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アプリケーションの急増  
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パブリック クラウドへの依存度を削減

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャの評価

データ センターのシンプル化

最先端に乗り出す

真のイノベーション
「イノベーション」という言葉が氾濫していま

す。わずかな調整、ほんの些細な拡張、ほとん
ど影響のない改善でも、多くの場合、イノベー
ションとして喧伝されています。しかし、時々、
本当に画期的で斬新なことが起こり、長期にわ
たるプロセスの前提や基準を打ち壊すことが
あります。

今回の『Unleashing IT』では、シスコの将来のネ
ットワーキングへの全体的なアプローチ「アプ
リケーション セントリック インフラストラクチャ

（ACI）」を紹介します。シスコ、Intel®、およびエ
コシステム パートナーによって推進されている 
ACI は、ビジネスの優先事項をサポートするた
めのテクノロジーの提供方法を変える真のイノ
ベーションです。

以降のページでは、アプリケーションがビジネ
スにとってますます重要となっている理由につ
いて説明します（4 ページ）。業界アナリストお
よびソフトウェア自動化の先見性のある企業か
ら見た独自の見解も取り上げています（10 お
よび 15 ページ）。さらに、Acxiom（8 ページ）
、NetApp（12 ページ）、Symantec（14 ページ）
などのすでに ACI を活用している企業からの
コメントも掲載しています。

ACI は、システムをどのように構築、自動化、お
よび管理するのか、IT チームはどのように協調
し連携していくのか、さらに、今後 10 年間、ビジ
ネスをどのように前進させていくのか、といっ
た課題に取り組むまったく新しいアプローチで
す。それこそが、真のイノベーションと呼ばれる
ものです。

本書が皆様のお役に立つことを願います。

Soni Jiandani 
ソニ・ジャンダニ 
副社長 
シスコ

Rose Schooler 
ローズ・スクーラー氏  
副社長兼ジェネラル マネージャ 
Intel Corporation

Intel® とのコラボレーション

ビジネスのためにオープンにする

写真の右側： 
カマル・ハラト（Kamal Kharrat）氏、Acxiom  
のプラットフォーム エンジニア部門ディレクター
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詳細はこちら
シスコ アプリケーション セントリック インフラ
ストラクチャ（ACI）の詳細については、 
http://www.cisco.com/go/aci  を参照して
ください。

ドへ容易に移行できます。また、企業は、顧客の常に進化する
ニーズに対応し、以前より迅速に競争上の差別化を図ることが
可能になります。

UIT：Intel はどのように関わっているのですか。
SJ：シスコは Intel と非常に密接に連携して、OpFlex を開発
し、OpenStack の ACI のサポートを拡大しています。シームレス
なオーケストレーション、自動化、セキュリティを備えたマルチベ
ンダー環境で運用できるオープンな標準ベースのシステムに対
する、お客様の要望はますます高まっています。シスコは Intel と
連携して、これらのニーズを満たすオープンなシステムと ASIC を
提供しています。

UIT：ACI は他の SDN モデルとどのように異な
っているのですか。
SJ：ACI は、SDN に遥かに多くの機能が追加されたものです。
他の SDN モデルはネットワーク止まりです。ACI は、SDN の
約束、つまり俊敏性と自動化を、アプリケーション自体にまで
拡大します。セキュリティ、ネットワークのセグメント化、大規
模な自動化を備えたネットワークで、ポリシー主導モデルを通
じて、各アプリケーションのニーズに対応できます。さらに、単
一の管理画面で、物理環境と仮想環境にわたってそれを実行
できます。

UIT：企業はどのように ACI を使用し始めること
ができますか。
SJ：現在、スタートアップ キットが入手可能です。さらに、検証
済みの設計と移行パスが掲載されたいくつかの設計ガイドも
用意されています。また、シスコ サービスもお客様をサポート
し、ACI をうまく利用しながら、既存のシステムと投資を活用す
る方法を示すことができます。詳細については、cisco.com/go/
aci で確認できます。

UIT：お時間を頂きましてありがとうございました。
SJ：どういたしまして。

ACI Q&A：ACI とは何
か、なぜ必要なのか

長年にわたるインフラストラクチャのパラダイムを再定義す
ることは、人々を驚かせるだけでなく、疑問を抱かせます。シ
スコのマーケティング部門上級副社長のソニ・ジャンダニが、

『Unleashing IT』との対談で、新たなシスコ アプリケーション 
セントリック インフラストラクチャ（ACI）とそれを市場で独自の
ものにしている特長について語っています。

Unleashing IT：ACI とは何ですか。
SJ：ソニ ジャンダニ：概念的には、ACI は非常にシンプルです。そ
の目的は、データセンターとクラウドの両方で、アプリケーション
を導入し、そのニーズに応える機能をネットワークに提供するこ
とです。ネットワークは、適切なレベルの接続性、セキュリティ、コ
ンプライアンス、ファイアウォール、およびロード バランシングを
提供できなければなりません。さらに、これを動的にオンデマン
ドで実行できなければなりません。

UIT：これをどのように実現するのですか。
SJ：一元化された定義済みのポリシーとアプリケーション プロ
ファイルを通じて実現します。プロファイルは、シスコの新たな 
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）によって
管理され、Cisco Nexus® 9000 シリーズなどのスイッチに配布
されます。OpFlex と呼ばれる、Intel® およびその他のパートナ
ーと共同開発しているオープンなサウスバウンド API を使用し
て、APIC はさまざまなスイッチ、ハイパーバイザ、ファイアウォ
ール、ロード バランサ、およびセキュリティ ソリューションをサ
ポートできます。

UIT：このアプローチの主なメリットは何ですか。
SJ：一元化されたポリシー コントローラが大きなメリットをもた
らします。ポリシーはポータブルです。つまり、物理および仮想の
両方の分散型ネットワーク環境全体にわたって配信し、一貫した
アプリケーション動作を保証できます。これらのプロファイルは一
元的に管理されるため、監査とコンプライアンスは遥かに容易に
なります。さらに、ネットワークはより動的になり、効率と使用率が
向上します。

UIT：なぜ、ACI が必要なのですか。
SJ：アプリケーションはますます複雑化し分散化しています
が、ネットワークは従来どおりハード コードされ非常に静的
です。そのため、アプリケーションをサポートするためにネッ
トワークをより動的にする必要があります。さらに、より自動
化する必要もあれば、アプリケーションの開発、導入、変更を
迅速化する必要もあります。ACI はこれらのニーズをすべて
満たします。

UIT：これは、ビジネスの観点から見ると、どのよ
うな意味を持つのでしょうか。
SJ：俊敏性に優れた、動的な安全性の高いインフラストラクチ
ャによって、企業は、資本コストと運用コストを削減できます。
さらに、既存の資産と投資を保護しながら、ハイブリッド クラウ

戦略

http://www.cisco.com/go/aci
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業界アナリストのボブ・ラリベルテ氏が、アプリケーションのビジネスへの影響と、今後、
適切な関連性と競争力を維持するために何が必要となるかについて解説しています。

戦略

態、会社を拡張するための新たな機会、および商取引を促進す
る新しい方法を生み出しています。また、経済全体を支えていま
す。ソーシャル メディア、オンライン マーケットプレイス、モバイ
ル ゲームは、ほんの数例ですが、数十億ドルに及ぶアプリケー
ション主導型業界の典型です。

このような機会は、Web ベースの企業や商取引主導の活動に
限られているわけではありません。どの業界でも、従業員の生産
性を維持し、ビジネスの円滑な遂行を促進するために、ERP、コ
ラボレーション、財務をはじめ無数の他のアプリケーションが企
業によって使用されています。

新しい機会、新しい課題
アプリケーションの急増は、膨大な機会を生み出す一方で、IT チ
ームに新たな課題をもたらしています。その多くは、サービス要
求とインフラストラクチャのメンテナンスによる過負荷です。

속도가結局は高速化です。ビジネスのペースは加速化されてき
ました。情報の検索、他の人との接続、タスクの実行のいずれで
あれ、人々は多数のデバイスを介して瞬時にニーズが満たされ
ることを期待するようになってきました。さらに、最新のテクノロ
ジーは遥かに動的で相互接続されているため、より頻繁なアッ
プデートが必要です。

その結果が、これらの現実に対処するだけでなく、その過程でビ
ジネスの環境を変えてしまうアプリケーションの急増です。

Enterprise Strategy Group、シニア アナリストのボブ・ラリベル
テ氏は次のように述べています。「ビジネスの遂行においてアプ
リケーションは常に非常に重要です。しかし、アプリケーション
への依存度が高まってきたことで、可能なかぎり早くアプリケー
ションを開発、展開、アップグレードするニーズが生じました」

アプリケーションはビジネスに不可欠になったと、彼は語りま
す。それらは、エンゲージメントとコラボレーションの新しい形

アプリケーシ
ョンの急増
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「複雑性が以前より大幅に高まり、1 つのアプリケーションが
複数の階層にわたる数十のコンポーネントで構成されることも
珍しくありません。単一のデスクトップに提供されていたクライ
アント/サーバ アプリケーションの時代は終わったのです。今で
は、IT チームはアプリケーションにアクセスするデバイスのタイ
プ、必要なアプリケーション アーキテクチャ、アプリケーション 
コンポーネント間の双方向の接続性、およびモバイル ユーザと
バック オフィス統合の両方をサポートする必要性を考慮する必
要があります」

ラリベルテ氏によると、モジュール型アプローチがこの複雑さを
軽減し、アプリケーション管理を容易化し、可能性のある障害点
を除去します。

「IT チームの課題は、これらのすべてのアプリケーションを、保
証されたパフォーマンスと可用性で、迅速に導入、管理、拡張す
る方法を見い出すことです。彼らには、アプリケーションとワー
クロードの要件を理解し、ユーザを動的にサポートし、望ましい
ユーザ エクスペリエンスを提供できるインフラストラクチャが
必要です」

レガシーな環境は非常に静的なため、伝統的に、IT グループに
は特定のアプリケーションをサポートするために必要なリソー
スについて根拠のある推測をすることが強いられていました。
結果として、大半はオーバープロビジョニングされ、十分に使用
されないため、不要なコストが生じ、非効率的でした。ラリベル
テ氏は、より迅速で動的な自動化された IT プロビジョニングと
管理の理想的な基盤として、Intel® Xeon® プロセッサベースの 
Cisco® Unified Computing System™-（UCS）とシスコ アプリケー
ション セントリック インフラストラクチャ（ACI）ソリューションの
組み合わせを挙げています。

彼は次のように述べます。「UCS と ACI の組み合わせは、非常に
魅力的です。それは、インフラストラクチャが各アプリケーショ
ンのニーズに基づいて適切なレベルのリソースを提供できる
ように保証するポリシー主導型のシステムです。コンピューティ
ング、ネットワーク、ストレージのリソースだけでなく、セキュリテ
ィ、ロード バランシング、WAN の最適化も実行します」

（小見出し）適切な関連性と競争力の維持

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ
（ACI）は、一元化された自動化とポリシー主導型アプリケーシ
ョン プロファイルを備えた統合アーキテクチャで、ハードウェア 
パフォーマンスの拡張性とともに、ソフトウェアの柔軟性を提供
します。ACI の構成要素は、次のとおりです。

•	 Cisco Nexus® 9000 シリーズ スイッチ：アプリケーション 
セントリック戦略に基づいて次世代データセンターをサ
ポートする目的で設計されています。

•	 Cisco Application Policy Infrastructure 
Controller（APIC）：物理、仮想、およびクラウド インフラス
トラクチャに対応する一元化されたアプリケーションレベ
ルのポリシー エンジン。 

•	 Cisco Application Virtual Switch（AVS）：仮想アプリケー
ションに対応したインテリジェントなポリシー適用と最適
なトラフィック制御を可能にするハイパーバイザベースの
仮想スイッチ。

•	  
OpFlex：使用されているスイッチ、ハイパーバイザ、ファイ
アウォール、ロード バランサ、およびセキュリティ ツール
に関係なく、異機種混在の物理および仮想環境全体にわ
たり APIC がポリシーを配信できるオープンなサウスバウ
ンド プロトコル。

シスコ、データセンターおよび仮想化アーキテクチャ部門の上級
副社長、フランク・パルンボは次のように述べています。「データ
センター内のすべての顧客セグメントにおける ACI の影響力と
破竹の勢いを目の当たりにして非常に興奮しています。ACI アー
キテクチャは、ネットワークとインフラストラクチャ要素がアプリ
ケーションをサポートする方法を根本的に変革します。当社のお
客様は、ACI が資本コストと運用コストの両方を節減しながら、IT 
の俊敏性と効率を高めるという事実に非常に満足しています」

ACI の構成要素

詳細はこちら
シスコ アプリケーション セントリック インフラ
ストラクチャ（ACI）の詳細については、 
http://www.cisco.com/go/aci   
を参照してください。

アプリケーションの急増にうまく乗じるために、ラリベルテ氏は、
コンピューティング、ネットワーク、ストレージの要素間を統合す
る機能を備え、仮想化と自動化をサポートする IT 環境へ投資す
ることを、企業に提案しています。そうすることで、各アプリケー
ションを個別に処理する代わりに、すべてのアプリケーションの
独自のニーズをサポートするための全体的で包括的なアプロ
ーチが促進されます。また、彼はセキュリティを重視することも
推奨しています。

「セキュリティが侵害されると、アプリケーションのすべてのメ
リットが消失してしまう場合があります。私達は大量のデータが
侵害され、運用が停止したいくつかの結果を目にしてきました。
セキュリティが重要となるのは、これが CIO だけの問題ではな
く、CEO の問題でもあるからです」- これはラリベルテ氏の警告
でもあります。

包括的でハイパフォーマンスなアプリケーションに適した環境
がないとどのような結果になるでしょうか。IT は的外れで、おそ
らくビジネスは失敗します。

「CIO が関連性の維持を望む場合、そして CEO が会社の競争
力の維持を望む場合、プロアクティブにこの方向に進む必要が
あります」と、氏は強調します。「環境が変化、速度、および俊敏性
をサポートできない場合、その企業は、競争できず、最終的に姿
を消すことになります」

http://www.cisco.com/go/aci
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ビジネスのために
オープンにする

戦略

オープン ソース ツール、オープンな標準、オープン API に基づいて構
築されたシスコのアプリケーション セントリック インフラストラクチャ
は、さまざまな環境で使用できます。

詳細はこちら
シスコ アプリケーション セントリック イン
フラストラクチャ（ACI）の詳細について
は、http://www.cisco.com/go/aci  を
参照してください。

http://www.cisco.com/go/aci
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（テクノロジーには数え切れないほどの移り変わりがありまし
た。動的で競争の激しい環境の中で確実な市場シェアと支配権
を求めて、多くの大手テクノロジー企業は独自の方法で、自社製
品とソリューションを構築してきました。これらのソリューション
は通常、非常に有能ですが、他のシステムと接続する機能は制
限されています。さらに、他の企業がそれらのソリューションを
さらに進化させたり、それらに基づいて構築したりする機会は、
本質的に限られています。

私達は、ますます接続され異機種が混在する世界に住んでいま
す。そこでは、異なるサーバとストレージ システム、異なるネッ
トワーク コンポーネント、および異なるハイパーバイザが機能
し、セキュリティ、ロード バランシング、ファイアウォールにそれ
ぞれ異なる管理ツールが使用され、クラウドとデータセンター
の数は増え続け、内部と外部の両方の物理および仮想環境が
含まれています。

広範囲にわたる変革を実現するためのインパクトを与えるに
は、新しいソリューションを開拓する必要があります。それらは、
幅広いテクノロジーと円滑に連携する必要があります。さらに、
システム統合とコミュニティ主導の進歩（それらに限定されず）
の可能性を拡大する必要があります。

シスコの製品管理部門のディレクタ、マイク・コーヘンは次のよ
うに述べています。「私達は、オープン ソース ソフトウェアの成
熟と、インフラストラクチャ ポリシーの再定義という 2 つの主要
な傾向のぶつかり合いを目の当たりにしています。オープン ソ
ースへの動向は明らかにわかりきったことです。 OpenStack や 
OpenDaylight などのプラットフォームは、膨大な開発者のマイ
ンドシェアと主要ベンダーからの支持を獲得しています。ポリシ
ーに関する傾向によって、コンピューティング、ネットワーク、スト
レージのリソースを要求し、さまざまなコンポーネントに分散す
る方法は根本的に変わりつつあります」 

シスコは積極的に、これらの 2 つの傾向を受け入れていると、彼
は言います。その典型的な例が、一元化された自動化とポリシ
ー主導型アプリケーション プロファイルを備えた統合アーキテ

クチャである、新しいシスコ アプリケーション セントリック イン
フラストラクチャ（ACI）です。オープン ソース ツール、オープンな
標準、オープン API に基づいて構築された ACI は、考えられる大
半の使用可能な方法でインフラストラクチャのポリシーを再定
義しています。

「新しいテクノロジーの価値を最大限引き出すには、広範なデ
バイスや環境と完全に統合し、それらのすべてを対象に可視性
と自動化を提供する必要があります。シスコは、100 を超えるオ
ープン ソース プロジェクトに積極的に貢献しています。シスコ

は、OpenStack Neutron と OpenDaylight の創設メンバーで
した。さらに、コミュニティ主導の開発に全面的に協力していま
す。これらのオープン ソースの指針と要素は、ACI の中に深く根
付いています」

オープンな構成要素、オープン ソースの開発
Cisco Nexus® 9000 シリーズ スイッチと Cisco Application 
Policy Infrastructure Controller（APIC）は、ACI の構成要素で
す。2 つのイニシアティブによって、オープン ソース コミュニティ
はこれらの構成要素を確実に利用できます。

1 つ目は、OpenStack Neutron および OpenDaylight に対応
したグループベースのポリシー モデルと関連する API です。
これらは、あらゆるソフトウェアまたはハードウェア インフラス
トラクチャに対してアプリケーションのリソース要件を示しま
す。2 つ目は、OpFlex と呼ばれる新しいオープン ソース プロト
コルで、コントローラから任意のデバイスにポリシーを配信し
ます。シスコは、Intel をはじめ、さまざまなパートナーとコラボ
レーションし、これらのポリシー モデル、API、およびプロトコル
を開発しています。

「SLA をサポートし、総所有コストを削減しながら、使用率と
パフォーマンスを高めるには、アプリケーションがインフラス
トラクチャの機能を認識している必要があります。ポリシー主
導の制御とオーケストレーション レイヤとの統合が、この認識
を可能にするための戦略的な役割を果たします。Intel はシス
コおよびオープン ソース コミュニティと密接に連携して、使用
されているデバイスに関係なくポリシーをオーケストレーショ
ンできる OpFlex などのプロトコルを開発しています」と、Intel 
の SDN アーキテクチャ部門ディレクター、ユリ・エルザール氏
は述べています。

最近の Lippis コンサルティング レポート2 の抜粋：ACI は、アプ
リケーションの代わりに、ネットワークおよびサービス インフラ
ストラクチャを構成するために確実に動作する信頼性の高いテ
クノロジーが必要な IT インフラストラクチャの源です。シスコ
のオープンな標準に基づく ACI 構築への取り組みは、ACI を成
功させるために絶対不可欠です。ACI が、ベンダー ロックイン
を排除し、真のプラグ アンド プレイが可能な、OpFlex、ノース
バウンド システム、および相互運用可能なポリーシー間管理を
介して、広範なネットワーク ベンダーをサポートできれば、ACI 
は大成功するでしょう。

コーヘンは次のように語ります。「この取り組みの当初の目的
は、単に標準化を推進し相互運用性を高めることでしたが、今
では、より大きなビジョンに焦点を定めています。シスコは、当
社のパートナー エコシステムおよびオープン ソース コミュニ
ティと連携して、より拡張性が高く、自動化が容易で、より簡単
に使用できるオープン ソース インフラストラクチャを作成し
ています。

ユーザを縛り付けることは望んでいません。このフレームワーク
のメリットで魅了したいのです」
1Lippis Consulting、Lippis レポート 220：シスコの ACI はいかにオープンか [英語] 2014 年 3 月
2Lippis Consulting、Lippis レポート 220：シスコの ACI はいかにオープンか [英語] 2014 年 3 月



エクスペリエンス

上：ネットワークとセキュリティにおいて毎年 20,000 ヵ所の変更があります。Acxiom の主任ネットワーク
およびセキュリティ アーキテクト、チャック・クレーン氏が、同社が数を削減した方法を語っています。

パブリック クラウド
への依存度を削減
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Acxiom の事業は、40 年以上にわたり成長し続けてきました。
当初は、アーカーソン州リトル ロックで小規模なマーケティング 
サービス会社として設立されましたが、今では、ヨーロッパ、ラテ
ン アメリカ、アジア太平洋で事業を展開するグローバルな大手
企業です。同社が最近立ち上げた AOS™（Audience Operating 
System™）によって、マーケティング担当者は従来切断されてい
たすべてのタイプのデータに、オンラインとオフラインの両方で
接続し、真の特異なコンシューマの見解を得ることができます。
それによって、マーケティング担当者は、より的確な洞察を導き
出し、より明確に対象顧客を把握し、何が彼らの興味を引くかを
より正確に予測できます。

増え続ける需要に応えるため、Acxiom は最大規模のパブリック 
クラウド サービスに大きく依存してきました。それらのサービス
は比類ない規模と柔軟性を提供しますが、使用量の増加は当然
ながらコストに影響します。

Acxiom のプラットフォーム エンジニアリング部門ディレクター、
カマル・ハラト（Kamal Kharrat）氏は次のように述べています。「
当初は、パブリック クラウドは優れていましたが、現在の当社の
規模では、コストとデータ セキュリティの両方の観点でさまざま
な課題が浮上してきました。データ セキュリティは Acxiom にと
って最優先事項であり、すべての必要な手段を用いてクライア
ントとコンシューマのデータの安全を必死で確保していました」

コスト、柔軟性、およびセキュリティのバランスを取るため
に、Acxiom は異なる選択肢に着目しました。ハラト氏によると、
同社は最近それを見つけました。

SDN の評価
パブリック クラウドへの依存度を削減するため、Acxiom は多数
の Software-Defined Networking（SDN; ソフトウェア定義型ネ
ットワーキング）オプションを評価し、いくつかの当惑する制限
事項を見つけました。たとえば、大半は独自仕様で、Acxiom イ
ンフラストラクチャの各部分との統合は不可能です。

「パブリック クラウドとプライベート クラウドの両方に統合でき
るツールを見つけるのは困難です。当社には大規模な成熟した
データ センターがあり、ハイブリッド クラウド環境を使用してい
ます。新たにファイアウォール、ロード バランサ、およびスイッチ
を購入すると多額の投資が必要となるため、既存のシステムを
活用し、必要に応じて新しい環境と連動できるようにすることを
目指していました」（ハラト氏）

Acxiom が検討したその他の SDN ソリューションは、一元化さ
れたコントローラに依存しており、潜在的にプロセスを疲弊させ
るボトルネックが生じていました。

Acxiom の主任ネットワークおよびセキュリティ アーキテクト、
チャック・クレーン氏は次のように述べています。「当社は、一度
に数千テラバイトを移動します。ボトルネックまたはシングル ポ
イント障害なく、超大容量と大規模な Hadoop 環境をサポート
する機能性が必要です。最初に検討した SDN オプションは、当
社の目的には適いませんでした」

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ
（ACI）は、実質上あらゆる環境と統合し、処理と意思決定の負荷
を多数のスイッチに分散するオープンな標準ベースのシステム
です。Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）
がオーケストレータとして動作し、ポリシーを管理し、インテリジ
ェント エッジ スイッチに命令を送ります。

「ACI は、まさしく、私達が必要としていたものです。それによっ
て、単一のコントローラを通じて負荷全体を処理する代わりに、
拡張性と冗長性を大幅に高めることができます」（クレーン氏）

速度、柔軟性、および制御
ハラト氏とクレーン氏によれば、ACI は Acxiom のデータセンタ
ーとプライベート クラウドに速度、柔軟性、および制御をもたら
すと予測されています。主な差別化要因は、新しいアプリケーシ
ョンまたは製品機能を導入するための時間が大幅に短縮され
る点です。以前は数日かかっていたものも、ACI では数時間にな
ると見込まれます。

「使用が簡単なアプリケーションを作成していますが、それは
背後の複雑さとは関係ありません。ACI なら、以前は手動のプロ
セスだったものを自動化できます。ポリシー、ファイアウォール、
ロード バランサ、およびセキュリティを定義することでアプリケ
ーションのブループリントを作成し、仮想およびベア メタル環境
を含め、スタック全体の構成をアプリケーション層で自動化でき
るのです」（ハラト氏）

アプリケーション開発、品質保証、ステージング、および生産を目
的としたネットワークのプロビジョニングに要する時間の短縮に
加え、ACI は日々のインフラストラクチャの変更も自動化します。

「ネットワークとセキュリティにおいて、毎年 20,000 ヵ所を超え
る変更を加えていますが、その数は増える一方です。1 ヵ所の変
更に要する時間を 10 または 20 % 短縮できれば、大幅な時間
とコストの節減につながります。それによって、当社を前進させ、
競争上の優位性をもたらすためのアーキテクチャとアプリケー
ションの改善に再びエンジニアを専念させることができます」（
クレーン氏）

ACI によって、Acxiom はパブリック クラウドの柔軟性と規模を
自社のデータセンターで実現し、コスト、制御、またはデータ セ
キュリティの面で妥協することなく、数十億のトランザクションを
サポートしています。同社のデータセンターでは、Intel® Xeon® プ
ロセッサベースの Cisco® Unified Computing System™（UCS）が
稼働しています。

「私は、ACI の熱狂的な信奉者です。ACI は、電子交換機が手動
の電話交換機に取って代わったのと同じように、従来のネットワ
ークおよびインフラストラクチャのプロビジョニングに大変革を
起こすと期待しています。ACI は、インフラストラクチャ テクノロ
ジーを 50 年先に推し進めます」（ハラト氏）

詳細はこちら
シスコ アプリケーション セントリック イ
ンフラストラクチャ（ACI）の詳細について
は、http://www.cisco.com/go/aci  
を参照してください。

結局は数です。マーケティング分析
会社 Acxiom は、コストを削減し、
データ セキュリティを改善するため
に、同社のデータ センターにパブリ
ック クラウド機能を導入しています。

http://www.cisco.com/go/aci
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IDC が、シスコの IT 部門におけるアプリケーション セントリック インフ
ラストラクチャの使用について詳しく分析しています。

響するダウンタイムの発生を低減することでリスクを最小化す
ることはもちろん、その他のメリットも実現できると確信してい
ます。また、IDC は、シスコが ACI を使用して、IT 以外のスタッフ
の生産性を高めるとともに、アプリケーションの導入を加速化し
組織内の情報フローを強化することで、潜在的に増収が図れる
とも確信しています。2

「新しい仮想マシンを稼働させるには数分かかりますが、ネット
ワークのプロビジョニングには数日または数週間かかることが
あります。ACI は、アプリケーション開発の速度とネットワークの
プロビジョニングの速度との乖離をなくします」（ケースモア氏）

プロビジョニングとポリシー管理の高速化
シスコの IT 部門上級副社長、ジョン・マンビルは次のように述べ
ています。「IT チームがしなければならない最も重要なことは、新
しい機能をより迅速にビジネス部門に提供することだと考えて
います。市場は非常に競争が激しく、アプリケーション チームは
その最前線にいます。インフラストラクチャ チームは通常、1 段
下がって隔たれていますが、それは変わりつつあります」

インフラストラクチャ チームは、最前線のアプリケーションをサ
ポートするために、アプリケーション環境、ミドルウェア、および

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）
は、ハードウェア パフォーマンスの拡張性とともにソフトウェア
の柔軟性を提供することを約束する高度に自動化されたポリシ
ー主導型のアーキテクチャで、まだ初期段階です。ただし、ACI は
シスコの IT 部門ですでに使用されており、業界のエキスパート
によれば、短期間で効果が得られることが期待できます。

IDC のデータセンター ネットワーキング リサーチ部門ディレク
ター、ブラッド・ケースモア氏は次のように述べています。「ACI 
は、いくつかの実際の問題と機会に取り組むために誕生してき
ました。それは、プロビジョニング、アプリケーションとインフラス
トラクチャのリソースの配置、ネットワーク管理、およびワークロ
ードの可視性に関連する従来の多くの問題を修正します」

IDC は、現在 ACI が採用されている最初のデータセンターでシ
スコが実現すると予測されるネットワーク関連のメリットを定量
化しました。その結果、初期資本コストが 25 % 節約され、テクノ
ロジーのプロビジョニングとネットワーク運用において IT スタ
ッフの時間が平均 44 % 節減されると予測されました。1

シスコが後援している IDC Business Value Brief の抜粋：IDC 
は、シスコが ACI を活用し、同社の IT 運用の効率を高め、データ
センター関連のインフラストラクチャ コストを削減し、収益に影

ACI の評価
エクスペリエンス

詳細はこちら 
シスコ アプリケーション セントリック インフラ
ストラクチャ（ACI）の詳細については、
http://www.cisco.com/go/aci  
を参照してください。

http://www.cisco.com/go/aci


シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ
（ACI）は、新しいテクノロジーのセットに留まらず、企業のイン
フラストラクチャを構築および管理する方法における哲学的
な変化を表しています。通常、ACI では、長年にわたる IT 運用
とプロセスを再構築する必要があります。

シスコ サービスのサービス デリバリ エグゼクティブ、ジム・
スカデュトは次のように述べています。「多くの人々から、ACI 
にどのように着手すれば良いのかと質問を受けます。答え
は、Domain Ten です」

Cisco Domain Ten® は、IT を変革しシンプル化する包括的な
フレームワークです。ビジネスの最重要事項をサポートする
ために IT システムと運用を効率化する際に考慮する必要の
ある非常に重要な 10 の分野、つまりドメインに重点を置い
ています。

1. インフラストラクチャと環境

2. 抽象化と仮想化

3. 自動化とオーケストレーション

4. カスタマー インターフェイス

5. サービス カタログ

6. 財務

7. プラットフォーム

8. アプリケーション

9. セキュリティとコンプライアンス

10. 組織、ガバナンス、プロセス

「Domain Ten は、ACI の準備段階で、統合、仮想化、クラウド
のロードマップを作成するために、現状と目標とのギャップを
特定するうえで役立ちます。システムに加え、人とプロセスにも
重点を置き、日々の管理タスクと新しいサービスおよび機能の
提供を容易にします」と、スカデュトは続けます。

シスコ サービスは、企業の IT の成熟度を評価し、変革のため
のロードマップを策定し、統合を支援できます。すべてのドメ
インを一括で対象にすることもできれば、各ドメインを個別に
対象にすることもできます。

「ACI は長い旅です。その旅は、Domain Ten から始まります。
シスコ サービスは、シスコ IT 部門とその他の部門を対象にこ
れを実行してきました。それに基づき、アドバイスとベスト プ
ラクティスを提供できます。また、シスコ IT 部門のエンジニア
が Domain Ten と ACI でのエクスペリエンスを伝達できるよ
うに、彼らと議論する場を設けることさえできます」

ACI へのロードマップ

詳細はこちら
シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ

（ACI）の詳細については、http://www.cisco.com/go/aci 
を参照してください。

コンピューティング、ネットワーク、ストレージのリソースを含め、
スタック全体を提供する責任を担っています。しかし、今では、そ
れに数日または数週間かけることはできないと、マンビルは言
います。手動での介在を減らし、迅速かつシンプルに、安全に実
行する必要があります。

「それを言うのは決まり悪いが、過去には、ネットワークはとき
どき邪魔なものでした。手動のプロビジョニングとポリシー管
理は時間がかかり、それを迅速化する唯一の方法が自動化する
ことです。私達にとって ACI が大きな前進であるのは、そのた
めです。ACI によってインフラストラクチャでも、アプリケーショ
ン チームが必要としているレベルの柔軟性を実現できます」（
マンビル）

また、ACI は、シスコのアプリケーション チームとインフラス
トラクチャ チームの連携の仕方を、ハンドオフおよび待機パ
ターンから、より同期された歩調の合ったパターンへと変え
つつあります。今では、シスコの IT チームは、必要に応じて柔
軟にアップまたはダウンできる動的なインフラストラクチャ
に支えられ、継続したより反復的なアプリケーション開発を遂
行できます。

「ACI を単なる新しいデータ センター ネットワークだとは考え
ていません。それは、アプリケーション チームにとってのインフ
ラストラクチャ チームの価値を高め、相互の関連性を深める変
革的運用モデルだとみなしています」（ケースモア氏）

氏は次のように付け加えています。「IT グループは、サイロの中
で特定の装置や機能に専念するのではなく、ビジネスのニーズ
を解決するために連携する必要があります。ACI が多くの複雑さ
と障壁を排除します。それによって、ネットワークでのアプリケー
ションのサポートがより容易になり、IT グループはビジネスの優
先事項に取り組むためにより円滑に連携できます」

段階的な展開
ACI への移行は、特定のアプリケーションまたはワークロード
に重点を置いて、段階的な方法で実行できます。さらに、オープ
ンな標準に基づいて構築され、オープン API を備えているた
め、物理および仮想の両方のさまざまな環境と統合できます。

ケースモア氏は次のように述べています。「シスコは、以前の
インフラストラクチャへの投資を考慮することに懸命に取り組
んでいます。企業には、Cisco Nexus® 9000 シリーズ スイッチ
が必要ですが、その他の既存のシステムも活用できます。ACI 
は OpenStack などのオープン ソース プロジェクトと連結で
きます。さらに、UCS（Intel® Xeon® プロセッサ ベースの Cisco® 
Unified Computing System™）と同じポリシー モデルを使用し
ているため、ネットワークをサーバおよびアプリケーションのニ
ーズに適応させることができます」

シスコの IT 部門は、1 ヵ所のデータセンターから着手し、今後 2 
年間で社内のその他のデータ センターに ACI を導入する予定
です。

ケースモア氏は次の点を強調しています。「ACI は検討すべきも
のの 1 つです。特に、ネットワークの更新時、会社がかなり仮想
化されている場合、またはクラウドへ移行する際に、検討する必
要があります。ACI によって、ネットワークでクラウドと仮想化を
より簡単に活用できます」

1 IDC Business Value Brief：Cisco ACI、シスコ提供、2014 年 5 月 [英語]
2 IDC Business Value Brief：Cisco ACI、シスコ提供、2014 年 5 月 [英語]
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アプリケーション セントリック インフラストラクチャが、NetApp 
の新しいグローバルな研究および開発ラボの生産性を大幅に
高めます。
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カタログから選択し、その後、クリック操作で、Infrastructure-as-a-
Service を数分または数時間で導入できる点だと、彼は言います。

NetApp エンジニアリング サービス チーム（ソリューションを初
めて採用した組織の 1 つ）は、ACI によって可能となったハード
ウェア アップグレードのおかげで、スループットの密度とポート
あたりのコストの改善を実感するでしょう。その結果：インフラス
トラクチャの生産性が向上します。

2014 年の春に導入が開始され、アーキテクチャでは、エンジニ
アリング チーム用に機能レイヤが追加されています。ACI が対
処する主なビジネス目標には、テスト環境における安定性の実
現、その運用の分析の改善、セルフサービスの強化、統合ネット
ワーク管理が含まれます。

NetApp ラボは、常に全体的にルーティング可能なエンティティ
としてセットアップされてきたと、ローリス氏は説明します。

「ACI のポリシー管理とサービスのアクセス許可によって、ネッ
トワークで起こっていることに対する可視性とインテリジェンス
を統合します。アプリケーションまたはテナントの問題が生じた
場合、ファブリック内のテナントごとの正確なトラフィック情報を
把握する必要があります」

また、ローリス氏は、データセンター内で実行されているサービ
スの可視性とテレメトリも改善されると予測しています。

コンピュータ ストレージおよびデータ管理ベンダーの NetApp 
は、ノースカロライナ州のリサーチ トライアングル パークに、2 
番目の Global Dynamic Lab（GDL 2.0）として 155,000 平方フィ
ート（約 14,400 平方メートル）の研究および開発施設を建設し
ました。同社は、データセンター運用をシンプル化するソリュー
ションを探していました。それがまさしく、シスコのアプリケーシ
ョン セントリック インフラストラクチャ（ACI）でした。

NetApp のエンジニアリング サービス部門シニア ディレクター、
アル・ローリス氏は、さまざまなソリューションを評価したが、会
社の戦略は、Application Policy Infrastructure Controller も備
えた ACI ソリューションの主要なコンポーネントであるシスコ
の次世代 Cisco Nexus® 9300 および 9500 スイッチをベースに
構築することだった、と振り返ります。

GDL 2.0 は、約 2,300 台の装置ラックを機能させる 2,500 万ワ
ットの施設で、Intel® Xeon® プロセッサベースの Cisco® Unified 
Computing System™ によって駆動されているため、この規模の
施設に適したソリューションを得ることが必須条件でした。

ACI はチームのニーズに適していると、ローリス氏は言います。「
当社のエンジニアリング サービス組織は、世界中の NetApp のエ
ンジニアリング チームのサービス プロバイダーとしての役割を
担っており、OpenStack とともに ACI を使用して、インフラストラク
チャに応じたプロファイルベースの自動化を実装することを目的
としていました」そのメリットは、チームがリソースとサービスを

エクスペリエンス

 データセンターの
シンプル化



ACI のアプローチは、データセンターの俊敏性、セキュリティ、応
答性を高めるための NetApp の構想に合致しています。「NetApp 
のストレージ オペレーティング システム、Clustered Data ONTAP 
の基本理念の 1 つは、データが単一のストレージ コントローラに
縛られることなく、データ アクセスを中断せずに自由に動き回れ
ることです。このアプローチは、ACI によって提供されているアプ
リケーション インフラストラクチャ スタック全体の俊敏性の推進
とかなり一貫しています」と、ローリス氏は説明します。

厳格化された施設の運営
ACI によって、ローリス氏のチームはかなりの時間を節減できる
はずです。たとえば、アーキテクチャは、ユーザ セルフサービス 
ツールを追加することで、サービス チームをこれまでの負荷か
ら開放するという NetApp の最近のイニシアティブを促進しま
す。「わかりやすいインターフェイスとそのポリシーベースのオ
ーケストレーションを備えた ACI によって、より多くのセルフサ
ービス機能の開発が可能になります」

すべてがより迅速に導入され、「中央のサービス チームは、世界中
の数千の開発および品質保証エンジニアのクリティカル パスから
開放されます。速度と生産性の大幅な向上が期待されます。ACI の
ポリシーとアクセス コントロール リスト（ACL）は、私達が厳格化さ
れた施設を運営できる環境を作り上げます」

（ローリス氏は、アプリケーション ポリシーベースの中央サービス
によって、すべてをアプリケーションの観点から論理的に観察でき
るため、彼のチームが実行するトリアージと調査の結果をより容易
に把握できるようになる一方、変更管理プロセスが劇的に高速化す
ると期待しています。

インフラストラクチャではなく、アプリケーションの管理
「インフラストラクチャのレベルをアプリケーションのレベルまで
高めることで、ACI はコンバージド ネットワークを実現する理想的
な推進力となっています」と、ローリス氏は述べています。彼は、アプ
リケーション用の環境を提供する手段としてデータセンターを管理
する方が、ネットワーク、ストレージ、仮想化、コンピューティングの
リソースを個別に管理するより、理に適っていると確信しています。

「人と組織は、多くの専門分野にわたるエンジニアと管理者の統合
されたチームを通じて、アプリケーションを管理する概念を受け入
れる必要があります」とアドバイスし、「これは、ストレージ、仮想化、
コンピューティング、ネットワーク、ネットワーク サービスなどのさま
ざまなインフラストラクチャ タイプに合わせたサイロによって編成
されている多くの組織にとって課題となります」と加えています。

ローリス氏は、すでに彼のチームを統合し、ACI の潜在顧客に後に
続くことを検討するようにアドバイスしています。それらのサイロ
が壊滅するまで、「組織は、ACI が可能にしているような拡張はでき
ないだろう」と、ローリス氏は言います。

スケール モデル 

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラ
クチャ（ACI）の詳細については、 
http://www.cisco.com/go/aci を参照してください。

Cisco Powered™ クラウド/マネージド サービス プロバイダー
である Sungard® Availability Services™（以降、Sungard AS）に
よって実施されているアプリケーション セントリック インフラス
トラクチャ（ACI）導入の独自の側面の 1 つに、ビジネス モデル
がアプリケーションのプロビジョニングにかなり依存している
点があります。

顧客に Infrastructure-as-a-Service を提供している同社のクラウ
ド エンジニアリング チームは、現在、プラットフォームを刷新中
です。その理由は、Sungard AS のクラウドエンジニアリング部門
シニア ディレクター、ニク・ワイデンバッハ（Nik Weidenbacher）
氏の関心を引いた ACI のスケール機能でした。

「スパイン型アーキテクチャで 40 ギガの急増を維持すること
は、私達にとって困難です。販売チームが新規顧客を獲得してき
ても、それらのワークロードがどのぐらいになるか事前にはわか
りません。そのため、顧客のワークロードの増大と新規顧客の獲
得に応じて規模を調整し拡張する機能は、大きな利点となりま
す」と、彼は述べています。

「ACI はマルチテナント環境での並列性をサポートしているた
め、当社の顧客はアプリケーションをいつでも導入でき、ACI が
それらを同時に処理します。他のアーキテクチャでは、そのよう
なものを見たことがありません」ワイデンバッハ氏は加えます。

ACI によって促進される俊敏性と速度も大きなセールス ポイント
だと、Sungard AS の Infrastructure-as-a-Service 管理部門副社長、
サイモン・ウィザーズ氏は述べています。「ネットワーク サービス、
モニタリング、管理、およびオーケストレーションのための迅速な
システム統合とカスタマイズの容易化をより的確に実現できます」

Sungard AS は、改善されたセルフサービス機能の容易化を促
進するため、自動化機能を備えたより俊敏性に優れたソリューシ
ョンを探していたと、ワイデンバッハ氏は言います。

「当社のプラットフォームにはセルフサービス プロビジョニン
グ機能があるため、Web ポータルを使用している顧客は、いつ
でも、その場で環境を作成できます。そのため、私達はシームレ
スにサポートできなければなりません」

オープン性の採用 
ワイデンバッハ氏はアーキテクチャのオープン性を称賛
しています。それは、同社のオーケストレーション システム

（CloudStack）にシームレスに統合し、Cisco Application Policy 
Infrastructure Controller とネットワーク インフラストラクチャ
の間で自動化機能を提供しています。

ウィザーズ氏によると、ACI は CloudStack にとどまら
ず、OpenStack などの他のオープンなオーケストレーション シ
ステムとも統合されます。「これにより、当社の顧客は、柔軟に選
択し、機能させることができます。

それは、総合的なアーキテクチャ機能を開発するための強固な
基盤となります」

「インフラストラクチャのレベルをアプリケーシ
ョンのレベルまで高めることで、ACI はコンバー
ジド ネットワークを実現する理想的な推進力と
なっています」
- NetApp のエンジニアリング サービス部門シニア ディレクター、アル・ローリス氏

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ
（ACI）の詳細については、http://www.cisco.com/go/aci  

を参照してください。
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Symantec は、自動化を通じて、マルチベンダー ネットワークの複雑さ
除去し、セキュリティを強化しています。

エクスペリエンス

サンチェス氏によれば、Symantec では ACI 自動化機能のおか
げで、移行プロセスが約 1 年間短縮されます。ネットワークは、
サポートされていない耐用年数末期の製品が含まれているだ
けでなく、それぞれ異なるベンダーの装置が配備された本質的
に 2 つのネットワークであるため構成するのが厄介でした。移
行プロセスの短縮は、この維持するのが大変なネットワークを
シンプル化するという同社の切望を叶えます。

旧ネットワークは非常に複雑であったため、Symantec は、それ
を維持するためのサポートをアウトソースしていました。しかし、

「ACI での斬新でクリーンなネットワークの構築」によって、サポ
ートの提供方法がシンプル化されるため、同社はその機能を社
内で維持できます。

その結果、それらをサポートするためにアウトソースしていた約 
1,200 人は、社内の約 500 人または 600 人で済むようになりま
す。「現在 IT をサポートしているのと同等以上のサービスを半分
以下のスタッフで提供していきます。それは、ほとんど ACI によ
って実現されます」と、サンチェス氏は説明します。

現在、サンチェス氏のチームは、新しいサービスを導入する場合
やアプリケーションの容量を拡張する場合に、手動でのファイア
ウォールへのアクセスとルール変更に依存しています。その場合、
人的エラーによって、たとえば、不要となったポートが開いたまま
になっているために、後からセキュリティ問題が生じる可能性が
あります。ACI の自動化機能は、導入を高速化し、その種の誤りに
よって引き起こされる潜在するセキュリティ問題を除去します。

「自動化は、私達が実行するすべてのことにとって重要です」と
彼は言います。

アーキテクチャは、Symantec に「非常に高度な」拡張性ももたらす
と、サンチェス氏は語り、それによって、彼のチームは、彼らが担当す
る、増え続けていくアプリケーションとサービスをサポートできます。

「ACI は、10 年以上目にしてきたネットワーキングの初めての
根本的な変更であるため、本当に興奮しています」

Symantec IT データセンター サービスのディレクター、ジョン・
サンチェス氏は、ハイテク業界では、ビッグになるか、そうでなけ
れば、田舎に帰る必要があると理解しています。「競争上の優位
性としてそれを使用しないとしても、何かが展開されていくかど
うかを見極めるために 5 年も 6 年も何もしないでふんぞり返っ
ているような贅沢なことはやってられません」

カリフォルニア州マウンテン ビューを拠点とする情報保護ソフ
トウェア ベンダーの Symantec Corp. は、そのことを考慮して、2 
世代先のネットワーク テクノロジーを先取りすることで、Granite 
Labs データセンターのマルチベンダー ネットワークを置き換え
ることを選択しました。サンチェス氏は、現在のサポートが終了
したアーキテクチャから、一元化された自動化とポリシー主導
型のプロファイルを備えた、シスコの統合アーキテクチャである
アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）へ一
足飛びで切り替えると述べています。

Symantec の IT インフラストラクチャの「最も重要な部分」
である Granite Lab は、FlexPod に基づいて構築されてお
り、このソリューションには Intel® Xeon® プロセッサベースの 
Cisco® Unified Computing System™、Cisco Nexus® シリー
ズ スイッチ、および NetApp Clustered Data ONTAP ストレ
ージが含まれています。Granite Lab は、世界最大のソフトウ
ェア定義型データ センターの 1 つとみなされており、常時、
約 16,000 がオンラインとなる 50,000 を超える仮想マシンを
ホストしています。エンジニアリング、トレーニング、プリセー
ルス サポートを提供するこの環境が、完全な ACI フレームワ
ークへ移行する最初のサービスとなると、サンチェス氏は語
っています。

よりシンプルな移行
「アーキテクチャが移行プロセスをシンプル化します。既存のネ
ットワーク手法とコンポーネントを複製し、その後、それらを、ギ
ャップを埋める互換性のあるテクノロジーとともに ACI へ移行
します。そのため、たとえば、VLAN の代わりに、EPG（エンドポイ
ント グループ）を設けます」

最先端に乗り出す

上：Symantec IT データセンター サービスのディレクター、ジョン・サンチェス氏
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をジェネラリストにするという問題ではなく、彼らを異なるタイプ
のスペシャリストにするということです」

隠し味
簡単に表現すれば、抽象化は、一般概念とコマンドをハードウェア
およびソフトウェアの特定の部分に変換するために役立ちます。異
なる IT 要素を一様に表示および処理できるため、システム固有の
スペシャライゼーションと管理の必要性が削減されます。

しかし、それはどのように実現されるのでしょうか。カニース氏によ
れば、自動化が鍵となります。

カニース氏は次のように述べています。「人は、ある程度の複雑さに
しか対応できません。自動化によって、複雑さの大半は処理される
ため、IT グループはより多くのことを実行できます。さらに、抽象化
によって、自動化を広範囲に適用できます。どちらか一方だけを実
装することもできますが、2 つの組み合わせが決めてとなります」。
彼は、これらの概念を具現化できる別の組み合わせとして、Puppet 
Labs の Puppet Enterprise ソフトウェアとシスコ アプリケーション 
セントリック インフラストラクチャ（ACI）を挙げています。

「当社はソフトウェア運用に重点を置いています。シスコの ACI が
それらの機能をネットワーク ハードウェア レイヤにまで拡張しま
す。当社のソリューションは、直接統合され、共有の言語と共通のツ
ールが使用されます」

抽象化と自動化の組み合わせと同様に、Puppet Enterprise とシス
コの ACI も組み合わせることでさらに効果を発揮します。

  

抽象化と自動化
ルーク・カニース氏は、抽象化について話すことが好きです。IT 自
動化ソフトウェアの優勢な提供会社である Puppet Labs の創設者
兼 CEO は、従来の柔軟性に欠けた一連のコンピューティングは目
に見えて衰退していくと確信しています。システムの慎重に構成さ
れたドメインと専門知識がぶつかり合っています。

「かつては、サーバがすべての中心でした。それらは大半のものを
変え、最も注目を集め、高度に仮想化されましたが、他のインフラ
ストラクチャ システムはほとんど静的なままでした」

このサーバ セントリック モデルは、もはや存続不可能だと、彼は主
張します。今日の変化が激しく高度に接続された世界では、ネット
ワーク、ストレージ システム、ファイアウォール、およびロード バラ
ンサのすべてが重要です。さらに、それらは最新のサーバと同様に
動的である必要があります。

「アプリケーションはますます複雑化し分散されています。1 つのノー
ドだけを考慮しているわけにはいきません。必要なものは、データセ
ンターのインフラストラクチャ全体の単一の抽象化されたビューです」

これは、テクノロジーの問題だけでなく、文化面の問題です。IT グ
ループは、担当分野の専門知識と運用のみを重視した垂直型のサ
イロから、全体的な可視性を提供し、すべてのユーザにアクセスす
る「水平な抽象化」に移行する必要があります。アプリケーション ス
ペシャリストには、ネットワークを変える能力が必要です。さらに、
システム スペシャリストにはストレージを変える能力が必要です。

「制御手段を捨てると恐ろしいことになりかねませんが、それは必
要なことです。固有のシステム、ネットワーク、ストレージ、およびセ
キュリティ エキスパートの代わりに、ビジネスには、インフラストラ
クチャのあらゆる部分と連携する方法を把握しているアプリケーシ
ョン エキスパートがますます必要となっています。スペシャリスト

ZK Research の設立者兼主席アナリスト、ゼウス・ケラバラ氏によ
れば、IT 運用は常に比較的非効率です。ソフトウェア開発とインフ
ラストラクチャ プロビジョニングにおける反復的でサイロ化され
たアプローチでは、1 番目のチームが担当のタスクを終了するま
で、2 番目のチームが作業を開始できないため、人手による作業に
過剰な遅延が生じます。数日で完了予定のプロジェクトが数ヵ月か
かることもよくあります。

ケラバラ氏は、次のように述べています。「左手が何をしているか
右手がわかっていなければ、遅延、エラー、失敗は避けられません。
当社の調査では、ソフトウェア関連の IT プロジェクトの 90 % が遅
れるか、予算を超えるか、または完全に取り消されています。今こ
そ、異なる方法で考え行動する必要があります」

急進する DevOps（開発と運用）の動向は、IT グループがどのように
異なる方法で行動し始めるかを示す良い例です。DevOps では、ソ
フトウェア開発とインフラストラクチャの運用を同期した方式で連
携させ、従来の IT サイロを壊滅し、革新を効率的に推進します。事
実、ケラバラ氏の調査では、ソフトウェア開発のアクティビティが 40 
～ 50 % 以上高速化する可能性があることが明らかになっています。

「各 CEO の主要目的の 1 つは、より俊敏性に優れた競争力の高
いビジネスです。しかし、俊敏性に優れた IT がなければ、俊敏性に
優れたビジネスは実現できません」

最新の自動化およびオーケストレーション テクノロジーであれ
ば、DevOps を推進し、より調整された効率の良い開発プロセスを
助長できます。たとえば、新しいシスコ アプリケーション セントリッ
ク インフラストラクチャ（ACI）は、DevOps の動向と直接的に同調
しています。

「ACI は、従来の IT 運用をボトムアップ アプローチからトップダウ
ン アプローチへ、ボックス中心のモデルからアプリケーション中心
のモデルへと反転させます。それは、非常に積極的な開発手法であ
り、DevOps を実現するための主要なコンポーネントです」

DevOps の促進

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ
（ACI）の詳細については、http://www.cisco.com/go/aci 

を参照してください。
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