
  

 

ソリューションの概要 
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利点 
• 新しい VPN サービスを促進：自動化され
た、セルフサービスのオンデマンド プロビ
ジョニングにより、アクティベーションの時
間を数週間から数分間に短縮できます。 

• ビジネスの俊敏性を向上：VPN サービス
をリアルタイムで作成、再構成、転用でき
ます。 

• ネットワークの運用をシンプル化：エンド
ツーエンド VPN のサービス ライフサイク
ルを自動化することにより、手動での構成
手順を最大 90 % 削減（シスコによる推
定）します。 

• サービスを競合と差別化：先進的なデバイ
ス機能を自動化し、VPN とその他のネット
ワーク サービスを簡単にバンドルできます。 

• 継続的な運用を推進：ネットワークの変更
に対する極めて正確な制御を実現しま
す。また、実稼働中に VPN デバイスおよ
びサービスを再構成できます。 

• デバイス統合の繰り返しによるコストを削
減：Cisco NSO のネットワーク エレメント 
ドライバ（NED）により実現されます。 

• サービスの保証：サービス モデルで重要
業績評価指標（KPI）を定義し、サービス
の一環としてプローブをプロビジョニング
し、保証システムと緊密にやり取りするこ
とでサービスを保証します。 

 

 

Tail-f ベースの Cisco Network Services 
Orchestrator を使用したバーチャル プライベート ネッ
トワーク：高速化、シンプル化、自動化の実現 

ソフトウェアと同等の速度でネットワーク サービス

を提供できるとしたらどうでしょう。差別化されたオ

ンデマンド VPN ソリューションをお客様向けに作

成し、これらのソリューションをごくわずかな時間で

アクティブ化できるようになりました。 

現代のネットワーク通信事業者にとって、成功を左右するのは速度

です。お客様は、新たなビジネス チャンスから収益を上げ、新規市

場に参入し、競合他社より早く変化に対応したいと望んでいます。

バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）サービスは、競争力向

上の鍵となる要素です。ただし、お客様が必要としている俊敏性を

実現するためには、新たなレイヤ 2 およびレイヤ 3 の VPN サービ

スと機能を、素早く、オンデマンドで提供する必要があります。その

ためには、VPN サービス ライフサイクル全体を自動化する必要が

あります。今日の複雑なネットワーク環境において、これは困難な

課題です。しかし、それが変わる時が来ました。 

Tail-f ベースの Cisco® Network Services Orchestrator（NSO）は、

エンドツーエンドの自動化を実現することにより、サービスの設計と

提供を高速化します。NSO は、標準化されたモデルを使用すること

により、ユーザが VPN オファリングを簡単に作成し、変更できるよう

にします。長いカスタム コードを作成する必要はなく、サービスの中

断が発生することもありません。Cisco NSO を使用することにより、

物理環境および仮想環境の両方におけるすべてのマルチベンダー 
デバイスを自動化することができます。さらに VPN サービスをソフト

ウェアと同等の速度で継続的に改善し、再パッケージできます。 
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VPN サービスの速度に対するニーズ 
お客様は、新製品を展開し、新規市場に参入し、かつてないほど急速に変化する需要に対応するために、新しいクラウドお

よび仮想化テクノロジーを求めています。しかし、今日のビジネス環境においては、通信事業者による新しい VPN サービ

スの導入に数週間、または、新機能の導入に数ヵ月もかかるのを待っているわけにはいきません。 

プログラム可能なネットワークやネットワーク機能の仮想化（NFV）などの新しいネットワーク イノベーションを利用すること

で、お客様の増え続ける要求に対応するための俊敏性を実現できます。さらに、新しい DevOps ビジネス モデルを利用す

ることで、製品開発者は運用チームと緊密に連携し、コンセプトから新しいアイディアを獲得して、数週間以内に展開を行う

ことができます。 

こうした新しいテクノロジーと運用モデルを利用するには、環境内のすべてを自動化する必要があります。さらに、ほとんど

の通信事業者のネットワークは、マルチベンダー デバイス、物理および仮想リソースで構成されるハイブリッド環境、および

複雑な手動プロセスという問題を抱えており、VPN サービスの自動化は非常に困難です。 

なぜこのような状況になっているのでしょうか。それは、ほとんどのネットワーク オーケストレーション ソリューションが、以

下に依存しているためです。 

● 大規模でハードコードされた CLI（コマンド ライン インターフェイス）のテンプレートおよびスクリプト：柔軟性に欠け

ているうえ、時間と手動の作業が必要になります。 

● 脆弱なプログラム可能なアダプタ：このアダプタでは、物理および仮想デバイスの先進的な機能の多くを自動化す

ることはできません。すべてのベンダーのデバイスに適用する一部の機能は自動化できますが、その代わりに 
VPN オファリングを差別化する方法が制限されてしまいます。 

● 不正確なネットワーク表示と不完全なトランザクション制御：変更によって構成が不完全になることがあり、注文へ

の対応が行われず、手動による介入が必要となります。 

こうした問題により、通常は、複雑な手動のプロセスが必要となり、サービスの中断や遅延が発生し、お客様の満足度が低

下します。 

お客様を満足させ、ダイナミックなネットワーク サービス市場で競争力を維持するには、自動化を実現するためのより優れ

た方策が必要です。新しい VPN サービスを、オンデマンドで提供できる必要があります。それも、Web ポータル内で数回

クリックするだけの、ほんの数分の作業でできるようにする必要があります。新しい VPN デバイスおよび機能は、実行中の

サービスを中断することなく、素早く、一元化された変更を通じて追加される必要があります。また、オファリングを差別化す

るために、VPN などの機能をその他の付加価値サービス機能と簡単にバンドルできることも必要です。 

Tail-f ベースの Cisco NSO の導入 
当社は Cisco NSO を、業界で最も先進的で、柔軟なクラウド サービス オーケストレーション プラットフォームであると位置

付けています。このソリューションは、Tail-f ベースのクラウド サービス オーケストレーション ソフトウェアにより実現されて

おり、ネットワーク サービスとその基盤となるネットワーク コンポーネント間に、柔軟で効率的な抽象化レイヤを提供しま

す。スピードとネットワークのシンプル化を実現することにより、以下が可能になります。 

● 標準化されたモデルを使用して、VPN サービスの設計および変更を行い、ネットワークを自動的に構成して、サー

ビスのプロビジョニングおよびアクティブ化を大幅に高速化します。 

● 新しい VPN サービスおよびデバイスを、より迅速に、かつより簡単に追加します。時間のかかるカスタム コーディ

ング作業は必要ありません。 

● 提供するすべての VPN サービスを自動化します。自動化は、マルチベンダー ブラウンフィールド環境における物

理および仮想両方のデバイスが対象となるため、DevOps やその他の最新の作業方法をサポートすることができ

ます。 

Cisco NSO は世界中の主要な Tier-1 の通信事業者の間で使用されており、差別化された、競争力のある VPN サービス

を、ソフトウェアと同等の速度で提供するために必要な俊敏性、自動化、信頼性を実現します。 
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俊敏な VPN サービス 
Cisco NSO は、完全に標準化され、明確に定義された YANG モデルを使用して、すべての VPN デバイスおよびサービ

ス用にビジネス ロジックをレンダリングします。ハードコードされた CLI テンプレートおよびスクリプトに依存する、他のオー

ケストレーション ソリューションと比較すると、今まで作成、保守、テスト、統合を行う必要があったコードの 90 % が不要に

なります。その結果、時間と手動による作業が大幅に削減されます。 

当社が特許を持つ FastMap テクノロジーを使用することで、Cisco NSO は VPN サービスまたはデバイス向けのモデルを

数時間で、プラットフォームの稼働中に更新できるようにします。その結果、これまでにない速度と柔軟性が実現します。お

客様の変化するニーズに対応するために、ネットワーク サービスに対して実行中に改善、再パッケージ、再バンドル、再プ

ロビジョニングを継続的に行えます。 

エンドツーエンドの自動化 
Cisco NSO は、環境全体を対象にした単一のネットワーク抽象化レイヤを提供するため、VPN サービスのライフサイクル

全体を簡単に自動化できるようになります。この仕組みは以下のとおりです。 

● オープンで標準化されたノースバウンドおよびサウスバウンドの統合：サウスバウンドでは、Cisco NSO の標準化

された YANG モデルにより、ほぼすべてのレイヤ 2/レイヤ 3 VPN サービスおよびデバイスを自動化することがで

きます。ノースバウンドでは、このソリューションにより、運用サポート システムおよびビジネス サポート システム

（OSS/BSS）用の API が提供されます。加えて、DevOps など新しいビジネス アプローチをサポートするために必

要な、その他の UI または手動の CLI も提供されます。ビジネス システムからマルチベンダー インフラストラクチャ

に至るまで、完全な自動化を実現できます。これらはすべて、ネットワークに対して同じソリューションおよびインター

フェイスを通じて実行されます。 

● リアルタイムのネットワーク インテリジェンス：既存のオーケストレーション ソリューションはオフラインの不正確な情

報に依存していることがあまりにも多いため、VPN サービスに対する変更が原因で、構成が不正確になったり、発

注が中断されたりする可能性が高まっています。Cisco NSO ではネットワークの実際の状態と常に同期され、現状

のネットワーク ビューが提供されます。 

● 業界で最も広範にマルチベンダーをサポート：Cisco NSO は、さまざまなベンダーの物理および仮想デバイスの既

存モデルをサポートしており、サポート対象は常時追加されています。このソリューションは、ベンダーのプロトコル

固有コードと明確に分離された状態を維持し、デバイスの CLI とレガシー プロトコル、および精密な YANG モデル

を利用して、VPN サービスと基盤となるデバイス/ネットワークが確実に分離されるようにします。この広範なマルチ

ベンダー サポートにより、エンドツーエンドの自動化を、ほぼすべての使用例およびデバイスに拡大することができ

ます。 

世界水準の信頼性 
VPN に対するお客様のニーズに対応し続けるには、頻繁に新しいデバイスを追加し、新しい機能を導入するためにデバイ

ス ソフトウェアをアップデートする必要があります。ほとんどの既存のオーケストレーション ソリューションでは、このプロセ

スは手動による大規模な作業を伴い、構成が不正確になったりサービスが中断されたりするリスクが高くなります。たとえ

ば、複雑な、マルチデバイスのサービス用のモデルを更新する際に、誤った構成が 1 つでもあると、環境内の複数のネット

ワーク コンポーネントやサービスを停止させなければならなくなる場合があります。その上、これらの変更を、影響を受ける

すべての接続済みデバイスでロールバックするのは、時間がかかったり、プロジェクトの中断を頻繁に招いたりすることもあ

ります。Cisco NSO は、完全に自動化された、エンドツーエンドのアトミック トランザクション制御を実現します。VPN サー

ビスまたはデバイスに対して変更を行う場合は、すべての変更がネットワーク経由で行われる場合も、変更がネットワーク

を一切経由しない場合も、このシステムはお客様のサービスを稼働し続けるために、直前の安定した状態に戻ります。 

Cisco NSO には、ある状態から別の状態に移行するために必要な、最小の構成変更を算出するための、最小差分エンジン

も含まれています。このインテリジェンスによって、VPN サービスを自動化する際に処理するコードを大幅に減らすと同時

に、環境全体の安定性が大幅に向上されます。 



 

 © 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 4/5  

また、ほとんどのオーケストレーション ソリューションでは、変更を行うためには、各ネットワーク デバイスを手動で再構成

するか、少なくとも継続的に新しい CLI テンプレートを作成して VPN サービスに関連する各種のアクティビティをすべて反

映しなければなりません。どちらのアクティビティにおいても、エラーが発生する可能性が非常に高くなります。一方、Cisco 
NSO では、変更を反映するために更新する必要がある、既存のモデル内のフィールドのみが変更されます。また、これら

の変更は自動的に、かつリアルタイムで実施されるため、サービスの属性を、実行中のサービスに影響を与えることなく、

必要に応じて動的に変更できます。 

これらは実験段階の概念ではありません。Cisco NSO の自動化機能は、全世界における大規模な Tier-1 サービス プロ

バイダーの間で利用され、メリットをもたらしています。 

 

 

 

 

使用例 
マルチベンダー 
VPN の自動化 

● 任意のベンダーの物理/仮想デバイスを使用して、新しいレイヤ 2 およびレイヤ 3 の VPN サービスを市場に迅速
に投入できます。これらのサービスは厳密な SLA の下で提供されます。 

差別化された VPN 
オファリング 

● Cisco NSO の柔軟な YANG モデル化機能を活用して、先進的な VPN 機能をシスコおよびサードパーティのデ
バイスに導入します（競合他社は、おそらく、こうしたデバイスの自動化に困難を抱えています）。 

VPN サービスの
バンドル 

● VPN と他の付加価値サービス（ファイアウォール機能やアプリケーション アクセラレーションなど）をバンドルし、こ
れらをオンデマンドで提供します。 

オンデマンドの 
VPN サービス 

● お客様が Web ポータルで数回クリックするだけで VPN サービスの発注や機能のアップグレードを行い、それら
のサービスや機能を素早くアクティブ化できるようにします。 

シスコが選ばれる理由 
シスコはプログラム可能なネットワークの柔軟性とインテリジェントなソフトウェアを組み合わせることにより、古いビジネス 
モデルから脱却し、新しいビジネス モデルを実現することに尽力しています。シスコの業界最先端のネットワークおよび

データセンター ポートフォリオに Tail-f クラウド サービス オーケストレーションを統合することで、プロバイダーがネットワー

ク サービスの自動化と推進を行い、差し迫ったビジネス課題を解決するのをお手伝いします。 

シスコは、NFV、ソフトウェア定義型ネットワーキング（SDN）、および DevOps のようなイノベーションから収益を得るため

の、強力な機能セットを提供します。また、お客様が、展開済みのマルチベンダー ネットワークやデータセンター インフラス

トラクチャにこれらのイノベーションを導入できるようにします。競争を勝ち抜くために必要な、規模、スピード、そしてアプリ

ケーション中心型のネットワーク機能を利用でき、同時に、お客様が期待するキャリアクラスの信頼性を維持することができ

ます。 

Cisco Capital 
目標の達成を支援するファイナンス 
Cisco Capital は、お客様が目標の達成と競争力の維持に必要なテクノロジーを導入できるよう支援します。CapEx の削

減をサポートし、成長を加速させ、投資金額と ROI を最適化します。シスコ キャピタル ファイナンス プログラムにより、ハー

ドウェア、ソフトウェア、サービス、および補完的なサードパーティ製機器を柔軟に購入することができます。また、それらの

購入を 1 つにまとめた計画的なお支払い方法をご用意しています。シスコ キャピタルは 100 ヵ国以上でサービスを利用で

きます。詳細はこちら 

「Cisco NSO は、当社の基盤となるプログラム可能なネットワークの主要部

分であり、俊敏かつベンダーに依存しない方法によるマルチクラウド サービ

スの提供を可能にします」 
— Ihab Tarazi 氏、Equinix 最高技術責任者 

http://www.cisco.com/jp/go/capital/


 

 

次のステップ 
実際の通信事業者ネットワークで自動化を成功させるための、ビジネスおよび技術上の要件については、http://info.tail-
f.com/hr-whitepaper-service-orchestration [英語] を参照してください。 

Tail-f ベースの Cisco NSO がビジネスに与えるメリットについては、 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/network-services-orchestrator [英語] を参照して

ください。 
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