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メリット 
 

• オープンソースのクラウド 

プラットフォームにより、ベ

ンダーによる囲い込みを回避

できます。 

• Cisco UCS® 統合インフラストラ

クチャの優れた拡張性と一元管理

により、資本コストと運用コスト

を削減できます。 

• Cisco® Intercloud Fabric によ

り、クラウド間でのアプリ

ケーション移動が容易です。 

• 実績のあるシスコ検証済みデザ

インと事前設定済みの Cisco 

UCS アクセラレータ パックに

より、導入が簡素化されます。 

• シスコ プロフェッショナル 

サービスのベスト プラクティス

と専門知識により、ROI を促進

し、リスクを軽減します。 

Enterprise OpenStack クラウド導入を容易に IT に対する期待値は高まり、
注目を浴びています。新しいアプリケーションをクラウドに導入するこ
とで、生産性の向上、新しいサービスの実現、顧客ロイヤルティの強化
が可能になります。IT 部門は高品質のソリューションをすばやく提供し
ながら、導入に伴うリスクも軽減しなければなりません。一方で、選択
肢の幅を狭めることなく、将来のニーズに対応できる柔軟性を確保して
おくことも重要です。 

シスコはオープン ソース業界のリーダーである Red Hat 社と提携して、
Red Hat OpenStack プラットフォーム向け Cisco UCS® 統合インフラス
トラクチャを開発しました。これはオープンで相互運用可能なクラウド 
ソリューションであり、クラウドの導入を加速しながら、環境を適切に
制御し、また豊富な選択肢を保持することができます。 

OpenStack による投資回収率の向上 
OpenStack が実現するオープン ソースのイノベーションによって、従来
のサイロ型のインフラストラクチャを大幅に超える柔軟性とコスト効率
がもたらされます。世界中のシスコのお客様が、次のようなシナリオの
下で OpenStack を導入しています。 

• セルフサービスで高速なオンデマンドのインフラストラクチャを利用
して、クラウドネイティブな新しいアプリケーションの開発とテスト
を行う 

• ビッグデータ：パブリック クラウドのわずかなコストで、データの収
集、分析、提供を行う 

• 規模に応じた高いパフォーマンスや制御、コスト効率を必要とする、
メディア、e-コマース、およびソーシャル アプリケーション、また
リッチ コンテンツ アプリケーション 

図 1 OpenStack クラウド導入のための Cisco UCS 統合インフラストラクチャの価値 

 
Cisco UCS 

 
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

At-A-Glance 
 



At-A-Glance 
 
 
 
 
 

「OpenStack を導入したのは、

クラウド サービスの移行や

ハイブリッド クラウドの構

築に複数のベンダーのサービ

スとリソースを活用し、ポー

タビリティと自由度を確保し

たかったからです。それを実

現できるのは標準のオープン 

クラウドだけであり、

OpenStack を中心にソ

リューションを開発するよう

になったのもそのためです」 
 
 

Ricardo Fernandes 氏 

Dualtec Cloud Builders 社

（ブラジル）CTO 
 
 
次のステップ 

シスコ検証済みデザインについてはク

ラウド コンピューティング向け 

Cisco Design Zone [英語] をご覧くだ

さい。 
 
詳細については 

www.cisco.com/go/ucsopenstack [英

語] をご覧ください。 

業界のリーダーが提供する実証済みの統合ソリューションRed 
Hat OpenStack 向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャは、
OpenStack クラウドのパフォーマンスと拡張性、エンタープライズ レベ
ルの安定性、ポータビリティ、管理性を高い次元で融合させます。 

ソリューションの中核にあるのが、シスコのデータセンター システムの
主力を担う Cisco UCS 統合インフラストラクチャです。この製品では、
コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ、および管理機能が 
1 つのプラットフォームに統合されており、物理環境と仮想環境の両方で
サービスとしての IT（ITaaS）の自動化が実現されます。 

この共同ソリューションには、シスコ クラウド コンサルティングの専門
家と世界中のシスコ認定パートナーが連携して提供する、サポート サー
ビスとプロフェッショナル サービスが含まれています。 

 
OpenStack 向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャの Starter 
Edition は、企業のプライベート クラウド導入を簡素化します。
Starter Edition ソリューション コンポーネントには次の要素が含まれ
ています。 

 
•  Cisco UCS 統合インフラストラクチャ 
•  Red Hat Enterprise Linux OpenStack プラットフォーム 
•  Cisco および Red Hat 検証済みデザインと部品表 
•  シスコによる 24 時間 365 日の連携ソリューション サポート 
•  Starter Edition サービスには、OpenStack のインストールと設定
に加えて、インフラストラクチャのプロビジョニングが含まれて
います。 

 
 

OpenStack 向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ Advanced 
Edition では、さらに自動スケーリングやストレージとサーバの追加
オプションのサポートが含まれています。 

 
•  Cisco Intercloud Fabric の統合によるハイブリッド クラウドへの 
対応 

•  Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の統合に
よるアプリケーションベースのインフラストラクチャ管理 

•  Advanced Edition サービスは、高可用性、チャージバック、モニ
タリング ツールとの統合、イメージ管理、カスタマイズ導入に対
応しています。 
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