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Cisco Workload 
Optimization Manager
コストを最小限に抑えながら、アプリケーションのパフォーマンスを維持

優れたリソース管理でビジネスを強化
データセンターとアプリケーションはますます複雑になり、分散化されています。その結果、
監視、オーケストレーション、管理ソリューションが大量に増え、ワークロードのパフォー
マンスが適切に保てなくなっています。さらに、多くの企業がマルチクラウド環境のコン
テナやマイクロサービス上にアプリケーションを構築するため、アプリケーションの分散と
複雑化に拍車がかかっています。コストを最小限に抑えながらアプリケーションのパフォー
マンスを常に発揮できることが、不可欠な要素として求められています。これによって開発
チームはイノベーションを進め、効率的にアプリケーションを実行できるためです。また、
エンドユーザと顧客に対して優れたデジタルエクスペリエンスを提供できますし、収益の
増加にもつながります。しかし、現在のワークロード管理はあまりに複雑で、もはや人間
の手には負えない状況です。

Cisco Workload Optimization Manager は、IT 環境の健全性を維持できるリアルタイム
意思決定エンジンで、ワークロードの使用状況、コスト、コンプライアンスの制約を常に
分析できるインテリジェントなソフトウェアです。必要なリソースを必要なときにワークロー
ドに提供することで、アプリケーションのパフォーマンスを確保できます。
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メリット
フルスタックの可視化と分析情報
• アプリケーションから、物理、 
仮想、クラウド、コンテナ環境を 
含むインフラストラクチャまで網羅

• Cisco UCS® と AppDynamics® に
加え、さらに広範なシスコとサード
パーティのエコシステムとの緊密な 
統合が可能

マルチクラウドの柔軟性
• ハイブリッドおよびマルチクラウド環境
でのアプリケーションのパフォーマンス
を確保できる単一プラットフォーム

インテリジェントな自動化
• AI ベースのソフトウェアでアプリ 
ケーションに継続的かつ自動的に 
リソースを提供
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アプリケーションに必要なリソースが的確なタイ
ミングで提供されるとしたら、どうでしょうか？ 
エンドユーザと顧客に常に優れたアプリケーション 
パフォーマンスを提供できるとしたら？あるいは、
お客様の IT チームが「常時監視」に費やす時間を
削減し、ビジネスの実現に集中して取り組む時間を
増やせるとしたら？

シスコのメリット
IT 部門は、最高のカスタマーエクスペリエンスを
アプリケーションで提供できるように、DevOps 
のスピード感で対応する必要があります。Cisco 
Workload Optimization Manager を活用すれ
ば、IT 環境を自動で管理できるため、IT 部門の
社員はビジネスのイノベーションに集中できます。
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自己管理型ワークロードの
時代
仮想マシンの制御できない展開、動的なクラウド イ
ンフラストラクチャ、コンテナ、マイクロサービス、
パブリッククラウドサービスが存在感を増し、企業
の IT チームは AI ベースのソリューションを採用せざ
るを得なくなっています。「すべてを自動化する」とい
う新しい常識が、組織のあらゆるレベルで要求され
ています。私たちは、IT の自動化という新しい時代
に突入しています。これは、ソフトウェアが意思決
定を行い、あらゆる組織が今直面している複雑な問
題が解消される時代です。

シスコが支援できること
Cisco Workload Optimization Manager は簡単に
インストールでき、エージェントが不要なテクノロ
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 Workload Optimization Manager 
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
（図 1）。
ワークロードがリソースを必要としているときに適宜
確実に取得できるよう、具体的なリアルタイムアク
ションを提供するので、配置、サイズ調整、キャパ
シティの継続的な意思決定を自動化でき、環境の
健全性を維持できます。ソフトウェアによる決定の
自動化レベルは、お客様の管理のしやすさに応じて、
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）から選択できます。

図 1： グローバルデータセンター全体の相互依存
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Cisco UCS サーバと 
Cisco HyperFlex  
システム全体で 
アプリケーションの 
パフォーマンスを確保
• Cisco UCS Manager API を使用した 

Cisco UCS 環境の把握、監視、管理 

• Cisco UCS および Cisco HyperFlex™ 
システムの拡張された計測機能および
オーケストレーション機能を活用しな 
がら、アプリケーションのパフォーマン
スを確保 

• Cisco UCS のサービスプロファイル、
シャーシ、I/O モジュール、アダプタ、 
仮想インターフェイスカード、ポート、
およびアップリンクを対象とした、UCS 
統合インフラストラクチャのパフォーマン
スおよびキャパシティの可視化を実現 

• リアルタイムなワークロードの利用状況に
基づいて、Cisco HyperFlex システムの
コンピューティングとストレージをイン
テリジェントかつ個別に拡張

より有能なチームを構築
Cisco Workload Optimization Manager は、
お客様のアプリケーションチームと IT チームが
管理するアプリケーションのパフォーマンスを
仮想マシンまたはコンテナプラットフォーム上
で確保します。また、IT 部門の関与は最小限に
なります。ServiceNow ワークフローとの統合
により、制御を保ちながら、俊敏性とスピード
を実現できます。お客様の IT チームとしては、
アプリケーション環境を迅速かつ効率的に作成
できるようになるため、戦略的なビジネスイニシ
アチブに集中できます。Cisco Workload 
Optimization Manager のアプリケーションリ
ソース管理機能は、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、以
下のようなメリットを提供します。
• 人的な介入を最小限に抑制
• ポッドの自動スケジューリングによりパフォー
マンスを確保

• インテリジェントなクラスタ拡張を提供し、
サービス停止のリスクを低減

• 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

マルチクラウド環境の最適化
Cisco Workload Optimization Manager は、
お客様のデータセンター全体およびパブリック
クラウドでのアプリケーション パフォーマンスを
確保します。本ソフトウェアの特徴：
• ワークロードの配置、スケーリング、キャパ
シティ調整を自動化してパフォーマンスを 
確保しながら、効率を最大化

• 環境のリアルタイム情報に基づいて「もしもの
場合」を迅速にモデル化し、キャパシティニー
ズを正確に予測

• VMware Horizon 仮想デスクトップユーザの 
パフォーマンスを継続的に確保

• 複数の地域やゾーンにわたるコンピューティング、
ストレージ、データベース使用状況のメトリック
（CPU、メモリ、IOP、レイテンシ、データベー
ストランザクション ユニット（DTU））を追跡、
レポート、傾向を把握

パブリッククラウドのコストを最適化
パフォーマンスコストの最適化では、Microsoft 
Azure および Amazon Web Services（AWS）
のサブスクリプションを考慮し、こうしたリソース
をより有効的に活用します。例：

• AWS インスタンスまたは Azure 仮想マシン、
ストレージ層、データベース層を縮小し、 
パフォーマンスに影響を与えずにコストを削減

• 新しいリザーブドインスタンス（RI）の購入（カバ
レッジ）や既存の RI の効率的な利用（活用）の
両方を目的として、高度な RI 計算を理解 

• 実体のないストレージインスタンスや未適用スト
レージインスタンスを特定

• 未使用のインスタンスを一時停止または終了
• コンピューティング、ライセンス（OS）、 

IP アドレス、ストレージコストを予測して、 
実際のワークロードコストを推定 

• サービス、地域、アカウント、特定のワーク 
ロード、基幹業務にわたる月次請求額を集約
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https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html
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リアルタイムの最適化に
より、アプリケーションの
パフォーマンスを絶えず
良好な状態で維持
オンプレミスとパブリッククラウドでのワークロー
ドのパフォーマンスは、どのように確保しています
か。Cisco Workload Optimization Manager は、
お客様のアプリケーションが最高のカスタマーエク
スペリエンスを提供できるよう、アプリケーション
に継続的にリソースを供給します。

Cisco Workload Optimization Manager があれ
ば、データセンターとクラウド インフラストラク
チャが動的に調整され、変化するワークロードの
ニーズに対応できるため、環境の健全性を維持
できます。これによってインフラストラクチャチー
ムと運用チームは、インフラストラクチャとリソー
スの可用性を日常的に管理する業務から解放さ
れ、その時間をビジネスのイノベーション推進に
割けます。
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相乗効果
Cisco Workload Optimization Manager は、さまざまなサードパーティ ソリューションと連携できるため、ア
プリケーションが必要とするリソースの確保が可能です。しかし、環境全体と緊密な統合を行えば、このツール
の導入で機能がさらに強化され、データセンターの最適化まで実現できます。Cisco UCS サーバ環境と Cisco 
HyperFlex システムのクラウドの柔軟性を安全に最大化し、パフォーマンスと効率性を向上させるのにも役立
ちます。さらに、Cisco Tetration™ ネットワークに対応しているため、複雑化したネットワークを利用するアプ
リケーション アーキテクチャへのプラットフォームの再定義も安心して実行できます。Cisco CloudCenter™ を
使えば、新しいワークロードをいつでもどこでもインテリジェントに展開できます。Cisco Workload 
Optimization Manager は、パフォーマンス、コスト、コンプライアンスを考慮しクラウド配置を最適化します。
AppDynamics メトリックによるアプリケーション認識で Cisco Workload Optimization Manager の機能を
補うと、次のことが可能になります。
• アプリケーション パフォーマンスを継続的に確保し、インフラストラクチャによるアプリケーション パフォー
マンスのリスクを排除

• インフラストラクチャ リソースに関する意思決定をビジネスクリティカルなアプリケーションのパフォーマンスに
直接結び付けて、IT 部門の価値をビジネスに反映

• チームを活性化してアプリケーションの依存関係に関する共通理解を形成するフルスタック制御によって、 
アプリケーションとインフラストラクチャのギャップを埋める

• アプリケーショントポロジ、リソース使用率、データセンタースタックを総合的に把握することで、アプリケー 
ションの移行を加速させ、リスクを軽減

ニーズに合ったソリューション
Cisco Workload Optimization Manager には 3 つのエディションがあり、それぞれに特定の自動化要件やユー
スケースに最適な追加機能があります。これらのエディションを使うことで簡単に利用を開始でき、さらに、この
強力なツールを今後スタックのすべてのレイヤに拡張し、アクションの自動化を進める際にさらなる価値を実現
できます。

利用開始が簡単
Cisco Workload Optimization Manager の導入が完了した後は、任意のブラウザに接続し、ライセンスキーを
追加して、ターゲットを選択します。ターゲットの選択後、ログインに必要な情報（IP アドレス、ユーザ名、パス
ワード）を追加します。ターゲットには、ハイパーバイザ、クラウドプラットフォーム、アプリケーション、ストレージ、
ネットワークなどが含まれます。Cisco Workload Optimization Manager は、こうしたターゲットを使用して環
境を検出し、環境の健全性を継続的に確保するための具体的なアクションを決定します。詳細については、
cisco.com/jp/go/workloadoptimization を参照するか、シスコパートナーまたは営業担当者に無料トライアル
ライセンスについてお問い合わせください。
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