを利用して、適切なリソー
スを適切なタイミングでアプリケーションに配分しま
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。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。 

オープンアクセス 

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 

•  最適なコストでポリ
シーに準拠しつつ、 
アプリケーションのパ
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 

仕組み
可視化：ビジネスパフォーマンス、ユーザエクス
ペリエンス、基盤となるテクノロジースタックを可
視化することにより、アプリケーションの需要に
応じて適切なインフラストラクチャ アクションを
推進できます。AppDynamics によって提供され
るテレメトリにより、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
リクスに関するインサイトを入手でき、それに基
づいて IT リソースの適用方法や使用方法を決定
できます。

インサイト：AI を利用した分析の結果からインサ
イトを入手し、アプリケーションとインフラストラ
クチャ スタックの各レイヤ間で調整を行えます。
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。
ソフトウェアの知識が多ければ多いほど、IT 部門
はスマートになり、リソース配分に関する判断の
精度が向上します。

アクション：アプリケーションレベルのテレメトリ、
インフラストラクチャ メトリクス、コスト、ディス
カウントメカニズムなど、API を介してローカルま
たはクラウドスタックの各レイヤからデータを収集
し、高度な分析エンジンを利用してアクションを
提示します。これらのメトリクスは信頼性の高い
判断を下すために使用され、こうした判断を自動
化することで継続的にパフォーマンスの低下を予
防できます。 

ソリューション概要
Cisco public 



仕事にインテリジェンスを
導入
リアルタイムのデータと自動化へのアクセスは、安定し
たアプリケーション パフォーマンスの基盤となります。
AppDynamics と Intersight Workload Optimizer で
は、高度な手法とメトリクスを利用してより適切に判断
を下し、アクションを最適化できます。

深層インフラストラクチャ リソース分析手法では、オ
ンプレミスリソースを使用しているかクラウドリソース
を使用しているかにかかわらず、簡単に導入して有効
化できるエージェント不要の検出メカニズムが使用さ
れます。各アプリケーションのニーズは継続的に監視
されて、優先順位が設定されます。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
応答時間に最も大きな影響を与えるアクションを判別
します。

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、IT インフラストラクチャがリソースを拡
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。 

クローズドループ インフラストラクチャの 
最適化： 
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 
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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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「Cisco Intersight Workload 
Optimizer のインテリジェントな
システムによって、弊社のチーム、
特に IT スタッフの時間を大幅に
節約できています。自動化とは、
24 時間 365 日対応するチームが、
24 時間 365 日働かなくてもよく
なることを意味します。常に問題
の対応に奔走しなくてもよくなった
ので、将来を見据えた仕事に人材
を割り当てることができます」

Filipe Frasquilho 氏
IP Telecom 社ビジネス開発マネージャ

事例を読む。
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https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/success-stories/docs/ip-telecom.pdf


チームとツールの統合
多くの組織は、アプリケーション開発者、IT 運用ス
タッフ、異種管理ツールのサイロによって潜在的な
能力を十分に発揮できていません。AppDynamics 
と Intersight Workload Optimize を使用すれば、
チームメンバー全員が同じ情報にアクセスでき、共
通の情報、表現でコミュニケーションを進めること
ができるため、サイロ間のギャップを埋めることが
できます。アプリケーション、IT インフラストラク
チャ、データを同じように可視化することで、チー
ムはツールセットをシンプルにし、問題の擦り付け
合いから脱却して、アプリケーション パフォーマン
スの問題の根本原因を特定して解決できます。

IT インフラストラクチャを 
賢く活用
多くの IT 組織は、ピーク時の需要にも対応できる
リソースを確保するために、過剰なプロビジョニン
グで急場をしのいでいます。こうした追加の設備投
資と運用コストは、IT 予算を大きく削ってしまうだ
けでなく、インフラストラクチャの不足によって起こ
るパフォーマンス上の問題を長期的には解決でき
ません。また手動プロセスが使用されている場合、
IT スタッフは IT の利用状況が変化し、ソリューショ
ンが特定される前に戦略が古くなることがあると気
付く場合もあります。

AppDynamics と Intersight Workload Optimizer 
は、アプリケーションメトリクスと基盤になる IT イ
ンフラストラクチャのキャパシティをインテリジェン
トに関連付けます。リソースの需要が増え、アプリ

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

ケーションレベルでパフォーマンスが低下し始める
と、ソフトウェアは制約を緩め、パフォーマンスの
問題を予防するための判断を下します。パフォーマ
ンスの低下を検知する前から、こうした判断を下す
ことができ、自動化することもできます。

ハイブリッド環境にもマルチ
クラウド環境にも対応
一般的なデータセンターをお使いの場合、IT リ
ソースはどんどん複雑化しています。目まぐるしく
進化するテクノロジー、サービス、オプションに
対応するには、リソース管理に対する新しいアプ
ローチが必要です。AppDynamics と Intersight 
Workload Optimizer では、あらゆるタイプのクラ
ウドを簡単に導入してビジネスの俊敏性を高めるこ
とができます。 

シスコのマルチクラウド ポートフォリオやシスコの
エコシステム パートナー ソリューションを適切に
統合することで、ソフトウェアはこれらのソリュー
ションによってすでに収集されているデータを活用
し、アプリケーションとインフラストラクチャのパ
フォーマンスと相互依存性を把握できます。さらに、
IT およびビジネスポリシーに従う自己管理型コンテ
ナプラットフォームとインテリジェントな自動化は、
ライセンス付与、データ主権、ガバナンスと適用、
高可用性、アフィニティ、アフィニティ対策ルール
とポリシーの徹底に役立ちます。結果として IT ス
タッフとユーザがデータの場所、セキュリティ、コ
ンプライアンス、コスト、柔軟性などのニーズに合
わせてマルチクラウドリソースを活用し、アプリケー
ションを期待どおりに実行できるようになります。 

ソリューション概要
Cisco public 

実現されるメリット
IP Telecom 社では、Cisco 
Intersight Workload Optimizer を
利用して非効率なリソースを特定し、
自動的に判断します。

結果：
• ワークロードのスパイクの排除、
負荷のかかりすぎているシステム
の特定、リソース再配分によるパ
フォーマンスの向上

• ソフトウェア ライセンス コストの
削減

• リソース要件として Microsoft  
ソリューションで 30%、VMware 
環境で 15% 削減

事例を読む。

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/success-stories/docs/ip-telecom.pdf


詳細
AppDynamics と Intersight Workload 
Optimizer によるリアルタイムのサポート
で、どのような効率アップが期待されるか
をご覧ください。

• Cisco AppDynamics
• Cisco Intersight Workload Optimizer
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アプリケーション パフォーマ
ンスを最適化
アプリケーションのパフォーマンスを 24 時間 365 日
確保する負担は大きく、特にモニタリングと管理プロ
セスのすべてのステップを手作業に頼っている場合は
なおさら困難な課題になります。そのため、多くの IT 
チームが過剰に新しいアプリケーションを補おうとし
て、CPU、メモリ、I/O、ネットワークリソースを必要
以上に展開しています。リソースを追加すればアプリ
ケーションのパフォーマンスが低下する可能性は低くな
りますが、多くの場合、IT コストを削減するというビ
ジネス要件には反することになります。

AppDynamics と Intersight Workload Optimizer 
を利用すれば、アプリケーションとインフラストラク
チャの最適化プロセスがシンプルになります。開発
者は IT 運用スタッフと連携し、パフォーマンスメトリ
クスを基準として利用できます。これらのパラメータ
は AppDynamics で管理でき、Intersight Workload 
Optimizer と共有することで、アプリケーションを簡単
に展開できるようになります。このデータは、ランタイ
ム中にアプリケーションを配置する場所を判断する際

に役立ちます。IT スタッフは、パフォーマンスを安全
に維持し、ワークロードの無駄を排除できます。そ
の結果、最適なアプリケーション パフォーマンスを
サポートするデータセンターの効率性が向上します。

百聞は一見にしかず
自動化されたアプリケーションスタック調査で、実装
判断時には考慮されていなかった意外な可能性が見
つかることもあります。各コンポーネントのリソース
消費に関するインサイトがアプリケーションレイヤに
反映されると、これらのソリューションの価値はすぐ
に明らかになります。 

シスコの経験では、お客様の実環境でこれらのソ
リューションのデモをご覧いただくと、言葉でご説
明するよりはっきりとメリットをご理解いただけます。
AppDynamics と Intersight Workload Optimizer 
のデモについては、シスコの営業担当にお問い合わ
せください。アプリケーション パフォーマンスとビジ
ネス目標に、期待以上に大きなインパクトをもたらす
ことができます。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center/appdynamics-application-performance-monitoring.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/servers-unified-computing/workload-optimization-manager/index.html
http://www.cisco.com/jp/go/trademarks

