
OpenStack*クラウド 
導入の簡素化

OpenStack*でクラウド戦略を 
前進させる
ビジネスを成功に導く上で、ITの役割は
ますます重要になりつつあります。この 
ため、多くの企業は、ITの柔軟性、ビジネス
の俊敏性、コスト効率を改善するために
クラウド・テクノロジーの導入を進めてい
ます。実際に、大企業の69%はクラウド 
導入戦略を実施しています。1

そして、企業やプロフェッショナルな開 
発者、個人ユーザーで構成される活気ある 
コミュニティーが支持するOpenStack*は、
トップクラスのクラウド・プラット 
フォームです。幅広い拡張性、一元的な 
運用、標準的なエンタープライズおよび
オープンソース・テクノロジーとの相互運
用性を備えたOpenStack*は、ビジネス運
用に最適です。実際、世界各国のクラウド
導入済み企業のうち65%は、OpenStack*
の総合的な IT戦略において重要なツール
として位置付けています。1

とはいえ、OpenStack*の導入は容易では
ありません。膨大な数のさまざまなコン
ポーネント、特にセキュリティーとガバ
ナンスに関するコンポーネントがセット
アップと構成を複雑にしており、その導
入にはクラウド固有の社内スキルと経験
が必須になります。数多くの新規プロジェ
クトと6カ月というハイペースなリリー
スサイクルがイノベーションへの対応を
困難にしている一方で、投資も確実に 

回収しなければなりません。サポートや
サービスを複数のベンダーやオープン
ソース・コミュニティーに合わせて調整
する作業が必要となるため、問題への対
応および解決の速度が低下し、ビジネス
運用における遅延の発生にもつながります。

インテル、Cisco、Red Hatは、Cisco* 
Validated Design（CVD）を提供していま
す。このソリューションでは、実証された
ガイドラインとテスト済みの構成を用意
することで、OpenStack*クラウド環境の
導入と運用を簡素化してスピ－ドアップ
します。この統合されたソリューションを
導入すれば、信頼性と安全性が高く、 
サポート体制の充実したOpenStack* 
クラウド環境が得られます。これは、エン
タープライズ・プライベート・クラウドを
構築し、クラウド・アプリケーションや
サービスを提供するのに最適な環境にな
ります。

信頼できるパートナーとともに 
クラウド環境を構築
大企業の10社のうち7社は、クラウド・
テクノロジーの導入を計画しています。1

イノベーションの速度を高め、社内開発
サービスと社外外注サービスを安全に調
整、導入できるクラウドの可能性は、競争
力を強化したいと考える組織にとって、
クラウド導入の決定的な理由になります。

インテル、Cisco、Red Hatが提供する、リスクを軽減する実証済みのソリューション

テクノロジー概要

ITに関する決定権を持つ企業役
員3,643人を対象としたグローバ
ル調査によると、 

69% 
さらに、これらの企業のうち、 

65% 
クラウド導入によるビジネスの
改善に大きな期待を寄せている
と回答しています。1

インテル、Cisco、Red Hatは、信頼性とセキュリ
ティーに優れ、サポート体制が整備された
OpenStack*クラウド環境を実稼動用に迅速
に導入できる、実証済みの統合ソリューションを
提供します。

がクラウド 
戦略における
OpenStack*の 
重要性を認識。

の企業が 
クラウド導入
戦略を実施。1
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インテル、Cisco、Red Hatは、こうした
ニーズを満たすために緊密に連携し、導
入の簡素化、運用の合理化、柔軟性の向上、
リスクの軽減を達成するさまざまなジョ
イント・ソリューションを開発しました。

•  アプリケーション開発およびテスト： 
ITリソースへのオンデマンド・アクセ
スにより、アプリケーション開発および
テストに適した俊敏で応答性の高い基
盤を構築します。

•  クラウドに特化したアプリケーション
導入とライフサイクル管理：クラウド 
環境の柔軟なセルフサービス機能に 
より、アプリケーションを効率的に開発、
導入、管理します。

•  アプリケーションの拡張と発展：実績 
のある費用対効果に優れたプラット
フォームをオンデマンドで提供し、アプ
リケーションの発展やグローバルな拡
張をサポートします。

•  IT as a Service機能：ビジネスの発展に
合わせてPlatform as a Service（PaaS）
やSoftware as a Service（SaaS）として
拡張できる革新的な Infrastructure as a 
Service（IaaS）基盤によって、IT部門を社
内サービス・プロバイダーへと変革します。

実績のあるソリューションで
OpenStack*クラウドの導入を 
加速
業界をリードするインテル、Cisco、Red 
Hatが相互に連携して開発した Cisco 
UCS* Integrated Infrastructure for Red 
Hat* Enterprise Linux* OpenStack* 
Platformは、コンピューティング、ネット
ワーク、ストレージ、管理、クラウド・オー
ケストレーションを単一のソフトウェア・
デファインド・インフラストラクチャー
（SDI）ソリューションに統合し、IT as a 

Service環境やさらなる環境の発展に対 
応します。文書化された設計および導入 
ガイドライン、実証済みの構成（部品表付き）、
きめ細かいサポート、エキスパート・サー
ビスなども備えたこの統合ソリュー
ションは、導入速度を高めるとともに、 
実際の運用で必要となる拡張性、管理性、
信頼性、高可用性をもたらします。

Red Hat* Enterprise Linux* OpenStack* 
Platformを Cisco UCS* Integrated 
Infrastructureに導入すると、複雑な統合
作業なしでクラウド環境に幅広い機能を
組み込むことができます。この共同開発
ソリューションがビジネスにもたらす効
果について、具体例とともに見ていきま
しょう。

導入の複雑さとリスクを軽減する
社内でクラウド・インフラストラク
チャーを構築する場合は、さまざまなコン
ポーネントを構成する必要があります。 
こうした複雑さが、コンプライアンス、セ
キュリティー、パフォーマンス上の問題の
リスクも高めています。インテル、Cisco、
Red Hatは、相互に協力することで、クラ 
ウドの導入を簡素化し、スピ－ドアップを
図り、クラウド導入に関連するリスクを低
減しています。実績のあるガイドラインと
テスト済みの構成により、クラウド環境の
構築が容易になり、アプリケーション、サー
ビス、仮想マシンの安全な基盤を確保しつ
つ、時間の浪費につながるミスも回避でき
ます。Red Hat*  Enterprise Linux* 
OpenStack* Platformディレクターと
Cisco UCS* Managerを統合することで、
OpenStack*と基盤となる物理および仮想
インフラストラクチャーの導入、構成、プ
ロビジョニングをさらに高速化できます。
また、OpenStack*クラウド環境の基盤と
して、Cisco*インフラストラクチャーの正
確かつ安全な導入も保証されます。拡張可
能な自動プロビジョニングにより、まずは
必要なリソースのみを先行導入し、ビジネ
スの成長に合わせて、素早く容易に拡張す
ることが可能です。Ciscoの統合された一
元管理データセンター・アーキテクチャー
は、クラウド・アプリケーションとサービ
スのセキュリティーを高めます。

さらに、Red HatとCiscoは、一時的なス
キルギャップを埋め、両社の専門知識を
活用できるプロフェッショナル・サービ
スも提供しています。Red HatとCiscoの
クラウド・エキスパートは、業界のベスト・
プラクティスを駆使することで、お客様
の要件を満たす安全で信頼性の高い効率
的なクラウド環境を設計、導入します。
Cisco* Solution Supportは、迅速な問題
解決のための総合窓口として機能するた
め、お客様は安心して導入を進めること
ができます。

将来のための柔軟性を確保
ハイペースで進むビジネス環境では、 
組織の競争力を保つためにインフラスト
ラクチャーを常に進化させる必要があり
ます。業界標準のオープン・テクノロ
ジーを採用し、インテル、Cisco、Red Hat
の製品によって構築されたOpenStack*
環境は、高い柔軟性をもたらすとともに、
ベンダーの囲い込みを軽減し、相互運用
性を高めます。Cisco UCS*と Red Hat* 
Enterprise Linux* OpenStack* Platform
の認定パートナーによる大規模なエコシ
ステムにより、お客様はニーズの変化に
合わせてクラウド環境をカスタマイズし、
その変化に対応できます。

クラウド導入
の簡素化と 
迅速化を実現
さらに、テストおよび実証済みの
統合プラットフォームでリスクを
軽減します。 

将来への備え 
オープンソースの相互運用性と 
認定パートナーの大規模なエコ 
システムを活用します。

「O p e n S t a c k *に特化した 
インテル、Cisco、Red Hatによる
ソリューションは、継続的なアプ
リケーション開発とデリバリーの
ための優れたプラットフォームと
なり、私たちの顧客が求める高
い可用性、セキュリティー、拡張
性を提供します」
Cisco 
データセンター・ソリューションズ 
製品開発担当バイス・プレジデント 
Satinder Sethi 氏
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運用効率の改善
ITスタッフの責務として、戦略的なビジ
ネス運用のサポートはその重要度を増し
ていますが、大半の時間は既存のインフ
ラストラクチャーの維持のために費やさ
れているのが現状です。インフラストラ
クチャーの管理を簡素化することで、運
用効率が向上し、IT部門の生産性も改善
されます。自動ワークフロー、一元管理、
運用の合理化を実現する Red Hatと
Ciscoの統合ソリューションにより、仕事
の効率と効果が向上し、お客様はより多
くの価値をビジネスにもたらすことがで
きます。サーバー、スイッチ、仮想ネット
ワーク・インターフェイス・カード（vNIC）
に対応するCiscoのOpenStack*プラグ
インは、シームレスな構成とエンドツー
エンドの管理を可能にします。これらの
プラグインは、手動操作によるセットアッ
プの遅延やエラーを排除し、インフラス
トラクチャーのリソースを最適化します。
仮想マシンのライフサイクル管理は、一
貫したプロビジョニング、構成、廃止が可
能です。仮想マシンのライブ・マイグレー
ションにより、アプリケーション・ワーク
ロードを分散して管理でき、さらにはダ
ウンタイムなしでハードウェア・メンテ
ナンスを実施できます。

コストを削減し、 
短期間で投資回収を実現
IT支出が徐々に増加する中で、予算は依
然として制限され、資金調達の戦略プロ
ジェクトも課題を抱えています。結果的
には、多くの IT組織が仮想化コストを削

減するためにOpenStack*を導入してい
ます。Red Hatと Ciscoのソリュー
ションを導入することで、お客様はクラ
ウド・テクノロジーのコスト削減効果を
利用して、クラウド環境の投資回収を 
短期間で達成できます。拡張可能な 
ソリューション・アーキテクチャーにより、
必要な機能だけを導入し、ビジネス 
ニーズに合わせてオンデマンドで拡張す
ることも可能です。一元管理によって運
用を合理化し、運用コスト（OpEx）も削減
できます。さらに、業界標準、ベスト・ 
プラクティス、実績のある専門知識を 
組み込むことで、クラウド効率を高めて、
運用コストのさらなる削減を達成できま
す。迅速な導入とプロフェッショナルな
設計および導入サービスの組み合わせに
よって、コスト効果を迅速に引き出します。

信頼できる業界最先端の 
テクノロジーに対応
Red Hat、Cisco、インテルの統合ソリュー
ションは、図1に示すように、インテル ® 
Xeon® プロセッサーをベースとする業界
最先端の C i s c o  U C S *  I n t e g r a t e d 
Infrastructure、Red Hat* Enterprise 
Linux* OpenStack* PlatformおよびRed 
Hat* Ceph Storage、さらにカスタマイズ
されたソリューション・サポートおよび
サービスを組み合わせたものです。

図 1. Red HatとCiscoのソリューションは、プライベート・クラウドおよびIT as a Service環境を前提として、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、 
管理、クラウド・オーケストレーションを統合し、クラウド・ソリューションとして統一しています。

ソリューション・ 
コンポーネント
•  インテル ® Xeon® プロセッサー搭
載Cisco UCS*コンピューティング
およびストレージサーバー

•  Cisco Nexus* 9000および1000v
スイッチ

•  Cisco UCS* Manager統合インフラ
ストラクチャー管理ソフトウェア

•  Red Hat* Enterprise Linux* 
OpenStack* Platform

•  Red Hat* Ceph Storage
•  調整されたサポートとプロフェッ
ショナル・サービス

使用事例

プラットフォーム

インフラスト
ラクチャー

Red Hat*
Ceph Storage

プライベート・
クラウド環境（IaaS）

アプリケーション
開発環境

ネットワーク機能
仮想化（NFV）

IT as a Service
（ITaaS）環境

クラウドに特化した
アプリケーション導入

UCS*-M ML2
プラグイン

NIKv ML2
プラグイン

ACI
プラグインa

Nexus* ML2
プラグイン
Nexus* ML2
プラグイン

ACI
グループベース・
ポリシー

Red Hat* 
Enterprise Linux* 

OpenStack* Platform

インテル® Xeon® 
プロセッサー搭載
Cisco UCS* Integrated
Infrastructure 運用管理ネットワークコンピューティング ストレージ

a 現在開発中
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Cisco UCS* Integrated Infrastructure

コンバージド・データセンター運用のた
めに設計されたCisco UCS*統合プラッ
トフォームは、ハードウェア・インフラス
トラクチャーを簡素化することで、セッ
トアップと管理、さらに電力、冷却、配線
が必要なデバイスの数を大幅に削減します。
Cisco UCS*の機能は以下のとおりです。

•  卓越したパフォーマンス、拡張性、高可
用性：インテル ® Xeon® プロセッサーを
搭載したCisco UCS*コンピューティン
グおよびストレージサーバーは卓越し
たパフォーマンスと広範囲にわたる簡
素性をもたらします。統合されたアーキ
テクチャーにより、コンピューティング
およびストレージリソースをオンデマン
ドで容易に追加できます。追加のサポー
ト・インフラストラクチャーやエキス
パートの知識は必要ありません。高密度
設計により、1台の物理ホストで実行で
きる仮想サーバーの数が増加し、投資資
金はもちろん、運用、物理的なスペース、
ライセンスコストも削減できます。 
サポートされるサーバーあたりの高速
メモリー数が多いので、パフォーマンス
や可用性を落とすことなく、安価なサー
バーでより多くのクラウド・アプリケー
ションをホストできます。

•  ユニファイド・ネットワーク・ファブリック：
Cisco UCS* Integrated Infrastructure
のバックボーンは、Ciscoの高性能で低
レイテンシーな省エネ設計のNexus* 
9000シリーズと仮想化されたNexus* 
1000vシリーズスイッチです。このユニ
ファイド・ネットワーク・ファブリック
は、物理ネットワークおよび仮想ネット
ワーク・レイヤーにあるクラウド・イン
フラストラクチャーに接続します。
Cisco Nexus*スイッチは、Cisco UCS*
と統合することで、管理を合理化し、 
効率を高めて、パフォーマンスを最適 
化できます。レイヤー2および3は、プ
ログラミングによる柔軟な構成オプ
ションを提供します。OpenStack* ネッ
トワーク用の Cisco* Modular Layer  
2（ML2）プラグインを使用すると、クラ
ウド・プラットフォームを介してCisco*
スイッチを導入、構成、管理できます。

•  一元化されたインフラストラクチャー
管理：Cisco UCS*サーバーとNexus*ス
イッチは、組込みの C i s c o  U C S * 
Managerで管理され、複数のシャーシを
制御し、数千台もの仮想マシンの 

リソースを管理できます。ポリシーおよ
びモデルベースの管理は、システム・コン
ポーネントの自動導入とプロビジョニン
グによってインフラストラクチャー管
理を合理化します。オープンなアプリ
ケーション・プログラム・インターフェ
イス（API）なので、サードパーティー製
のツールを自社クラウド・インフラスト
ラクチャー内でカスタマイズして使用
できます。Cisco* OpenStack*プラグ
インは、OpenStack* Horizonダッシュ
ボードと統合することで、OpenStack*
内でより広範なインフラストラクチャー
管理が可能になり、運用効率をさらに高
めることができます。

•  アプリケーション中心の設計：Cisco 
UCS* Integrated Infrastructureは、
C i s c o の A p p l i c a t i o n  C e n t r i c 
Infrastructure（ACI）テクノロジーとと
もに動作し、自動化されたポリシーベー
スのアプリケーション・ライフサイクル
管理を提供します。ビジネスに関連する
ソフトウェア・デファインド・ネットワーク
（SDN）ポリシー・モデルをネットワーク、
サーバー、ストレージ、セキュリティー、
サービス全体に適用することで、Cisco* 
A C I は、総保有コスト（ T C O）を 
削減し、アプリケーション管理を自動化
して、アプリケーション導入を加速でき
ます。

インテル ® Xeon® プロセッサー  
E5/E7 ファミリー
インテル ® Xeon® プロセッサー E5/E7 
ファミリーは、高性能コンピューティン
グをCisco UCS*サーバーに提供します。
大規模なメモリー容量と I/O帯域幅に 
より、パフォーマンスと仮想マシン密度 
の向上を実現します。より多くの I/O、 
マシン・チェック・アーキテクチャー
（MCA）、PCIe*エラーから復旧できるよう
に設計されたインテル ® Xeon® プロセッ
サーは、高い可用性が求められる運用環
境向けに99.999%のアップタイムを達
成します。強化されたエラーログ情報に
より、診断と予測的な障害分析が改善さ
れ、問題の迅速な解決とインフラストラ
クチャーの予防的な管理が可能になりま
す。インテル® セキュアキー対応インテル® 
データ・プロテクション・テクノロジー 
やインテル ® OSガード対応インテル ®  
プラットフォーム・プロテクション・テクノ
ロジーなど、ハードウェアに内蔵されたセ
キュリティー機能で環境を脅威から守り
ます。

「インテル、Red Hat、Ciscoの共 
同作業の結果、ユニークな
テクニカル・コラボレーション
をフル活用できる企業向けの
OpenStack*ソリューションが
誕生しました。統合ソリュー 
ションの構築は、新しいクラウ
ド環境を数万単位で構築すると
いう私たちの目標を実現するた
めの重要なステップです」
Intel Corporation
ソフトウェア・デファインド・インフラストラ
クチャー /クラウド・プラットフォーム・グルー
プ担当バイス・プレジデント兼ジェネラル・ 
マネージャー
Jonathan Donaldson
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Red Hat* Enterprise Linux* 
OpenStack* Platform

商用に強化され、垂直市場で実証された
Red Hat* Enterprise Linux* OpenStack* 
Platformは、プライベート /パブリック・
クラウド環境の構築に適した法人向けク
ラウド・プラットフォームです。3年間の
長期リリースサイクルと企業品質の 
サポートにより、Red Hat* Enterprise 
Linux* OpenStack* Platformは、環境を
継続的にアップグレードすることなく導
入できます。Red Hatは、OpenStack*製
品版をRed Hat* Enterprise Linux*と同
時に開発することで、OpenStack*-Linux*
の依存関係を解決し、安定性、拡張性、 
セキュリティー、パフォーマンス、相互運
用性を確保しています。大規模な拡張性
により、最大規模の組織にも対応し、ビジ
ネスの成長に合わせてクラウドを拡張で
きます。耐障害性と高可用構成オプション
でビジネス・クリティカルなアプリケー
ションをサポートします。オープンAPI
とともに、350以上のテクノロジーおよ
びサービスパートナーで構成される、 
信頼性の高い認定エコシステムとの相互
運用性により、ビジネスニーズに合わせ
てクラウド環境をカスタマイズできます。

Red Hat* Enterprise Linux* OpenStack* 
Platformには、OpenStack*の導入と管
理を迅速化するさまざまな機能を採用し
ています。

•  簡素化された導入と管理：Red Hat* 
E nt e r p r i s e  L i n u x *  O p e n St a c k * 
Platformディレクターは、クラウドリ
ソースのインストールを簡素化、自動化
し、正常な導入をチェックして、
OpenStack*環境が正しくセットアップ
され、構成されていることを確認します。
ベアメタルリソースの自動化された待
ち受けプロビジョニングにより、導入を
合理化し、ハードウェアリソースをオン
デマンドで再利用できます。ディレク
ターは、ライブ・オーケストレーション
によるクラウドの導入や容易なアップ
デートのための新たなフレームワーク
も確立します。

•  高可用性：Red Hat* Enterprise Linux*
による統合された自動モニタリングお
よび障害復旧サービスにより、可用性の
高いリソースを必要とする従来のビジ
ネス・アプリケーションをOpenStack*
クラウド環境で実行できます。

•  スナップショット・ベースのバック 
アップ：新たなストレージオプションに
より、インクリメンタルな変更をフルス
テート・バックアップ間のバックアップ
として保存することで、ブロック・スト
レージ・バックアップを迅速化し、容量
ニーズを削減します。ネットワーク・ファ
イル・システム（N F S）と Po r t a b le 
Operating System Interface for UNIX*
（POSIX）は、ストレージの柔軟性をさら
に高めます。

Red Hat* Ceph Storage

オープンなソフトウェア・デファインド・
プラットフォームであるRed Hat* Ceph 
Storageは、Cisco UCS*サーバー上で稼
動し、コスト効率に優れたペタバイト規
模の統合クラウドストレージを提供しま
す。R e d  H a t *  E n t e r p r i s e  L i n u x * 
OpenStack* Platformと緊密に統合され
たこの自己管理型ストレージ・プラット
フォームは、クラウド環境内のデータ管
理を合理化し、自動化します。耐障害性設
計により、データの可用性も向上します。
また、柔軟な導入オプションによって、ブ
ロックまたはオブジェクト・ストレージ
からスタートし、必要に応じて環境を拡
張できます。

調整されたサポートとプロフェッショナル・
サービス
複数のインフラストラクチャー・ベンダー
間でのサポートおよびサービスの調整は、
非常に手間と時間のかかる作業です。
Ciscoは、エンドツーエンドのソリュー
ション・サポートのための総合窓口を提
供し、問題の報告と解決の迅速化を図っ
ています。問題が報告されると、Ciscoは
Red Hatと協力してその問題を素早く解
決します。複数のベンダー間での調整作
業は必要ありません。

OpenStack*クラウド環境のメリットを
迅速に得られるように、CiscoとRed Hat
は、ソリューション設計、規模の設定、 
導入を対象としたエキスパート・プロ
フェッショナル・サービスも提供してい
ます。検証済みのパイロット導入と合理
化された購入判断により、法人向けクラ
ウド環境を実現するためのシンプルで 
コスト効率の高い道筋を提案します。

「私たちは、Red Hat* Enterprise 
Linux* OpenStack* Platform
の最新リリースにおいて、実環
境ですぐに使えるOpenStack*
のレベルを引き上げました。 
OpenStack*の導入数が増加
する中、インフラストラクチャー
の導入自動化とライフサイクル
管理を可能にする真にオープン
なアプローチによって、ソリュー 
ション実現の時間短縮を求める
声に応えています。これは実に 
エキサイティングな経験です」
Red Hat
OpenStack*
ジェネラル・マネージャー
Radhesh Balakrishnan 氏
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「Cisco、インテル、Red Hatは、
相互に連携することで、お客
様がアプリケーションの開発
時間を短縮し、OpenStack* 
クラウドの価値を迅速に引き
出せるように支援します」
Cisco 
データセンター・ソリューションズ 
製品開発担当バイス・プレジデント 
Satinder Sethi 氏

まとめ
クラウド環境の導入には困難が伴いますが、組織を変革して競争力を保つために必要
不可欠なステップと言えます。インテル、Cisco、Red Hatは、相互に連携することで、 
信頼性とセキュリティーに優れ、サポート体制も整備されたOpenStack*クラウド 
環境を迅速に導入するための統合ソリューションを提供します。業界最先端のコンポー
ネントを、テストおよび実証済みのCVDや導入ガイドラインと組み合わせることで、
ビジネスニーズへの対応、運用の合理化、生産性の向上、コスト削減を達成できるオー
プンなプライベート・クラウド環境の構築をサポートします。オープンソースの相互
運用性と大規模な認定パートナーのエコシステムが、業界とビジネスの変化に対応で
きるように支援します。リスクの少ないクラウド・イノベーションの活用方法につい
ては、Red HatまたはCiscoの担当者にお問い合わせください。

•  インテル ® テクノロジーをベースとする企業向けクラウド・ソリューションの詳細に
ついては、インテル ® ビルダーズ（https://builders.intel.com/enterprise-
solutions/）を参照してください。

•  CiscoとRed Hatとのパートナーシップの詳細については、http://www.redhat.com/
ciscoを参照してください。

•  CiscoのOpenStack*ソリューションの詳細については、http://www.cisco.com/go/
openstack/を参照してください。

•  Red Hat* Enterprise Linux* OpenStack* Platformの詳細については、http://www.
redhat.com/en/technologies/linux-platforms/openstack-platform/を参照してく
ださい。
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