
ソリューション概要 

データセンターからエッジに至るまでアプリケー
ションを強力にサポート 
FlexPod with Cisco UCS Mini 

FlexPod に Cisco UCS® 
Mini を利用することで、コ
ストを削減してコンピュー
ティングを大幅に簡素化で
きます。
高いコンピューティング能力が必要と
される一方で実現が難しかったリモー
ト拠点に、シンプルかつ簡単に強力な
統合インフラストラクチャ ソリューショ
ンを導入できるとしたらどうでしょう。ま
た、経費の増加につながるローカルの
テクニカル サポート契約を締結する必
要がなく、フリーアクセス フロアを必要
としない強力かつ柔軟なサーバを、従
来のデータセンター インフラストラク
チャでリモートから一貫して管理できる
場面を想像してみてください。

Cisco UCS Mini を統合する FlexPod 
with Cisco UCS Mini は、Cisco Unified 
Computing System™（Cisco UCS）ブ
レード サーバと NetApp FAS ストレー
ジで構成されています。この検証済みの
コンパクトなソリューションは、簡単に
導入してリモートで管理できるよう特別
に設計されています。 

FlexPod Express で Cisco 
UCS Mini の利用 
ソリューションは非常にシンプルで、イ
ンフラストラクチャの実行と管理に必
要な IT スタッフをほとんど、あるいは
まったく配置できない環境に最適です。

中堅サイズの企業
大企業を除いて多くの企業・部門では、
専任の IT スタッフをほとんど、あるい
はまったく抱えていません。Cisco UCS 
Mini は、ビジネスの成長に合わせて拡
張できる管理が容易なソリューション
です。

リモート オフィス/ブランチ オフィス
環境と小売店舗
多くのリモート オフィス/地方拠点環
境と小売店舗では、現場の IT スタッ
フが不足しています。これらの環境で
は、Cisco UCS Mini のリモート管理
機能は特に有益です。ユーザから問題
が報告されたときに、トラブルシュー
ティングのために技術者を現地に派
遣する必要はありません。Cisco UCS 
Manager を活用すれば、より迅速に問
題を解決できます。 

エッジ コンピューティング
Cisco UCS Mini ソリューションは、大
量のデータを高速で取り込んで前処理
できる強力なコンピューティングおよ
び I/O プラットフォームを提供します。
このソリューションは、リモート サイト
で大量のデータを収集して処理する場
面に最適です。サイトが複数ある場合
は、Cisco UCS Central Software を使
用できます。このソフトウェア ソリュー
ションは、各サイト間でサーバの一貫
性を維持するのに役立つマルチサイト 
リモート管理機能を提供します。100 か
所のサイトであっても、あたかも 1 か
所のサイトであるかのように簡単に更
新できます。

FlexPod データセンター利用
での Cisco UCS Mini 
FlexPod with Cisco UCS Mini は、デー
タセンターに透過的に適合し、既存の 
FlexPod のインフラストラクチャ、ポリ
シー、およびプロシージャと統合され
ます。 



リモート オフィス
分散拠点 

ポリ
シー

 

FlexPod with 
Cisco UCS Mini 

ポ
リ
シ
ー

 
ポ
リ
シ
ー

 

小売店舗、小規模な分散箇所 

FlexPod Datacenter 

Cisco UCS の管理
Cisco UCS Manager
Cisco UCS Central ソフトウェア 

ポリシー 

製造現場 

データセンター 

図 1. FlexPod with Cisco UCS Mini：ビジネスの拡張機能として、データセンターからエッジに至るまでインフラストラクチャの一貫性を確保 

中企業および大企業 
FlexPod with Cisco UCS Mini は、緩衝
地帯（DMZ）の一部として、または小規
模な IT 環境で使用するのに最適なソ
リューションです。コンプライアンスの
ために、ハードウェアを物理的に分離
しなければならない場合があります。
たとえば、自社のサーバをアウトソーシ
ングしたい会社は、同じドメインに置
かれた別の会社のサーバ機器の存在
に抵抗を感じる場合があります。また
企業によってはリスク回避の意識が非
常に強く、障害が発生したドメインの
数をきわめて小規模に保つ必要がある
場合もあります。Cisco UCS Manager 
と Cisco UCS Central Software を使
用すれば、2 ～ 15 台のサーバからな
る小規模ドメインの維持がもはや管理
上の課題ではなくなります。 

Cisco UCS Mini
Cisco UCS Mini は、導入が容易なコ
ンパクトなフォーム ファクタでサー
バ、ストレージ、および 10 ギガビット 
ネットワーキングを提供します。また、
高い評価と受賞歴のある Cisco UCS 
Manager のシンプルな管理機能を備
えた、総合的なコンピューティング ソ
リューションを提供します。 

リモート管理
Cisco UCS Manager ではモデルベー
スのアプローチを採用しており、論理
モデルにリソースの物理セットを関連
付けることで構成を記述・実装します。
Cisco UCS のサービス プロファイル
として具体化されるモデルは、サーバ
個々の認識、構成、および接続に関す
る自己完結型の記述です。Cisco UCS 
Central Software（図 1）は、Cisco UCS 
Manager の役割・ポリシーベース管
理モデルを拡張します。データセン
ター、複数の施設、そして各国拠点に
またがって複数のシステムをカバー

する、役割・ポリシーベースの単一で一
貫した管理機能を実現します。Cisco 
UCS Manager と Cisco UCS Central 
Software を組み合わせれば、エッジ コ
ンピューティングとデータセンターとの
一貫性を確保し、運用とサポートを簡素
化して配置が必要なスタッフを減らすこ
とができます。

複雑性の軽減
複雑性が軽減されるとコストが減少しま
す。Cisco UCS Mini は、Cisco UCS の
あらゆる機能をオールインワンの少な
い設置面積で提供します。Cisco UCS 
Mini は、複雑な個別のイーサネットお
よびファイバ チャネル スイッチングが
複数レイヤとなる管理を排除するととも
に、Cisco® SingleConnect 技術によりシ
ンプルな管理を実現する統合システム
です。Cisco UCS Mini と NetApp では
ストレージの緊密な統合によって卓越し
たパフォーマンスを実現し、複雑性を軽
減しています。 



管理が統合されて導入が容易になり、
ダウンタイムを引き起こしかねない設
定エラーのリスクが軽減されるため、運
用コストが減少します。管理の統合によ
り、従来の環境では数日から数週間か
かっていたサーバの導入が分単位で行
えるようになります。

総所有コスト（TCO）の削減
サーバ 2 台の小規模な構成の場合、
以下に示すように Cisco UCS Mini の 
3 年間の総所有コスト（TCO）は HP 社
が提供する同等のソリューション（HP 
ラック サーバ）より低くなります。

•   サーバとスイッチのハードウェア コ
ストとサポート コストを 38 % 節約
可能。 

•   電力消費および冷却コストを 48 % 
節約可能。

•   初期設定と継続的なサーバおよび
ネットワーク管理のコストを 43 % 節
約可能。

•   システム管理ソフトウェアのライセン
スと保守サポートのコストを 100 % 
節約可能。

さらに、Cisco UCS Mini はデータセン
ター スタッフがリモートから一貫して効
率的に管理できるため、リモート サー
ビス組織との高額なサポート契約を締
結して料金を支払う必要がありません。
この機能により、リモート オフィス/地方
拠点のサーバ TCO が大幅に削減され
ます。 

リスクの軽減
FlexPod with Cisco UCS Mini は、広範
囲にわたるテストを経てシスコ検証済
みデザイン（CVD）として認定開示して
います。シスコでは、このソリューション
を迅速かつ簡単に導入できるようにす
ることを目標に掲げてきました。また、こ
のソリューションは可用性と信頼性に優
れているため、確実に導入して稼働させ
られる高い安心感も提供します。 

柔軟なソリューション
FlexPod with Cisco UCS Mini は、リ
モート オフィス/地方拠点、小売店舗の
エッジ コンピューティング、現場での
データ収集、および小規模なデータセ
ンター環境におけるコンピューティング 
ニーズに最適なソリューションです。こ
のソリューションは検証済みのデザイン
でリスクを軽減し、導入を迅速化します。
また、アーキテクチャが徹底的に簡素化
されており、コンポーネントや電力と冷
却の要件も少なく、データセンターの専
門知識をこれらの環境に活かすことが
できるリモート システム管理機能が備
わっているため、コストも削減されます。

関連情報
詳細については、以下のシスコ 検証済
みデザイン ガイドを参照してください。

•   FlexPod with Cisco UCS Mini デザイン 
ガイド [英語]

•   FlexPod with UCS Mini 導入ガイド 
[英語]

FlexPod の詳細については、 
http://www.cisco.com/web/JP/solution/
datacenter/�expod/index.html を参照し
てください。 
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