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ホワイト ペーパー 

動作ベースのアプリケーション インサイト： 
データセンターの状況把握に役立つソリューション 
概要 
このドキュメントでは、次の内容について説明します。 

● データセンター テクノロジーの進化によって、アプリケーション依存関係マッピングに対するアプローチがどのように

変化したか 

● 動的なデータセンター環境ではアプリケーションとその依存関係を把握しにくい理由 

● アプリケーション インサイトを獲得するためにお客様が試みてきたさまざまなアプローチ 

● Cisco Tetration Analytics™ プラットフォームはどのようにしてアプリケーション インサイトに関する課題を解決するか 

● Cisco Tetration Analytics におけるアプリケーション インサイトの仕組み 

● アプリケーション インサイトによって実現できること 

現在のデータセンター環境 
現代のデータセンターは、短期間のうちに、今日のような複雑な環境に発展してきました。そこでは、超高速、高密度なス

イッチングによって大量のトラフィックがプッシュされ、マルチレイヤの仮想化とオーバーレイが導入されています。その結果、

ネットワークは高度に抽象化され、セキュリティの確保や監視、トラブルシューティングが困難になっています。 

データセンターは通常、1 日に数百万件のフローを処理しますが、その数は億単位に迫りつつあります。平均では、1 秒間

にラックあたり 10,000 件のアクティブ フローが存在します（Benson, Akella, & Maltz, 2010）。同時に、ネットワーク チーム

には、運用効率の向上と、拡大を続けるネットワーク攻撃への対応が求められています。 

こうした急激な変化によって、組織が提供できるアプリケーションやソリューションの規模や複雑さが増す一方、ネットワーク 
チームにとってはこの変化への対応がさらなる負担となっています。 

展開されるワークロードのタイプも、本来的に変化していくものです。マイクロサービスの普及により、ネットワーク上で従来

のサービスとはまったく異なる動作をするコンテナ型アプリケーションが開発されるようになりました。多くの場合、そのライ

フサイクルはミリ秒単位で測定されるものであり、分析データの取得を困難にしています。また、必要に応じてハイパーバイ

ザとの間で移動ができるハイブリッド クラウドと仮想化ワークロードでも、同様の影響が見られます。さらに、非常に大規模

なデータセンターでは、高い処理能力を実現できる TCP という難しい課題も抱えています。たとえば、長時間の同一 TCP 
セッション内に存在する複数の固有の通信を処理するニーズに対応しなければなりません（Qiu, Zhang, & Keshav, 2001）。 

効率的に、かつ自信を持って変化に対応できるようにするためには、ネットワーク上で依存関係にあるアプリケーションを十

分に理解する必要があります（Xu, Zhang, Mao, & Bahl, 2008）。データセンターでは、どの時点でも動作している多種多

様なアプリケーションを手作業で調べ、分類することはほぼ不可能です。コストがかかる上に、ほとんどの場合、複数のグ

ループのメンバーの協力が必要となる厄介な作業となるためです。 

たとえ組織がアプリケーション依存関係マッピング（ADM）を手作業で行うにしても、それは 1 回限りで終わるものではあり

ません。マッピングは、随時更新されるドキュメントとして維持する必要があります。そうしなければ、その情報源は次第に、

真実を示す資料（実際のアプリケーション トラフィック）とはかけ離れたものになってしまいます。こうした状態では、データセ

ンターのチームは誤った情報に基づいてネットワークの変化を管理することになり、新たな課題が生まれかねません。 
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アプリケーション依存関係マッピングの難しさ 
アプリケーションのマッピングは従来、ビジネスの面でも技術的な面でも難しい作業とされてきました。 

一般に、この世界で何かをマッピングすることは、厄介で、多くの時間と労力を要するものです。たとえば、海は地球の表面

の約 70 % を占めていますが、詳細にマッピングできているのはそのわずか 5 % しかありません（Schmidt Ocean Institute, 
2013）。 

データセンターのアプリケーションの状況は、一種の海として概念化できます。動作しているように見えるものを表面的に理

解することはできます。しかし、表面にあるすべてのコンポーネントをつないでいる、相互に関係し合うフローで構成される

世界全体が、表面下に隠れているのです。こうした奥深くにあるフローを真に理解することこそ、ADM が難しいとされる要

因です。これらのフローを検出し、分析し、マッピングすることは容易ではないためです。 

現在、通常は以下の 3 種類のアプローチが使われています。 

● 人手によるアプローチ：このアプローチでは、ネットワーク インフラストラクチャ上にアプリケーションが展開されてい

る全グループを対象に、ネットワーク チームのメンバーが手作業でアプリケーションの情報を収集します。 

● シンプルな自動化アプローチ：このアプローチでは、シンプルな自動化ツールを実行して ADM 情報の収集を試み

ます。 

● 外部委託によるアプローチ：外部機関が人手によるアプローチと独自のアプローチを組み合わせて情報を収集し、

その情報を評価してレポートにまとめます。 

人手によるアプローチは、ほとんどの組織ではコストも労力もかかり、技術的な点でも柔軟性に欠けます。そのため人手に

よる ADM が適しているのは、きわめて小規模な場合に限られます。さらにネットワーク チームは、必要なデータの収集を

担当するアプリケーション チームと強固な関係を築くことも必要です。このプロセスでは人的ミスが起きやすく、データセン

ター アプリケーションを正確にマッピングできる可能性は低いと言えます。収集されたデータは通常、一定のレポートにまと

められますが、公開されるや否やその内容は現実とはかけ離れてしまいます。 

シンプルな自動化アプローチは、企業にとっては魅力的に映るかもしれません。アプリケーション マッピング ソフトウェアを

購入するために必要な資本コストはごくわずかで済み、ADM ツールを実行する運用チームも少人数で対応できるように見

えるためです。しかし、ADM を実装する現行のシンプルなソフトウェアは、アプリケーションの状況を正しくマッピングできな

いことで有名です。 

ただし、悪いのはほとんどの場合 ADM ソフトウェアではありません。ソフトウェアが収集するソース データに問題があるの

です。入力データが不十分または不完全な状態では、マッピング アルゴリズムがいかに革新的であっても、ADM ツールで

正確な観測を行うことはできません。つまり、このマッピング プロセスを完了するためには、自動化ツールによって提示され

た低品質の情報を、人間が入力して補わなければなりません。したがって、このアプローチを採用した場合、長期的なコスト

が増加することになります。従来の ADM ソフトウェアは通常、このような人間の指示から学習することがないため、スタッフ

が何度もツールを補佐する必要が生じるのです。 

以前から、大規模データセンターで高品質のソース入力データを収集することは、巨大なリソース プールと設備を備えたごく

一部の組織しか実現できない作業となっています。 

外部委託によるアプローチには他のどちらのアプローチの問題もあり、さらにはコストと複雑さも増します。また、他の 2 つ
の方法と比べてマッピングの実用性や分析力に勝るというわけでもありません。 
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Cisco Tetration Analytics プラットフォーム：アプリケーション インサイトを利用して依存関係を正確
にマッピング 
ADM を成功させるのは困難です。大規模な組織では人の手で行うことは現実的ではなく、現行の自動化ツールを使っても、

低品質の入力データと不適切な分類（グループ化）アルゴリズムが原因で不完全な結果しか得られません。 

Cisco Tetration Analytics のアプリケーション インサイトは、こうしたあらゆる課題を解決することを目的とした教師なし機

械学習および動作分析を取り入れています。 

正確な ADM を実行するためには、適切な観測を行えるようにきわめて広範囲にわたる高品質の入力データが不可欠

です。これを実現するため、Cisco Tetration Analytics アーキテクチャは高品質データを収集できるように一から設計さ

れています。Cisco® Tetration Analytics プラットフォームは、フロー キャプチャ機能が組み込まれた特定用途向け集

積回路（ASIC）を搭載したシスコの次世代型スイッチ、設置面積の小さい OS レベルのエージェント、および何十億もの

記録済みフローに拡張可能なビッグデータ テクノロジーが組み込まれた次世代型の分析クラスタで構成されています

（図 1）。 

図 1.   Cisco Tetration Analytics アーキテクチャ 

 

引き続き海のたとえを使うと、この Cisco Tetration Analytics アーキテクチャでは「海を分析」できます。 

データは 100 ミリ秒ごとに Cisco Tetration Analytics クラスタにエクスポートされるため、より詳細なデータが得られること

になります。Cisco Tetration Analytics では、いわゆる「マウス フロー」が欠落する可能性が大幅に低くなります。一方、

NetFlow コレクタではエクスポートが 60 秒ごとに設定されているため、マウス フローの欠落が頻繁に発生します。フロー 
テーブルが頻繁にフラッシュされるので、Cisco Tetration Analytics センサーに大きな負荷がかかる可能性が低くなるため、

使用可能なメモリ不足によりフロー レコードを破棄する必要が少なくなります。これはアーキテクチャ モデルにおける大き

な変化です。フロー状態をトラッキングする役割がセンサーからコレクタに移され、ハードウェア エンジニアはより効率的で

小型の、コスト効率の高い ASIC を設計できるようになります（Cisco Tetration Analytics センサー アーキテクチャの詳細

については、このドキュメントの「関連情報」のセクションを参照してください）。 

Cisco Tetration Analytics は、大量のデータを一度に分析できるだけでなく、詳細な履歴レコードを保管できます。データを

アーカイブする必要はなく、データの精度が失われることもありません。この機能により、システムはある期間の複数のス

ナップショットを解釈して、アプリケーションのトレンドを示すことができます。たとえば、多くの企業では季節性のあるアプリ

ケーションを使用しています。つまり、極度の負荷がかかる時期や会計年度の四半期末になると、容量や依存関係が動的

に増加します。こうした動きを理解することは重要です。アプリケーションには、変化の少ない期間には目に見えない隠れた

依存関係がある場合があるためです。この知見がない従来の ADM ツールが推奨するポリシーでは、アプリケーションのラ

イフサイクル全体にわたる完全な要件を正しくマッピングできない可能性があります。 
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Cisco Tetration Analytics プラットフォーム内では、分析クラスタによって取り込まれた高品質で多様な入力データを、アプ

リケーション インサイト アルゴリズムによって分析することができます。従来の ADM ツールはこのようなデータにアクセス

できないため、トップダウン方式を使用します。一方、Cisco Tetration Analytics では、実際のアプリケーション トラフィック

を基に推奨ポリシーを作成するボトムアップ方式を採用しています。Cisco Tetration Analytics アーキテクチャによりこのよ

うな最新の高品質データが提供されるため、プラットフォームはこの機能を活用する独自のマッピング アルゴリズムを使っ

て、はるかに正確で完成度の高いアプリケーション依存関係マッピングと推奨ポリシーを生成することができます。 

マッピング アルゴリズムでは、マッピング対象のすべてのエンドポイントについて固有のプロファイルを計算します。このプ

ロファイルのベースとなるのは大量のデータ ポイントです（エンドポイント オペレーティング システム内の発生元のプロセス

にマッピングされる詳細なネットワーク フロー情報など）。この情報は、ドメイン名、ロードバランサ構成、位置情報などの、

外部データ ソースから取り込まれた情報と結合されます。 

その後、機械学習アルゴリズムが、最適な結果が得られるまで各プロファイルを他のプロファイルと反復的に比較します。 

ADM ツールが作成する推奨ポリシーには、信頼度スコアが合わせて提示されます。信頼度スコアは、アルゴリズムによる

グループ化の正確さに対する信頼度を示す値です。オペレータ（人間）はこのスコアに基づいて、入力を追加するタイミング

に優先順位を付けることができます。つまり、ツールの信頼度が最も低い推奨ポリシーから始めることができます。システム

が学習するにつれて、特定のグループ化に対する信頼度スコアは高くなっていきます。データセンター内の特定のエンドポ

イントをグループ化するパターンをツールが理解し始めるためです。 

アプリケーション インサイト機能が作成する推奨ポリシーは、監視者（人間）が確認できます。ただし、従来の ADM ツール

とは異なり、Cisco Tetration Analytics はオペレータからの指示を理解し、経験から学習していきます。この ADM ツールを

次回実行するときは人間の指示が考慮に入れられるので、オペレータの作業時間を短縮することができます。 

アプリケーション インサイトの利点 
Cisco Tetration Analytics のアプリケーション インサイト機能はデータセンターのアプリケーションの状況を適切にマッピン

グできるため、データセンター内のさまざまな問題への対応にも役立ちます。 

マッピング プロセス中、プラットフォームではアプリケーションのサービスのコンシューマとプロバイダーを収集、追跡します。

サービスのプロバイダーを正しく特定するために使用されるのが、レベル分析です。着信接続の数、および可能であれば 
TCP セッションがどこで開始したかをトラッキングします。この情報を使用して、データセンター全体にホワイトリスト セキュ

リティ ポリシーを適用できます。ホワイトリストは、オーストラリア政府情報セキュリティ部門などの一部の機関では、標的型

サイバー侵入を防御する第一の軽減戦略であると考えられています（Australian Government, 2014）。ただし、ホワイトリ

ストの実装にはコストがかかり、維持するのも困難です。Cisco Tetration Analytics ADM を使用すれば、この作業は非常

に簡単になります。 

ホワイトリストは、次世代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（Cisco ACI™）データセンター ネットワーキン

グ ソリューションの中心的なコンセプトです（このドキュメントの最後にある「関連情報」を参照してください）。ホワイトリストを

実装したデータセンター ネットワークを展開できるようにするためには、移行前にアプリケーション依存関係を完全にマッピ

ングすることが必要です。そうしないと、特定のワークロードに対する正当な通信が遮断される恐れがあります。Cisco 
Tetration Analytics のマッピング結果を使用すれば、移行パスを簡素化できます。実際、プラットフォームに付属している

ポリシー遵守ツールでは ADM の結果を使用して、実際のアプリケーション トラフィックに関する仮定のホワイトリスト シナ

リオをシミュレーションします。そして、許可されたトラフィック、誤って欠落したトラフィック、阻止されたトラフィック、または拒

否されたトラフィックについての詳細情報が表示されます（図 2）。 
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図 2.   ADM の結果に基づくポリシー遵守の what-if 分析 

 

データセンターは、絶えず変化しとどまることのない存在です。アプリケーションは頻繁に更新、設定変更、または拡張する

ことが必要となります。アプリケーションの変更前後に参照できる ADM データがあれば、更新が成功したかどうかの確認

や、変更の結果のチェック、ネットワーク レベルでのアプリケーションの安定性の監視などを行うことができます。 

たとえば、アプリケーションのアップデートにより、テスト データベース サーバを指定している環境設定でそのアプリケーショ

ンが誤って起動した場合、数分で重要なアプリケーションに障害が発生する可能性があります。ADM があれば、問題のア

プリケーションが誤ってテスト データベース サーバに接続していることを検出し、スタッフに警告することが可能です。 

ディザスタ リカバリは、ほとんどの実稼働データセンターにとって最小要件です。実際、10 人中 9 人の IT リーダーがディ

ザスタ リカバリ計画を準備しています（Apicella, 2003）。しかし、ネットワーク レベルのディザスタ リカバリ計画はどのよう

に検証すればよいのでしょう。特に、ホワイトリストを適用し、それがディザスタ リカバリ計画の有効性に影響を与えるような

場合にはどうすればよいでしょうか。Cisco Tetration Analytics はルックバック期間が長いため、Cisco Tetration Analytics 
では、テストで検出されたディザスタ リカバリの依存関係を認識したポリシーが推奨されます。 

アプリケーション依存関係マッピングには、他にも以下のような利点があります。 

● 合併買収（M&A）の促進：M&A プロセスの一環として移行が必要なアプリケーションや、重複しているため段階的

に廃止できるアプリケーション コンポーネントおよびサービスを明確に把握できます。この情報はきわめて重要であ

り、2 つの企業の統合を加速することができます。 

● 他のインフラストラクチャやクラウドへのアプリケーションの移行：必要なコンポーネントはどれか、このアプリケー

ションが依存しているネットワーク サービスはどれか、といったことを正確に把握できるため、自信を持って新しいイ

ンフラストラクチャやパブリック クラウドコンポーネントにアプリケーションを移行できます。 

図 3 は、隣接するエンドポイント クラスタ間で検出されたトラフィック パターンを表しています。弦の厚さは、隣接するクラス

タ間で開放されるポートの量を表しています。 
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図 3.   アプリケーション トラフィックの依存関係の図 

 

Cisco Tetration Analytics によるアプリケーション依存関係マッピング 
Cisco Tetration Analytics の ADM の仕組みを理解するために、ADM のプロセスを順を追って説明します。 

1. Cisco Tetration Analytics が、データセンターから高品質のフロー データを収集します。 
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2. ユーザが、マッピング アルゴリズムによる分析対象となるセンサー データおよび期間を選択します。 

 

3. ユーザが、ADM アルゴリズムの分析に役立つ補足情報（ロードバランサ構成、ドメイン ネーム システム（DNS）レコー

ド、既知のエンドポイント グループ、既知のルート タグなど）を簡単な標準化された形式でアップロードします。 

 

4. マッピング アルゴリズムが、フロー データ、およびエンドポイント グループ（クラスタ）を生成するために以前に学習し

た情報を処理します。 
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5. ユーザは、適切なマッピング結果を得るために必要なヒントやグループの情報を追加します。 

 

6. 1 つまたは複数のアプリケーションが、クラスタリングの結果に基づいて定義されます。マッピング アルゴリズムによる

クラスタリングの信頼度を示す信頼度スコアも表示されます。 

 

7. マッピング結果はさまざまなデータ交換形式にエクスポートできます。たとえば、ネットワーキング プラットフォームでホ

ワイトリストを適用する場合は、JavaScript Object Notation（JSON）を選択します。 

 

8. （オプション）ユーザは、追加のホストや新しいホストを特定するために再度 ADM ツールを実行できます。 

まとめ 
アプリケーション依存関係マッピングを成功させることは容易ではありません。ADM の効果を上げるには、相当量の高品

質なソース データと、大規模なデータ セットを瞬時に理解し処理できるように設計された専用の高性能アルゴリズムが必

要です。 

Cisco Tetration Analytics プラットフォームは、大量の高品質データ セットを専用のアルゴリズムで収集、保存、分析でき

る次世代アーキテクチャを採用することで、ADM の課題を解決します。この新しいアプローチによって、データセンターおよ

びそこで使用されるアプリケーションについて今までにない実用的な知見を得られるようになります。また、アプリケーション

の可視性、モニタリング、トラブルシューティング、およびポリシー遵守などの機能の向上にもつながります。 
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関連情報 
Cisco Tetration Analytics http://www.cisco.com/jp/go/tetration 

入手可能なホワイト ペーパー 
『Cisco Tetration Analytics Policy Compliance: Find the Needle by Removing the Haystack Advantage Series White 
Papers（Cisco Tetration Analytics によるポリシー準拠：「干し草を取り除いて針を見つけ出す」メリット シリーズのホワイト 
ペーパー）』 – Flow Telemetry in Cisco ASICs 
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