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運用効率とコスト削減。データ主導ビジネスの洞察力。
組織的な俊敏性と市場での差別化。どの業界の企業
も、このような強みを追求していますが、断片化された、
サイロ型テクノロジーのインフラストラクチャでは実現す
ることはできません。
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は不可能です。広範で永続的な影響を与えるために
は、何年にもおよぶ舞台裏のチームワークと数十年の
専門知識、調査、開発に裏打ちされたエンジニアリング
が必要です。
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この『Unleashing IT』の特別版では、これらの取り組み
の成果に焦点を当て、Microsoft 社、シスコ、Intel 社の
テクノロジーを組み合わせることの強みを紹介していま
す。次のページ以降で、クラウド環境の展開（3 ページ）、
データセンター（4 ページ）、管理ツール（10 ページ）な
ど、統合ソリューションの進化と固有の価値について説
明していきます。また、キング郡（12 ページ）、Provincia
Net 社（14 ページ）、スインバン大学（11 ページ）といっ
た、これらの統合テクノロジーを活用している組織の実
例も紹介します。
Microsoft 社、シスコ、Intel 社は、統合、仮想化、一元
管理の価値を認識する、革新者でありリーダーです。こ
の 3 社は、複雑性を軽減し、企業ソリューションの機能を
向上させるために、舞台裏で連携を続けています。

一元管理：神話か現実か

エクスペリエンスの形成
初日からワークロードを最適化

11

地方政治の可能性

12

データセンターの力を柔軟に活用

14

本書が皆様のお役に立つことを願います。

ジム・マクヒュー
副社長
シスコ

シャノン・ポーリン
副社長
Intel Corporation

『Unleashing IT』は、シスコの発行物です。今後の新刊号をご
購読になりたい場合、あるいは本書の記事に関するご意見をお
寄せいただける場合は、www.UnleashingIT.com にアクセスし
てください。
Intel、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/ま
たはその他の国における Intel Corporation の商標です。
© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco、Cisco ロゴ、Cisco Unified Computing System、Cisco
UCS、Cisco Nexus は、米国およびその他の国のシスコおよびそ
の他の関連会社の 商標です。シスコの商標の一覧については、
www.cisco.com/go/trademarks に掲載されています。記載され
ているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。
「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との
間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。（1501）

10

表紙：
ビル・キーオ氏、
キング郡、CIO

戦略とソリューション

プライベート クラウドの
成功の加速化
ESG アナリストのマーク・ボウカー氏、理想的なプライベート クラウドと、統合ソリューションの固有の価値について語る
最新の Enterprise Strategy Group（ESG）のホワイト1で、上級アナリス
トのマーク・ボウカー氏はプライベート クラウドを構築するための要件とベ
スト プラクティスを紹介しています。高レベルの可用性と拡張性、ポリシ
ーベースの自動化とアプリケーション制御、ワークロードのポータビリティ、
インフラストラクチャやアプリケーション全体で統一された可視性と管理
はすべて、望ましい特性として挙げられています。
これらを 1 つにまとめれば、企業は完璧なクラウドを持てるかもしれま
せん。
「今では企業のおよそ 50 % が何らかのプライベート クラウドを持ってい
る」と、ボウカー氏は言います。「すべての企業にこれらの機能すべてが必
要だというわけではありませんが、IT 組織をコスト センターからビジネス
の推進力へと変えるのに役立つのですから、企業が持つべき機能です。」
強固なプライベート クラウドがあれば、IT グループは「ビジネスに対応可
能な速度でビジネス クリティカルなアプリケーションを提供する、真のビ
ジネス パートナーになる」と彼は説明します。IT グループは、日常業務を
排除し、より多くの時間とリソースをサービスやアプリケーションの差別化
に投入することで、今までよりもずっと高速かつ上手にビジネスをサポー
トできます。
そして今、歩調を合わせる責任は、ビジネス チームにあります。
「ビジネスは常に IT と同じスピードで順応するわけではありません。プ
ライベート クラウドと最新のテクノロジー全般に関して言えば、これは最
も大きいハードルの 1 つです。」とボウカー氏は話します。「IT グループ
は新しい機能やリソースに対して非常に迅速に反応しますが、多くの場
合、ビジネス プロセスはいまだに遅いままです。」
たとえば、プライベート クラウドを介して提供されるセルフサービス機能に
より、多くの IT 部門は、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングの
リソースの購入やプロビジョニングにかかる時間を数週間から数時間に削
減しています。しかし、ビジネス プロセスが、要求を承認するために相変わ
らず多くの署名や形式的な手続きを必要とするなら、時間を浪費し、ビジ
ネス チャンスも逸してしまうかもしれません。
統合ソリューションが価値創造までの時間を短縮
盤石のクラウドを獲得し、IT とビジネス、両方のグループのスピードを向
上させる 1 つの方法としてボウカー氏が提案するのは、統合ソリューショ
ンの採用です。
「IT の専門家は、まったく異なるさまざまな要素を 1 つにまとめてすべ
てを機能させることができることに満足していますが、プライベート クラ
ウドに関しては別の見方をする必要があります」と彼は言います。「独自
のクラウドの構築に成功する人もいるかもしれませんが、多くの場合、
ハードウェア、ソフトウェア、管理ツールが統合されたソリューションを使用
する方が賢明です。リスクが少なく、予測可能性が高く、価値創造の時
間を短縮できます。」
ボウカー氏は、企業にとってプライベート クラウドの導入を容易にし、より魅
力的なものするために、シスコと Microsoft 社が協力して「最善の道を開拓
した」と述べています。Microsoft 社の Windows Server 2012 R2、Intel®
Xeon® プロセッサベースの Cisco Unified Computing System™、および
FlexPod などの検証済みデザインによって、組織は完全に統合された事前
設計済みのクラウド ソリューションを利用できます。さらに素晴らしいことに、
そのソリューションでは単一のオペレーティング システムと統合された管理
ツールで 3 つの環境（仮想マシン、オンプレミスのプライベート クラウド、オフ
プレミスのパブリック クラウド）に対応できます。

「プライベートとパブリックのクラウド リソースが混在するハイブリッド モデ
ルを採用することは、多くの企業にとって避けられないことですが、シスコと
Microsoft 社はその点が非常に優れています」とボウカー氏は言います。
「他のプロバイダーは、プライベート クラウドとパブリック クラウドでまったく
異なるツールを使用するので、一貫性がなく、ハイブリッド環境で効率よ
く実行する方法がありません。シスコと Microsoft 社では、プライベートと
パブリックのクラウドに同じ管理およびプロビジョニングのツールを使用す
るので、より優れた可視性、制御性、さらに一貫性と柔軟性がもたらされ
ます。」
オペレーティング システムから管理ツール、さらにはハードウェア コンポー
ネントに至るまで標準化をもたらす、緊密に統合されたクラウド ソリュー
ションを活用することにより、IT グループは、システム構築や管理よりも、
プロセスの最適化やビジネス展開により多くの力を注ぐことができます。
まず、バック オフィス ソリューションをクラウドのような消費モデルと調節
するところから始めることができるでしょう。これにより、適切な時と場面
で可視性、制御、ワークロードの可搬性を保ちつつ、パブリック クラウド リ
ソースを活用できるようになります。
「IT 組織は明らかに、これらの統合インフラストラクチャを活用して、プラ
イベート クラウド環境を企業内の前向きな変化のきっかけにしようと意
欲的です」とボウカー氏は言います。「これが、両社が協力して、最善の
プライベート クラウド エコシステムを開発した理由です。結果として、
シスコのコンピューティングおよびネットワークの専門知識と Microsoft
の単一オペレーティング システム、データ管理、および仮想化の機能を
組み合わせることができました。」
そしてこれが完璧なプライベート クラウドなのかもしれません。
1 Enterprise Strategy Group、『Building a Private Cloud: Cisco and Microsoft—Optimized
Infrastructure Strategies（プライベート クラウドの構築：シスコと Microsoft — 最適化されたインフラスト
ラクチャ戦略）』

ホワイト ペーパーを読む
最新の ESG ホワイト ペーパーで、アナリストのマーク・
ボウカー氏がプライベート クラウドのベスト プラクティス
を紹介しています。
このペーパーを読むには、UnleashingIT.com のリソ
ース センターにアクセスしてください。
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最新のアプリケーションと
データのサポート

シスコ、Microsoft 社、Intel 社のエキスパート、データセンターの統合、自動
化、オーケストレーションの重要性の増加について意見を交わす
データの価値の増加とビジネス アプリケーションの重要度の高まりは、
誰にも否定できません。しかし、それを最大限活用するためには 3 つ
のことが必要だと業界のリーダーは述べています。すなわち、データセ
ンターの統合、自動化、そしてオーケストレーションです。

「アプリケーションは、インフラストラクチャに深く根ざす形でハード コー
ディングされているのです」とフォート氏は言います。「柔軟性とビジネ
スの価値を作り出すために、アプリケーションはインフラストラクチャか
ら抽象化する必要があります。」

「非常に多くの IT 部門が、システムからアプリケーションやデータへと
焦点を移しています」とシスコのユニファイド コンピューティングおよび
データセンター マーケティング担当副社長のジム・マクヒューは言いま
す。「しかしこの移行には、クラウドからアプリケーションやデータが使用
されるエッジに至るまで、より優れたインテリジェンス、自動化、統合が
データセンター テクノロジーに必要です。」

クラウド環境やグローバル化が進むなか、ダイナミックなビジネス環境
のためにはこのような柔軟性が必要になっていると、彼は説明します。
パフォーマンス、セキュリティ、使用状況、データの支配権といった目的
のためには、アプリケーションやワークロードをオンプレミスとクラウド環
境間で移動させた方がよい場合があります。そしてビジネスが求める
変化に応じて、この移行を迅速に行わなければならない場合がありま
す。そのようなとき、統合と自動化が役立ちます。

概して、アプリケーションと基盤となるインフラストラクチャ システムは
強固に結び付いています。Microsoft 社のクラウドおよびエンタープラ
イズ マーケティングの本部長であるガース・フォート氏によれば、この
ような結び付きは硬直した依存関係と制限を作り出しています。
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「データセンターは極端にサイロ化されており、システムの整合、データ
の定義、ポイント A からポイント B へのパケットの転送、そしてパケッ
トを受け取ったシステムが行う作業の決定などを行うために、多くの人

的介入が必要です」と Intel 社のデータセンター マーケティング担当
副社長、シャノン・ポーリン氏は語ります。「マシンとの間ではそれほど
多くのインテリジェントな『会話』や意思決定はありません。ただ、引き
継ぐだけです。デバイス、システム、環境、アプリケーション、データが
多くなると、手作業での相互作用は現実的ではなくなります。より高い
レベルのオーケストレーションと自動化が必要です。」
「より速く」から「より賢く」へ
IT 業界は長い間、インフラストラクチャの高速化や経済性の向上を
求めてきましたが、現在は、より賢く、高い協調性を求める傾向があり
ます。
「過去の手動中心のアプローチから、よりインテリジェントで、ポリシー
主導のモデルへの移行が進んでいます」とマクヒューは話します。「ポ
リシー主導のモデルへの移行により、アプリケーションのニーズに基づ
いてインフラストラクチャのプロビジョニングを自動化することができ
ます。」
「仮想化がカギです」とフォート氏が付け加えます。「仮想化は、ポリシ
ー主体のオーケストレーションや、クラウド環境と同調して機能する、よ
り賢く、動的なデータセンターの前提条件です。」
ポーリン氏によれば、サーバを超えて仮想化を拡大することを、企業
はためらうべきではありません。
「多くの企業がコンピューティング リソースを仮想化して、そのメリット
を肌で感じています」と彼は言います。「同じことをストレージやネット
ワーク リソースにも広げるチャンスがあるのです。」

統合インフラストラクチャの詳細
様々なレベルのデータセンターテクノロジーを取り込ん
だシステムが、事前設計、テスト、サポートされ、全体を
通して機能するため、統合インフラストラクチャは急速に
発展しています。
業界の統合システムへの移行、一般的なアプリケーショ
ンや導入事例についてのホワイト ペーパーやシスコのア
プローチについては、UnleashingIT.com のリソース セ
ンターにアクセスしてください。

マクヒュー、フォート氏、ポーリン氏は皆、共に仮想化を進めるベンダー
との連携を勧めています。つまり、プロセッサからエッジのアプリケーショ
ンやデータまで、インテリジェンスと自動化を備えた、緊密に整合する
システムを提供できるベンダーです。
「シリコン、インフラストラクチャ、オペレーティング システム、そしてア
プリケーションから始まるでしょう」とフォート氏は言います。「Microsoft
社がシスコや Intel 社と密接に連携しているのはこのためです。」
「当社のエンジニアリング チームは、インフラストラクチャからアプリ
ケーションまで、緊密な統合と協調インテリジェンスを実現する検証済
みデザインを開発しました」とマクヒューは付け加えます。「これは、自
動化、一貫性、柔軟性の向上と、リスクの軽減を意味します。」

IDC：ビジネス プロセスはテクノロジーとともに進化する
競争の激しいダイナミックなビジネス環境を支援するために、企業
のテクノロジーは劇的に変化しています。しかし、業界の専門家によ
ると、ビジネスチームと運用プロセスの進化のスピードはそれほど速
くありません。
「企業による新しいアプリケーションの導入は加速しています」と IDC
のエンタープライズ プラットフォーム グループの本部長兼担当副
社長、マット・イーストウッド氏は言います。「しかし、多くの企業が、従
業員やプロセスを新しいサービスや機能へ再調整できていません。」
アプリケーションは常にビジネス プロセスにきちんと整合されている
と、彼は説明します。しかしそれらはバック オフィスから最前線に移
動し、今ではビジネスをサポートするだけでなく、前進させています。
「ビジネスはかつてないほど、テクノロジーに依存しています」とイース
トウッド氏は言います。「技術的な変化だけでなく、組織的変化やプ
ロセスの変化を受け入れなければ、ビジネスは非常に不利な立場
に置かれることになるかもしれません。」

この変化は、新しいアプリケーションやサービスから始まるのではな
く、新しい考え方から始まります。どのような種類のビジネスを運営
したいか、 革新的な、テンポの速い市場にどう対処するか、 どのよ
うにしてデジタル企業に転換するか、 イーストウッド氏の考えでは、
近い将来、「あらゆるビジネスがデジタル ビジネスになる」と予想さ
れます。
新しいアプリケーションやサービスは答えをサポートするかもしれま
せんが、答えを提供することはできません。答えは、組織の最上位
レベルからもたらされる必要があります。
「テクノロジーは、人やプロセスよりも変化しやすいものです」とイー
ストウッド氏は述べます。「ビジネスの転換は、経営陣から始めて、デ
ータセンターだけでなく企業全体に広げていく必要があります。」
詳細については、UnleashingIT.com にアクセスしてください。
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拡大する仮想化の価値

エンドツーエンドの最適化
仮想化に特化して構築され、調整されたアーキテクチ
ャは IT 管理、拡張性、およびパフォーマンスを向上させ
ます。
詳しくは、UnleashingIT.com のリソース センターでオ
ンライン セミナーをご覧ください。

仮想化のメリットは、なぜ、どのようにしてサーバを超えていくのか。
サーバの仮想化は、近年、主流のテクノロジーとして出現してきていま
すが、これには正当な理由があります。そのメリットには、サーバの効率
的な使用、実装の高速化、メンテナンス コストの低減、ワークロードの
ポータビリティが挙げられ、いずれも非常に魅力的です。Microsoft 社
のクラウドおよびエンタープライズ向け主任プログラム マネージャであ
るジェフ・ウールジー氏によれば、2014 年 1 月以降にオンラインにな
ったワークロードのおよそ半分が仮想化されており、既存の物理ワーク
ロードは急速に仮想環境に移行されています。
「仮想化はユビキタスです」とウールジー氏は言います。「新しいワーク
ロードを物理サーバで実行するのでは意味がありません。」
サーバの仮想化は、コンピューティング リソース、入出力（I/O）、メモリを
組み合わせながら、物理サーバにイメージ、つまり仮想マシン（VM）を
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作成します。この抽象化が、VM を物理デバイスから切り離します。何
十もの VM を単一の物理サーバで実行することができ、VM はマシン
からマシンへシームレスに移動できます。
インタラクション上に構築
サーバの仮想化は、3 つのコンポーネントの相互作用に基づき構築さ
れます。その 3 つとは、マルチコアのハイパースレッド プロセッサ（実行
できる VM の数を決定）、コンピューティングおよびネットワーキング プ
ラットフォーム（ランダム アクセス メモリ［RAM］の可用性がワークロー
ドの密度に重要）、ハイパーバイザ（VM を管理するソフトウェア）です。
これらの統合は極めて重要で、Intel 社、シスコ、Microsoft 社は協力し
て、パズルのピースを組み合わせてきました。

Intel® Xeon® プロセッサベースの Cisco Unified Computing
System™ と Microsoft 社の Hyper-V ハイパーバイザは、ワークロード
をデータセンターから移動させるなど、仮想化環境からビジネス上のメ
リットを引き出すツールを組織に提供します。
Intel で長年エンジニアを務めているティアガス・テイヤガラジャイア氏
によると、Intel 社は、2005 年に Pentium 4 マイクロアーキテクチャを
発表して以来、パフォーマンスを仮想化環境に最適化するため、サー
バ プロセッサの改良を続けています。
「Intel 社は仮想化のために一連の新しいインストラクションと機能を
用意しています」とテイヤガラジャイア氏は言います。これにより、
ハードウェアの仮想化、ネットワーキングの仮想化、サーバ側デバイス
へのダイレクト アクセスのパフォーマンスが最適化されると彼は言い
ます。また、Hyper-V 固有のセカンド レベル アドレス トランスレーショ
ン（SLAT）もサポートして、Hyper-V が管理する環境で必要なメモリ
オーバーヘッドを削減します。
ワークロードのポータビリティ
ワークロードは、Hyper-V および Microsoft System Center を実行
できるコンピュータならどこへでも移動できます。同じオフィスのラップ
トップにも、ディザスタ リカバリやビジネス継続性のためのミラーリング
データセンターにも、支社・支店にも、クラウド プロバイダーにも移動で
きます。組織はハイブリッド クラウドを構築できます。つまり、パフォーマ
ンスや管理のために特定のデータやプロセスは社内に保存し、その他
のデータやプロセスは社外のプロバイダーに移行して拡張性を高め
ることが可能です。これは「無共有型ライブ マイグレーション」と呼ば
れるプロセスで、ストレージのプロビジョニングを行わずに VM を 1 つ
のマシンから別のマシンへ移動させるものです。
「ハイブリッド クラウドは Microsoft 社の戦略に不可欠です」とウールジ
ー氏は語ります。「要するに、ビジネスにおいて意味をなす場所でワーク
ロードを実行できるようになってもらいたいのです。」
境界線のない仮想化
仮想化は、ソフトウェア定義型ストレージ（SDS）も可能にします。これ
は、物理的なロケーションに関わらず、組織の多様なデータ リソースす
べてに 1 つのウィンドウからアクセスできるようにするものだと、ウール
ジー氏は説明します。
実際、仮想化の利用可能性には、ほとんど境界線が見当たりません。
仮想デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）では、機密データを公開
する心配なしに、モバイル デバイスからアプリケーションを実行でき
ます。新しいコミュニケーション システムは、ネットワーク機能仮想化
（NFV）に基づいて構築されており、そこではノードや機能は基本ネット
ワーク構成要素になります。ファイアウォールなどのネットワーク アプライ
アンスは、物理的なホストに仮想化できるようになりました。ワークロード
は VDI のように扱われるため、仮想化の波は、車の中まで押し寄せよ
うとしています。

仮想化の「三本柱」
シスコのコンサルティング システム エンジニアのジョー・マーティン
は、仮想化のパフォーマンスは物理マシンの 3 つのコンポーネント
による「三本柱」に依存すると言います。その 3 つとは、プロセッサ
コアの数、LAN およびストレージの入出力（I/O）、そして利用可能
なランダム アクセス メモリ（RAM）です。
「コアは、サーバ内のジョブを処理するために不可欠です」とマーテ
ィンは言います。
現在、プロセッサには最大 18 の物理コアがあります。Intel 社の
Hyper-Threading テクノロジーでは、1 つ以上の VM を単一のコ
アで効率的に実行させることができます。これは密度、つまり単一
の物理ホストマシンで実行できる仮想化ワークロードの数と直接的
な関係があります。マルチソケット サーバは現在、最大 120 の論
理コアを持つことができます。これは、総所有コストに影響を与える
と、マーティンは言います。
仮想化のパフォーマンスはプロセッサだけに依存するのではあり
ません。「予算が許すなら、最大、最高のハードウェアをどうぞ購入
してください」と Microsoft 社のクラウドおよびエンタープライズ
の主任プログラムマネージャ、ジェフ・ウールジー氏は言います。し
かし、重要なのは、三本柱のバランスです。「メモリには最大の投
資を行ってください」とウールジー氏は言います。これがパフォーマ
ンスに大きく影響するからです。
Intel® Xeon® プロセッサベースの Cisco Unified Computing
System™ プラットフォームは、サーバごとに最大 6TB もの RAM
を提供します。また、高機能の Windows PowerShell ツールキッ
トにより、Microsoft 社の System Center 管理プラットフォーム ス
イートを使って、ホスト オペレーティング システム、Hyper-V 環境、
アプリケーションとともに、物理インフラストラクチャを自動化したり
設定したりできます。System Center は、サーバ上の仮想マシン
のプロファイリングやバランシングを行うことで、パフォーマンスの
最大化します。「5 ポンドの袋に 10 ポンドを入れないようにするた
めです」とマーティンは言います。

詳細情報
課題を克服し、仮想化のメリットを最大化に活かすためのオ
ンライン セミナーについては、UnleashingIT.com のリソース
センターにアクセスしてください。

「仮想環境に移行できるアプリケーションに限界はありません」とテイヤ
ガラジャイア氏は述べています。
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古い時代のデータ
ベースではない
SQL SERVER の最適化
Scalability Experts の創設者であるラジ・ギル
社長が、ビッグデータを可能にするデータベー
ス テクノロジーの進化とその大きな価値につい
て語る
ラジ・ギル氏は 1990 年代初めからデータベースに関わる仕事をして
きました。データ管理とビジネス インテリジェンス サービスを世界中の
500 社以上に提供する Scalability Experts 社の社長であり、創設者
であるギル氏は、データベース テクノロジーの迅速な進化を実際に体
験してきました。
「データベースは大きな発展を遂げてきました」とギル氏は説明しま
す。「単純なバック オフィス リポジトリから、現在の中枢部へと進化して
きたのです。今や、企業が行うあらゆることがデータベースに保存され
ますが、その中には、ブランドを定義し、差別化するデータや知的財産
が含まれます」
データベースがこれほど短期間に劇的に変化してきた理由を理解する
ために注目すべきなのは、現代のビジネス状況をおいてほかにありませ
ん。高速でグローバル、そして非常に競争の激しいビジネスが、データ
に対する要求を高め、根本的にデータベース テクノロジーの機能と重
要度を変えたのです。
「データはかつてないほど重要で貴重なものになっています」とギル氏
は言います。「そして企業は、独自の情報源を採掘することだけに関心
を持っているわけではありません。ソーシャル メディア、モバイル デバイ
ス、センサー、業界ソースなどから集められた外部データの需要はます
ます高まっています」
だからこそ、データベースはもはや単純なリポジトリではなく、単一の
データ タイプ、システム、機能と結び付いているのではないと、と彼
は説明します。データベースは、現代のデータセットの増大するボリュー
ム、種類、速度（「3 つの V（volume、variety、velocity）」とも呼ばれま
す）に対応する必要があります。そして、過去の分析を助けるだけでな
く、現在において的確な決断を下し、未来を予測するためにも役立つ
ものでなければなりません。
「3 つの V」を活用する企業は、競争的差別化を作り出し、お客様への
対応を向上させ、新しいニッチ市場を切り開くことができるでしょう」と
ギル氏は主張します。「データの採掘と予測モデリングは、どんなビジ
ネスにとっても巨大なチャンスを示します」
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Cisco UCS が SQL Server 2014 の最適なプラットフ
ォームである理由や、TPC-H ベンチマークの要約に関
するホワイトペーパーについては、UnleashingIT.com
のリソース センターにアクセスしてください。

より大きいエンジン、より新しい機能性
これらのチャンスを活用するために、より優れた処理、ストレージ、I/O
を備えた、より大きいコンピューティング エンジンが必要です。ギル氏
は、Intel® Xeon® プロセッサ ベースの Cisco Unified Computing
System™ をその最高の例であると指摘します。また、すべてのワーク
ロードにインメモリ パフォーマンスを提供する Microsoft SQL Server
2014 などの最新のデータベース ソリューションについても彼は明るい
見通しを示します。
「未来のデータベースはほとんどがインメモリで実行するようになりま
す」と彼は言います。「そしてソフトウェアはハードウェアと強調して機能し
なければなりません。Microsoft 社、シスコ、Intel 社が開発中の緊密に
整合されたシステムがこれほど魅力的なのは、そういう理由からです」
これらの事前検証済みのソリューションは、非常に多くの種類のデータ
を扱うことができます。数ペタバイトの情報を処理し、高速で強力な検
索や分析機能も備えています。言い換えると、『3 つの V』のために構
築されているのです」
しかし、成功のための秘訣はひとつではありません。自動的にデータ セ
ットから価値を引き出すデータベースはないのです。
「企業は、データを使って何をしたいかを理解する必要があります。そ
してデータ モデルと分析機能をそれに応じて構築するのです」とギル
氏は推奨します。「目的がわからなかったり、主要なビジネス成果を定
義しなかったりすると、ビッグデータはビジネス プロジェクトではなく、
理科の実習になってしまいます。」
Scalability Experts 社は、ビッグデータ戦略やロードマップの定義を
手助けします。そして、シスコや Microsoft 社などのリーダー企業と密
接に連携して、ビジネス全体の目的をサポートする、データベース アー
キテクチャやテクノロジー インフラストラクチャを実装します。
「データベース デザイナー、データ サイエンティスト、そして企業にとっ
て、大変ワクワクする時間です」とギル氏は語ります。「これは、データ
の見方、決断の方法、企業を前進させる方法を転換させるチャンスな
のです」

SQL SERVER 2014：パワフルでインテリジェント、そして
ハイブリッド クラウド対応
SQL Server 2005 のサポート ライフサイクルが近付く中で、データの
保管やバックアップにクラウドを利用する企業の多くが、Microsoft 社
の人気のデータ プラットフォームの最新版バージョンに注目していま
す。データベースのエキスパートによると、SQL Server 2014 には多数
の優れた特性があるそうです。
「Microsoft 社は、ミッションクリティカルなアプリケーションのパフォーマン
ス、ビジネス インテリジェンス、そしてハイブリッド クラウド環境のサ
ポートを特に重視してきました」とシスコのテクニカル ソリューション アー
キテクトのフランク・チカレーゼは言います。「これらの特性すべてを SQL
Server 2014 は備えています」
インメモリ テクノロジーにより、SQL Server 2014 はビジネス アプリケーシ
ョンに飛躍的なパフォーマンスをもたらし、その一方でセキュリティ、拡張
性、監査に関しても機能を高めています。データストアに直結する新しい
インテリジェンス機能は、ワークロードを分析し、データソースから有効なデ
ータを引き出す機能を強化します。また、オンプレミスおよびクラウド内の
データベースの展開と管理のための共通のツール群が、コンプライアンス
を犠牲にすることなく、ハイブリッド クラウドへの転換を容易にします。
「SQL Server 2014 は、データベースをクラウドに移行したり、バックアッ
プ データをクラウドに保管したりしている企業にとって、大変魅力的で

す」とチカレーゼは言います。「さらに、コンプライアンスに必要なセキュリ
ティと監査機能も備えています。」
データ タイプと使用方法のシナリオは変わり続けるため、Microsoft
社はデータ プラットフォームの機能と柔軟性を拡張していると、彼は付
け加えます。たとえば、SQL Server 2014 の列ストアは、データの管理
やクエリに新しい方法をもたらします。
「ますます多くの組織がオブジェクト データベース、ドキュメント デー
タベース、グラフィカル データベース、特定のデータ タイプや特定の
状況のための機能に興味を示しています」とチカレーゼは話します。
「SQL Server 2014 は、Microsoft 社がリレーショナル データベース
から柔軟なデータベースへのパラダイム シフトに向かっていることを示
しています。」

SQL Server 2014 と Cisco UCS® の連動が優れている
理由は、UnleashingIT.com リソース センターにあるホワイ
トペーパー『the Optimizing Microsoft SQL Server 2014
on Cisco UCS（Cisco UCS での Microsoft SQL Server
2014 の最適化）』をご覧ください。

SQL SERVER と CISCO UCS：優れた連動
シスコのテクニカル ソリューション アーキテクトであるフランク・チカ
レーゼは、Microsoft SQL Server と Intel® Xeon® プロセッサ
ベースの Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®）
は、全体として大きな機能を発揮すると強く主張します。なぜこれら
を一緒に導入するべきか、チカレーゼが考える 6 つの理由を以下に
示します。

4. 更なる統合。「大規模な仮想化 SQL Server のワークロードを
他のブレード システムで実装している企業は、I/O が不足しが
ちで、ブレードやポートを追加しなくてはならなくなります」とチ
カレーゼは説明します。「Cisco UCS は、統合とパフォーマンス
の向上のため、大量のコンピューティングおよびメモリ、さらにコ
ンバージド アダプタを提供します」

1. リスクの軽減。「Cisco UCS のサービス プロファイルやステート
レスなアーキテクチャが、SQL Server のワークロードをバックア
ップするので、障害が発生してから 5 ～ 7 分以内にそのバック
アップを実行させることができます」と彼は言います。「仮想化さ
れていようと、ベアメタルであろうと関係ありません」

5. 複雑性の緩和。「Cisco UCS は高度な統合インフラストラク
チャで、Microsoft System Center と綿密に連携する一元管
理ツールを備えており、設定と管理の複雑性を緩和します」と
彼は語ります。

2. 更なる標準化。「サーバ管理者は、特に SQL Server に向
けたサービス プロファイル テンプレートを設定できます」とチ
カレーゼは説明します。「これらのテンプレートを介して、SQL
Server 実装の一貫性のある標準化を企業全体に展開でき
ます」
3. ワークロード管理の向上。「Cisco UCS は Microsoft System
Center と密接に統合されています。このため管理者は、SQL
Server 実装を、積極的かつ効率的にプラットフォームで監視、
管理、維持することができます」

6. エンドユーザ エクスペリエンスの向上。「Cisco UCS アーキ
テクチャは、ナレッジ ワーカーに対して、彼らに不可欠なセルフ
サービス機能を与えることで、データベース実装を大幅に強
化します」とチカレーゼは話します。

SQL Server 2014 と Cisco UCS の連動が優れている理由
は、UnleashingIT.com リソース センターでホワイトペーパー
『the Optimizing Microsoft SQL Server 2014 on Cisco
UCS（Cisco UCS での Microsoft SQL Server 2014 の最
適化）』をご覧ください。
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一元管理：神話か現実か
テワリ氏は、Microsoft System Center と Intel® Xeon® プロセッサ
ベースの Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®）を最
も優れた例として挙げています。Cisco UCS Manager では、Cisco
UCS サーバおよび構成要素を、統合されたポリシーベースで管理す
ることができ、Cisco UCS Director は、この制御と自動化をストレージ
と仮想環境に拡張します。そして、どちらも Microsoft System Center
と協調して機能します。
「Microsoft System Center と Cisco UCS の統合により、並外れた
サービス管理の自動化、監視、命令と制御が実現します。それもベアメ
タルおよび仮想環境両方のハードウェアとソフトウェアに対してです」とテ
ワリ氏は主張します。「これが可能なのは、ハードウェアとソフトウェアの両
方に優れた API があるからです」
複雑で高度に専門化されたデータセンター システムの急速な増加
は、同じく管理ツールの増加につながっています。統合も連携もほとん
どされていない数多くのツールを使って、多数のシステムを制御してい
るという IT 組織も珍しくありません。
「IT 部門は極端に特殊化され、サイロ化される可能性があります」と
Intel 社のデータセンター ソフトウェア スペシャリスト、モナ・フラプコ
ヴィチ氏は話します。「しかし今の時代、近視眼的に、データセンターの
1 つの要素にだけ注目するわけにはいきません。ビジネス全体に着目
する必要があり、そのためには、ツールだけでなく、人やプロセスの統
合とオーケストレーションを更に推進する必要があります」
システム管理のためのオールインワンのツールによる「一元管理」が、
潜在的な万能薬として浮上しています。しかし、今日それは存在する
でしょうか。
統合管理の必要性
シスコのコンサルティング システム エンジニアのジョー・マーティンによる
と、企業は膨大な数の管理ツールと、データセンター システム間の可視
性の欠如に苦しんでいます。
「環境全体を総合的にとらえる視点がなくて、どうやって問題を診断で
きるでしょうか。高いレベルでのオーケストレーションや自動化を、どのよ
うに実現できるでしょうか。」とマーティンは言います。「企業はできるだけ
少ないツールで環境を管理し、そうしたツールを互いにうまく機能させた
いと考えています」
アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）はこのような統
合を可能にし、インフラストラクチャの異なる要素間でポリシー主導の制
御と自動化を促進します。ポリシーをアプリケーション層に実装できるよ
うになったので、たとえば、各アプリケーションのサポートにおいて、基盤と
なるインフラストラクチャがどのように振舞うかを決定するポリシーを実
装できます。
「シスコ、Microsoft 社、Intel 社などのベンダーは、ハードウェア、ソフ
トウェア、環境のプロセス層を公開する API を開発してきました」と
Microsoft 社のクラウド プラットフォーム プログラム マネージャのヴィジ
ェイ・テワリ氏は言います。「各システムは、他のシステムと調和するやり
方で、個別に管理できます」
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評決
では、一元管理は神話でしょうか、それとも現実でしょうか。おそらく、ど
ちらの側面もあるでしょう。
「IT 環境で考えられるすべての機能を一元管理することはできません」
とシスコのユニファイド コンピューティングの製品管理部長、Mark Balch
は言います。「しかし私たちは、Microsoft の単一ツールと連携してソフト
ウェアとアプリケーション層を管理する、インフラストラクチャの一元管理
を提供します」
「かつてないほど、管理ツール間の統合、可視性、協調が向上します」と
テワリ氏は言います。「そうすることで、組織は IT 操作を簡素化し、デー
タをより良く活用できるのです」
「私たちは大きく前進しました」とフラプコヴィチ氏は付け加えます。「シ
スコ、Microsoft 社、Intel 社の間の共同イノベーションとエンジニアリン
グにより、データセンターの管理の複雑さが大幅に削減し、ミッションクリ
ティカルなアプリケーションやハイブリッド クラウドの導入のサポートが向
上しました」

ビデオを観る
Microsoft 社の経営幹部の Cisco UCS に関する意
見をお聞きください。
このビデオを観るには、UnleashingIT.com のリソー
ス センターにアクセスしてください。

エクスペリエンスの形成

初日からワークロードを
最適化
オーストラリアのスインバン工科大学にとって、安定して、予測可能なデータセンターは、大学の学
習環境にとって、またその評判にとっても重要なのです。
レストランが食欲をそそる料理を用意し、小売店が魅力ある商品を取
り揃える必要があるように、科学、テクノロジー、イノベーションに特化し
た大学は、盤石の技術的基盤を持つ必要があります。結局のところ、オ
ンライン大学やグローバルなコモディティ化が学生や教職員の熾烈な
競争を作り出している高等教育では、評判が最も重要なのです。
オーストラリアのスインバン工科大学にとって、期待通りに機能してい
なかった以前のデータセンター システムをアップグレードして、安定性
と確実性に優れた、予測可能なインフラストラクチャを採用することが
重要だったのは、そういう理由からです。新しいインフラストラクチャは、
現在のアプリケーションのパフォーマンスを向上させ、大学がテクノロ
ジーの継続的な微調整ではなく、新しい学生サービスに注力できるよう
にするものでなければなりません。
「最終的に私たちが望んだのは、導入初日から既定のワークロードの
ために機能すると確信できる、ストレージとコンピューティング ソリュー
ションでした」とスインバン大学のインフラストラクチャ副部長、ダニエ
ル・バティジーグ氏は言います。
この「初日」は、事前設定済み、事前検証済みの設計によって準備
が整いました。たくさんのベンダー システムを組み合わせる代わり
に、スインバン大学では Intel® Xeon® プロセッサベースの Cisco
Unified Computing System™、Cisco Nexus® スイッチ、および
NetApp ストレージを導入した、FlexPod という統合インフラストラク
チャ ソリューションを選択しました。同大学の新しいインフラストラクチ
ャは、Microsoft Hyper-V ソフトウェアにより仮想化されています。

「FlexPod の事前検証済みの設計が私たちの懸念を払拭し、この環
境がテスト済みで、私たちのワークロードの要件を直ちにサポートすると
確信できました」とバティジーグ氏は言います。「私たちはテクノロジー
がうまく連携するかどうか心配せずに、教育サービスに注力できます」
FlexPod は安定性と予測可能性を提供するだけではない、と彼は付
け加えます。大学の増え続けるユーザ、デバイス、アプリケーションをサ
ポートするために必要な拡張性も持ち合わせています。そして仮想化
環境の柔軟性により、大学は新しい学生サービスや、キャンパス内とオ
ンライン カリキュラムを組み合わせた、ハイブリッドな学習プログラムを
簡単に展開することができます。
「ソリューションがワークロードや機能の要件を満たすことがベンダーによ
って検証済みであるというメリットは、過小評価できません」とバティジー
グ氏は話します。「これは実装時間を短縮するだけでなく、そもそもの
購入のリスクを軽減します。」

FLEXPOD の ROI
FlexPod に関する『Forrester Total Economic
Impact Study（Forrester の総合的な経済効果に
関する調査）』および FlexPod ソリューションの概要
は、UnleashingIT.com のリソース センターにアクセ
スしてください。
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左：キング郡 CIO のビル・キーオ氏は公共交通機関
のモバイル アプリなど、新しい住民サービスを提供し
ています。

地方政治の可能性
キング郡、標準化されたインフラストラクチャとサービス主導モデルにより、省庁と
IT リソースを住民サポートに向けて調整
2,134 平方マイルという区域で 200 万人の住民にサービスを提供する
場合、無秩序なテクノロジーの拡大、高コスト、運用上の非効率性はおそ
らく避けられないでしょう。しかし、元に戻せないわけではありません。
これは、ワシントン州の美しいピュジェット湾岸に沿った、シアトルとその
周辺地域を含むキング郡の実例です。多くの自治体と同様、キング郡
のテクノロジー システムおよびサービスの分散的アプローチは、28 の
データセンターと 17 の独立した IT 部門というモンスターを作り出し
てしまいました。それぞれが独自のサーバとストレージ インフラストラク
チャを導入しており、成長と容量の急増を見込んで、過剰に対応して
います。作業の重複、テクノロジー基準の不一致、10 ～ 15 % の使用
率、氷河のごとく遅いシステムとサービスの導入、そして高コストは当た
り前のことでした。
「非常なサイロ化は、膨大なオーバーヘッドと非効率性を生み出しまし
た」とキング郡 CIO のビル・キーオ氏は認めます。「標準化された、集
中型のサービス モデルに転換する必要がありました」
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まず、キーオ氏とそのチームは、アプリケーションとワークステーション
からプロジェクト管理、地域のネットワーキングまで、17 の固有のサー
ビスを、それぞれレートと手順とともに定義しました。次に、Microsoft
Private Cloud テクノロジーおよび FlexPod（Intel® Xeon® プロセッ
サベースの Cisco Unified Computing System™ を利用した統合
コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ プラットフォーム）を使
用して、標準の仮想化環境（SVE）を作成しました。
「標準化により、低コストから使用率のアップ、取得と導入の高速化ま
で、さまざまなメリットが得られました」とキーオ氏は語ります。「以前
は、私たちはコスト センターで、郡の省庁はそのお金が何のために使
われているのかを把握していませんでした。今は、正確に何をいくらで
取得しているのかわかっています。そしてそれを何ヵ月もかけずに、数
時間で実現できるようになりました。我々の省庁は SVE に殺到して
います」

FlexPod を標準とすることで、キング郡は 28 のデータセンターを統
合して、2 つにまで減らしました。これにより、ストレージ環境のサイズ
が 70 % 削減されました。そして、年間 700,000 ドルの節約になって
います。
しかし、これは単なるテクノロジーの統合と費用の節約の話ではありま
せん。郡が懸命に努力して税金を有効に使用し、住民に対してより新
しく、優れた方法で向き合うことは、政府の誠実性と説明責任の 1 つ
です。そして何より、これは地方政治の可能性のモデルになります。
より進歩的な政府
期待は変わってきています。人々は、さまざまなデバイスで、より速
く、より多くの情報を取得することを望みます。また、政府には透明性
と対応能力の向上を求めます。そして多くの人は、もはや行政機関
に出向いて回答やアクションのために列には並びたがりません。
「レンガとモルタルの政府モデルは、もう時代遅れなのです」とキーオ
氏は主張します。
キング郡は最近、新しい包括的な Web サイトを立ち上げました。初歩
的に思われるかもしれないことが、「私たちには大切」なのだとキーオ
氏は言います。何ヵ月もの作業の結果であり、統一化が進んだ郡の、
住民サポートのための連携の一例です。住民が情報を見つけたり、郡
と対話したりするのに苦労していた、省庁ごとにばらばらの Web サイト
はなくなりました。
「私たちはもっと進歩的な政府になりたいのです」とキーオ氏は説明し
ます。「つまり、住民にさまざまな方法で対応したいのです。 SVE はこ
れらすべてを可能にするプラットフォームです。」
また、新しい多様なアプリケーションとサービスの利用も可能にします。
モバイル アプリにより、住民は公共交通機関を利用しやすくなりまし
た。アップデートされた CRM システムは、支援が必要な住民への郡
の対応の迅速化に役立っています。ビデオを使った聴聞会により、ペー
パーワークが減り、資産評価ケースのスピードアップに成功しています。
さらに進行中の新しい 3-1-1 システムは、急を要しない自治体のサー
ビスへのアクセスを改善します。
キング郡はテクノロジー パートナーの Presidio 社と連携して SVE を
設計、実装し、集中型のサービス主導の IT モデルへと移行しました。
キーオ氏によると、Presidio 社は FlexPod プラットフォームを推奨
しただけでなく、キング郡の成功を確実にするため、Microsoft、シス
コ、NetApp を提案しました。
「結局、私たちは納税者の良き公僕でなければならず、IT はその
倫理を体現する必要があるのです」とキーオ氏は言います。「私た
ちは、事前検証済みの信頼できるテクノロジー ソリューションを統合
し、標準化しています。そして投資と容量をもっとうまく活用しようと
しています。FlexPod と Microsoft Private Cloud の組み合わせ
により、私たちは住民に対して更に信頼性が高く安全で、拡張可能
な方法でサービスをお届けできます。公務員として、それが私たち
のすべてです。」

関連資料
ハイブリッド クラウド コンピューティングは企業世界に旋
風を巻き起こしています。しかし、なぜハイブリッド クラウ
ドなのでしょうか。そしてなぜ今なのでしょう。
その答えは、info.presidio.com/netapp-hybrid-cloud
で、ホワイトペーパーとビデオをご覧ください。
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データセンターの力を
柔軟に活用

アルゼンチンで最先端のデータ
センターを維持する Provincia
Net 社は、拡大する顧客ベースに
新しいサービスを提供している
上：PROVINCIA NET 社のオラシオ・アステシアノ氏、フェルナンド・アリング氏、マーティン・ジャウリギー氏（右）とシスコのカルロス・イスラ

ラテンアメリカで最も高度でパワフルなデータセンターの 1 つを所
有し、そこに追加の容量のための十分なスペースがあるなら、サー
ビス提供とビジネスの成長のチャンスは、事実上、無制限です。た
とえば、地球の反対側で行われているサッカーの試合をストリーミ
ングして、熱狂的なファンに無料で提供し、多額の広告収入を得
ることができます。これは実験的な試みに過ぎないかもしれませ
んが、強大なデータセンターの活用方法のアイデアの 1 つと言え
ます。
そして、それを実現するため、アルゼンチンで最高のテクノロジーを
もったサービス プロバイダーになることを目的として Provincia Net
社が生まれました。
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「Provincia Net 社はアルゼンチンで最も急成長しているテクノロジー
企業で、昨年は 500 % 以上の成長率で 200 の新しい案件を創生
しました」と Provincia Net 社 CEO のサンティアゴ・モントヤ氏は言い
ます。「私たちは公的機関にも、民間企業にもサービスを提供してい
ます。当社の目標は、ブエノスアイレス州とその郊外の市民生活を
向上させることです。」
Provincia Net 社は 13 年ほど前に、南米初の銀行を含む複数企
業のグループである Grupo Provincia のテクノロジー サービス部
門として設立されました。テクノロジー サービスの需要が増加した
ため、経営陣は 2012 年、ブエノスアイレスに最初のデータセンター
を構築することを決定し、そのサービスを Grupo Provincia 以外に
も拡張することにしました。

顧客サービスの調査と拡大
多くの企業は、既存の要件を満たすためにテクノロジー インフラス
トラクチャを構築しますが、Provincia Net 社は成長を念頭に置
いてデータセンターを構築しました。現在使用されている物理ス
ペースはの全体のわずか 30 % で、50 台の Cisco UCS シャーシ
と 14,000 の VM を追加することが可能です。
「このデータセンターは、当社の商品なのです」とモントヤ氏は言い
ます。アルゼンチンにはテクノロジー サービスに対する大きなニーズ
があり、私たちはそのニーズを満たすことができます」
データセンターは大きなセールスポイントだと、アステシアノ氏は付
け加えます。
「この施設を見ると、お客様は驚嘆されます。その品質、容量、そして
100 % 仮想化されているという事実が信じられないのです」
Provincia Net 社 CEO、サンティヤゴ・モントヤ氏

「すべてデータセンターから始まりました」と Provincia Net 社のビ
ジネスおよびサービスの最高責任者、オラシオ・アステシアノ氏は
言います。「アルゼンチンに、これほどの施設は他にありません」
「「データセンターは 100 % 仮想化され、ソフトウェア主導として設
計されました」と Provincia Net 社の COO、フェルナンド・アリング

CISCO UCS の価値を知る
『Forrester Total Economic Impact Study（Forrester
の総合的な経済効果に関する調査）』では、Cisco UCS
を利用している組織は、307 % の ROI と 160 万ドル以
上のコスト節約と利益を 3 年間にわたって実現できると
されています。
この調査報告書を見るには、UnleashingIT.com のリ
ソース センターにアクセスしてください。

Provincia Net 社は現在インフラストラクチャとクラウド サービス、請
求書支払いおよび集金システム、ホステッド コンタクト センター、そ
してモバイル アプリケーション部門に特化したソフトウェア工場を提
供しています。ビジネスの成長と向上、そしてデータセンターのゆと
りのある容量を求めて、企業の首脳陣は多くの新しいサービス オプ
ションを調査しています。
「お客様の選択肢を広げるために、当社は Cisco Intercloud の利
用も計画しています」と Provincia Net 社のテクノロジー管理者、マ
ーティン・ジャウリギー氏は言います。「コストやコンプライアンスの観
点から、お客様の VM を外部のクラウドに移動させる方が合理的な
場合があります。そして、Intercloud はこれを非常に容易にしてくれ
るのです」
Provincia Net 社は、ソーシャル メディア サービスやビッグデータ
分析も検討しています。スポーツやエンターテイメントのストリーミン
グなどの顧客サービスはテスト済みで、結果は大成功でした。
ヨーロッパで行われているサッカーの試合をストリーミングするとい
う決断は、非常に迅速でした。たった 2 日間で、サービスとネット
ワークのリソースがその試合のためにプロビジョニングされ、追加
のハードウェアを配備する必要はありませんでした。スポンサーは
広告スペースを買い取り、何万ものアルゼンチンのサッカー ファン
が自分のコンピュータやモバイル デバイスで、試合の生中継を視
聴しました。
しかしこれは 1 つの実験に過ぎません。パワフルなデータセンター
の力を示すための 1 つのアイデアなのです。

氏は説明します。「これは、このデータセンターが大変柔軟であるこ
とを意味し、私たちは多様なお客様のニーズに応え、新しい市場機
会を非常に迅速に追及できるのです」

1

http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php

また、これは Uptime Institute1 が認定したアルゼンチンで唯一
の Tier II データセンターで、Provincia Net 社は現在、Tier III 指
定を目指しています。Intel® Xeon® プロセッサベースの Cisco
Unified Computing System™（Cisco UCS®）に基づき、Microsoft
Hyper-V 仮想化を活用するデータセンターの機能は、大変な人気
です。7 台から始まった Cisco UCS シャーシは 1 年で 25 台まで拡
大し、8,000 の仮想マシン（VM）をサポートしています。
「シスコ、Microsoft、Intel は安心感を与えてくれます」とアリング氏
は言います。「パワフルで信頼性の高い、柔軟なデータセンターの構
築を大いに助けてくれました。まだまだ成長の余地がありますよ」
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データセンターは、
あらゆる場所に存在しています。
“Internet of Everything” は、あらゆるビジネスの状況を変えていきます。
それは大量のデータを利用する機会がますます増加するということです。
しかし、大量のデータを処理して、大量の結果を導くだけではなく、
スマートで迅速な答えが必要とされています。
私たちシスコは、
業界最高水準の性能と、
高い柔軟性をもった Cisco UCS
サーバ ソリューションによって、
それを提供できます。
その性能と柔軟性、
知性とスピードは、
あらゆる規模のアプリケーションの
頼もしいパートナーになるのです。
私たちにご相談ください。
詳細な情報はこちらから
www.cisco.com/jp/go/servers
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