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IDC の見解 

あらゆる規模とセグメントの組織が、俊敏性、効率性、競争優位性を実現す

るためにデジタルトランスフォーメーションを進めるなか、その目標達成の

不可欠な手段としてハイブリッド IT やマルチクラウドを導入している。この

結果、企業のオンプレミスデータセンターにあった一元的なアプリケーショ

ンやワークロードは、クラウド全体に分散化しつつある。同時に、従業員の

モバイル化と分散化も進み、キャンパスやブランチでの勤務のほか、新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックを受けて在宅勤務も増えて

いる。こうした傾向から、従来型データセンターのあり方が再定義されてい

る。組織も、分散型マルチクラウドワークロードに対応しつつ、過去に類を

見ないほど多様化したネットワークのエンドポイントや場所からのアプリケ

ーションアクセスのセキュア化に対応するため、ネットワークインフラスト

ラクチャのモダナイゼーションや拡張が求められている。 

マルチクラウドという文脈において、現在ほどネットワークの重要性が高ま

った時代はない。事実、IaaS や SaaS のパブリッククラウドへのアプリケー

ションやワークロードの移行は、拡張的で堅牢なマルチクラウドネットワー

クインフラストラクチャへの明確なニーズを牽引している。このインフラス

トラクチャはワークロードからアクセスまでを網羅し、クラウド中心に移行

する組織が求める俊敏性、柔軟性、弾力的なスケーリング、オペレーション

の効率性、セキュリティを実現できるケイパビリティを備えている。 

本ホワイトペーパーでは、IaaS や SaaS のクラウドワークロード要件だけでなく、継続的な可用性、

即応性、安全性のあるクラウドアプリケーションアクセスへの要求を満たせる総合的なマルチクラウ

ドネットワークについて、そのニーズを検討した。 

概況 

企業は COVID-19 のパンデミック発生以前にも、デジタルトランスフォーメーション達成の主要な手

段として複数のクラウドを採用していた。大半の企業は依然として、重要なワークロードをオンプレ

ミス環境で稼働させていたものの、必要に応じて SaaS を導入しており、新規／既存ワークロードを

IaaS や PaaS のクラウド（AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、IBM Cloud など）に移行する組

織も、増加していた。 
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クラウドジャーニーを開始済みだった組織はそのペースを加速し、それ以外の組織も様子見からの脱

却を急いでいる。ビジネスの俊敏性やレジリエンスに対するニーズが長期的な目的になるなか、デー

タセンターのネットワークも複数のクラウド、ブランチ、エッジロケーションにまたがる広域ネット

ワーク（Wide Area Network：WAN）も、進化するほかない。 

マルチクラウド向けのネットワークモダナイゼーションは、分散型アプリケーションを新たな重心と

するという基本原則から開始しなければならない。自動化レベルのさらなる向上によって実現したマ

ルチクラウド時代において、ネットワークは、アプリケーションとワークロードに求められる動的な

ニーズとこれまで以上に密接に整合している必要がある。 

実際、IT リーダーは、クラウドアプリケーションのネットワーク接続性とセキュリティを強化する重

要性を認識している。IDC の最近の調査である『Enterprise Networking: Emergence of the New Normal 
Survey』で、2021 年におけるネットワークの最重要事項を質問したところ、調査回答者の 26.4％がク

ラウドベースのプラットフォームの接続性管理を向上させる必要性を、調査回答者の 21.6％が複数の

パブリッククラウドのネットワークポリシーやセキュリティポリシーを簡素化する必要性を挙げた

（Figure 1 を参照）。 

FIGURE 1 

2021 年におけるネットワーク戦略の優先事項：柔軟な従量課金、クラウド接続性、リ

モートワーカーのサポート 
Q. 2021 年における組織のネットワーク戦略の最重要事項はどのようなものですか？ 

 

U.S. n = 250 

Source: IDC's Enterprise Networking: Emergence of the New Normal Survey, December 2020 
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る必要性

ネットワークキングスタッフを戦術的業務（導入、修復、保
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ネットワークとセキュリティを統合管理する必要性
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物理的ワークスペース（オフィス収容能力削減、スペース調

整など）の変更によるネットワーク再設計
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金／as-a-serviceモデルを探す必要性
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IT のハイブリッド化は、オンプレミスやパブリッククラウドにある分散型アプリケーションを下支え

している。これに対応して、こうした新しいランドスケープにまたがり一貫した拡張可能なネットワ

ークポリシーやセキュリティポリシーが必要になっている。それだけでなく、クラウドのミドルマイ

ルやコアを通じてトラフィックを迅速かつ信頼性高くルーティングして、クラウドへのセキュアな上

りと便利な下りによってレイテンシーの緩和、可用性の向上、アプリケーションエクスペリエンスの

強化を実現する新たな方法も求められている。 

マルチクラウドネットワーキングは、ビジネスのレジリエンス戦略にも必須である。マルチクラウド

ネットワークは、アプリケーションやサービスの可用性に潜在的に影響し得る脅威や停止を迅速に検

出し対応するケイパビリティを備えていなければならない。この 1 年、COVID-19 のパンデミックの

ためにこのポイントは自宅に強制移行となったものの、これ以外にも、自然災害などの予測不能な事

象が発生する可能性はあり、実際に発生している。たとえば直近では、クラウド事業者 OVH のデータ

センターで火災が発生し、顧客へのサービスが停止した。IDC の最近の調査によると、企業は年平均

で 2 回のクラウドサービス停止を経験しており、こうしたダウンタイムの平均コストは控えめに見積

もっても 1 時間当たり 25 万ドルと推定されている。 

分散型ワークロード実現に向けたマルチクラウドネットワーキングの課題 

アプリケーションやマイクロサービスが（データセンター、パブリッククラウドサービス、ネットワ

ークホスト型サービス、エッジ環境の）ネットワーク全体で急増するのに伴い、データセンターのネ

ットワークは地理的に定義されることも特定の物理的ロケーションに移管されることもなくなり、代

わりに、アプリケーションやデータと並行稼働し相互接続した「神経クラス

ター」の集合体として成長している。 

事実、こうした分散化が進むワークロード、アプリケーション、マイクロサー

ビス向けのネットワーキングは複雑な仕事である。この複雑性には多くの場

合、時間のかかる手動プロビジョニングが含まれる。リージョンやクラウド全

体でのルーティングの非常に困難な課題、そして個々のクラウドの間の領域の

差異（ルート数、セグメンテーション、利用可能なスループットなど）には、

クラウド特有の多様な API やネットワークサービスの枠を超えた特殊な専門知

識が必要である。アプリケーションの依存関係も考慮しなければならない。各

ビジネスアプリケーションは平均で 4～8 個のアプリケーションに依存してお

り、こうした依存関係は今後数年間で増大する見込みである。 

ネットワーキングにおける複雑性は常に、より多大なコストと期間を要する

プロセスに反映される。上記の課題に加え、マルチクラウドを追求する企業

は多くの場合、クラウド全体のファイアウォールに対応するために、ファイ

アウォールサービスのオーバープロビジョンと複雑な対称ルーティングの実

装が不可避であると認識する。特に、ネットワークやセキュリティサービス

のシームレスな組み込みに関連して、弾力的な自動スケーリングというクラ

ウドの期待を達成するのにも苦戦する。 

つまり、企業は、オンプレミス環境とクラウド環境を横断するネットワークファブリック全体で既存

のポリシー、管理対象のテナントまたはワークロードを拡張する容量を求めると同時に、重要性を増

すネットワークインフラストラクチャのこのファセット全体で一元的なポリシーを提供し管理を適用

したいと考えている。 
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全体的なワークロード保護への関心の高まり 
ワークロードの完全性とセキュリティは、ワークロードがどこに置かれているか、どのように設計され

ているかを問わず、あらゆる企業にとって最大の懸念事項である。このため、モダンなセキュリティメ

カニズムやセキュリティモデルは、コンテナやマイクロサービスを特徴とするレガシーのワークロード

やクラウドネイティブのワークロード全体での普及が不可欠である。 

現在、企業はさまざまなポイント製品を使用してワークロード保護のユースケースに対処している。

企業は、異なる多数のセキュリティケイパビリティに対応する別個のツールを導入しがちである。マ

ルチクラウド環境管理の複雑性緩和を模索する企業は、全体的なワークロード保護を実現するために

使用中のツールを統合する方法をますます探し求めるようになっている。 

セキュアなエッジアクセス確保に向けたマルチクラウドネットワーキングの課題 

アクセスされ使用されるアプリケーションについては、従来型のオンプレミスデータセンターではな

く、SaaS または IaaS のパブリッククラウドにある割合が増加している。このため、エッジでも同様

に、新規ユーザーアクセスの課題が発生している。エンタープライズ IT は各クラウドサービス

（AWS、Microsoft Azure と Office 365、Google Cloud、Salesforce など）に対し、複雑かつ労力のか

かる複数のアプローチを適用して一貫的かつセキュアなユーザーエクスペリエンスを確保せざるを得

ない。 

こうした文脈において、IaaS ワークロードや SaaS アプリケーションへのア

クセスのニーズに対処するため、SD-WAN が登場した。IaaS ワークロードや

SaaS アプリケーションのネットワーク要件は、適切な帯域幅、低レイテンシ

ー（特にコラボレーションアプリケーションの場合）、パケットの損失や再

組み立て、ジッターなどである。 

IDC が 2019 年に実施した『Software-Defined WAN (SD-WAN) Survey』で

は、調査回答企業の 73％が、SaaS やクラウドサービスは現在自社の WAN テ

クノロジーの選択肢にとって重要であると回答した。今後 12～24 か月でこの

状況がどう変化し得るかを検討するよう求めた質問では、この割合は 78％を

超えた。さらに、最低 1 社以上の IaaS 事業者に対する WAN 接続を未導入で

あると回答した組織は、わずか 4％だった。 

ハイブリッド IT とマルチクラウドの進展に伴い、IT チームはサイトを複数ク

ラウドに接続するシンプルな方法を探している。また、豊富なテレメトリー

と可視性で、アプリケーションベースの宣言的ポリシーの改善を支援した

り、アプリケーションやネットワークの問題の迅速なトラブルシューティン

グ、識別、修復を円滑化したりするアクション可能なインサイトを取得した

いと考えている。 

IaaS ワークロードや SaaS アプリケーションへのアクセスの場合、マルチク

ラウド対応型 SD-WAN 製品／サービスは、インテントベースの自動化をサポ

ートするべきである。この自動化があれば、ネットワークオペレーターは、

実現し得る最良のアプリケーションエクスペリエンスを提供するためのコン

トロールを得られる。マルチクラウド対応型 SD-WAN は、最適な動的経路の

選択、クラウドサービスとの統合、レイテンシーやジッターの影響を受ける
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リアルタイムのクラウドアプリケーションに必要な時に必要な場所での最適化を、提供する必要があ

る。 

マルチクラウドアクセスのセキュリティを確保する重要性 
マルチクラウドアクセスをセキュア化する効果的な枠組みは、エッジ環境のネットワーキングとセキ

ュリティ、クラウドベースのセキュリティケイパビリティの両方を融合して、ユーザーやデータの所

在を問わず一貫した保護を確保しなければならない。かつてないほどオフィス分散化は進んだが、勤

務場所がどこであろうと、オンプレミス、SaaS、IaaS のアプリケーションやワークロード全体でセ

キュアなネットワークアクセスと実現し得る最良のエクスペリエンスが必要とされる。残念ながら、

この点は従来のセキュリティアーキテクチャや無秩序な異種ツール導入では不十分であり、ユーザー

やビジネスは脆弱性にさらされたままである。 

ネットワークチームやセキュリティチームは、セキュアなマルチクラウドアクセスを実現するには、

ネットワークとセキュリティの機能を統合した全体的だがシンプルなアプローチが必要という認識を

強めている。 

マルチクラウドネットワーキングの開始方法 

組織がデジタルトランスフォーメーションの取り組みの一環としてマルチクラウド戦略を採用するな

か、計画を成功させ、ビジネス価値とオペレーション効率の両方を実現するためには、総合的かつ段

階的なマルチクラウドネットワーキングアプローチが不可欠になる。 

組織は自己の分散型アプリケーション、現在と将来のクラウドの目的を評価した後、以下の主要な 2
分野に重点を置いてマルチクラウドネットワーキングアプローチを進行できる。 

 分散型ワークロード：ワークロード（マイクロサービスやコンテナで構成されるモダンなア

ーキテクチャなど）は、俊敏かつ柔軟で弾力的に拡張可能なネットワークで相互接続して、

一貫的かつシンプルなプロビジョニング、管理、セキュリティを実現しなければならない。 
 セキュアなアクセス：可用性と即応性の高いアプリケーションアクセス（オンプレミス、

IaaS、SaaS など）は、どのような場所のユーザーや機器に対しても一貫した保護、信頼性、

パフォーマンスで実現されなければならない。 

分散型ワークロード実現に向けたマルチクラウドネットワーキングの開始 
1. ネットワークの可視性とアナリティクスの拡張：アプリケーションが従来型データセンター

以外に分散するなか、IT チームは、データセンター、WAN、ブロードバンド、クラウドネッ

トワーク全体でテレメトリー、可視性、アナリティクスの各ケイパビリティを拡張する必要

がある。 
2. ポリシーベースのネットワーク自動化の拡張：ネットワーク自動化ツールは、NetOps チーム

が一貫したポリシーを IaaS 環境に拡大し、異種クラウド環境全体での分散型ワークロード管

理の複雑性増大を軽減できるようにするべきである。 
3. 攻撃からのワークロードとデータの保護：企業は、ユーザー、機器、アプリケーション、ワ

ークロード、プロセス（ワークフロー）にまたがる異常や脅威を検出し対応するケイパビリ

ティを備えられないか、広範囲かつリアルタイムの可視性の統合を検討するべきである。 
4. クローズドループのインテントベースネットワーキング（Intent-Based Networking：IBN）

向けの自動化とインサイトツールの統合：クローズドループの IBN モデルでポリシーベース

の自動化と AI を活用したインサイトを結び付けると、ネットワーク管理ライフサイクル全体

の自動化が可能になる。 
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セキュアなアクセス確保に向けたマルチクラウドネットワーキングの開始 
1. セキュアな SD-WAN の導入：IT チームは、シンプルでセキュアな SD-WAN アーキテクチャ

の導入によって、ブランチの接続性の複雑性軽減と自動化を実現し、フルサービスのブラン

チオフィスに対して動的な接続性を提供してモバイルの従業員と SaaS／IaaS アプリケーシ

ョンの導入増加に対応するべきである。この場合の SD-WAN は、エンタープライズ IT が使

用されるものと同一の構成を通じてクラウドネットワークを運用する一貫性を提供すること

になる。 
2. SaaS や IaaS のパフォーマンスとセキュリティを確保するための SD-WAN 最適化：SD-

WAN の機能は、企業ユーザーのために SaaS アプリケーションへの最も速く信頼性の高い経

路を自動的かつ動的に選択し、リアルタイムのトラフィックステアリングで最適なユーザー

エクスペリエンスをもたらすべきである。 
同様に、SD-WAN は、AWS や Azure などの IaaS 環境への接続を単純化、自動化、セキュア

化すべきである。一元的な管理コンソールは、ネットワークチームやオペレーションチーム

による IaaS 環境への仮想プライベートクラウド接続の自動化に役立つ。 
3. クラウドベースのセキュリティの適用による一貫したセキュアなアクセス：ワークロードやデ

ータがオフィス以外に移行するなか、クラウドネイティブの単一プラットフォームは、従来、

サイロ化した複数のポイント製品で提供されていたネットワーキングやセキュリティのケイパ

ビリティを集約し、統合することができる。このベネフィットは、ユーザーがどこからアクセ

スしても総合的なセキュリティを実施でき、しかも運用コストは低下することである。 
4. クラウド接続を統合し加速させるためのコロケーションの検討：SD-WAN を採用すると、分

散型アーキテクチャはコロケーション施設の使用によってクラウド下りポイント数の削減、

セキュリティのリージョン化による攻撃対象領域の削減、ネットワーク効率性の推進が可能

である。 

マルチクラウドネットワークモダナイゼーションに対するシスコのアプローチ 

シスコのパートナーは IT 組織と緊密に連携し、マルチクラウドネットワーキングのテクノロジーやサ

ービスで構成される広範なポートフォリオと主要クラウド事業者との統合を含む幅広いパートナーエ

コシステムによって、クラウドジャーニーの加速や複雑性軽減を可能にするよう IT 組織を支援してい

る。 

マルチクラウドに対するシスコのネットワーキングアプローチは、分散型アプリケーションの管理だ

けでなくセキュアで信頼性のあるアクセスを確保できるよう設計されている。いずれの場合も、複雑

度の高まるマルチクラウド環境で求められる自動化、インサイト、セキュリティ提供に向けたシスコ

のアプローチは、インテントベースネットワーキングを中心とする。 

分散型ワークロード向けのシスコのマルチクラウドネットワーキング 
ハイブリッド IT とマルチクラウドに対するシスコのネットワーキングアプローチは、オンプレミスの

データセンターからパブリッククラウド、エッジ環境に至るまでを対象とする一貫的かつ単純な運用

モデルの開発において、クラウドやネットワークのアーキテクトを支援する。このモデルはマルチク

ラウド固有の複雑性を軽減するという観点で開発され、AI を活用した Day 2 ネットワークオペレーシ

ョンを取り入れている。 

統合的なマルチクラウドネットワークオペレーション 
Cisco Nexus Dashboard Platform は、データセンターとマルチクラウドのネットワーク全体で統合

的でプロアクティブなオペレーションを提供し、アクション可能なインサイトを促進する。データセ
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ンターのサイト、シスコ、第三者のオペレーションサービスのために均一なオンボーディングエクス

ペリエンスを提供することによって、オペレーションの複雑性軽減を支援できる。この製品は、

Cisco Nexus Dashboard Insights、Cisco Nexus Dashboard Orchestrator、Cisco Nexus Dashboard 
Data Broker、第三者のアプリケーションを一つのダッシュボードに統合している（Figure 2 を参

照）。 

FIGURE 2 

分散型ワークロード向けのシスコのマルチクラウドネットワーキングポートフォリオ 

 
Source: Cisco, 2021 

 

マルチクラウドワークロード向けのネットワーク自動化 
Cisco ACI は、インテントベースの Software-Defined 型データセンター向けネットワーキングソリュ

ーションであり、アプリケーションの俊敏性やセキュアなマルチクラウド自動化をサポートするよう

設計されている。 

Cisco Data Center Network Manager（DCNM）は、Cisco NX-OS を利用したすべての導入向けの管

理プラットフォームであり、オンプレミスやクラウド環境全体の新規のファブリックアーキテクチャ

からストレージネットワーキングまでを対象とする。 

マルチクラウドデータセンターのセキュア化 
Cisco Secure Data Center は、Cisco ACI、Cisco Firepower Next-Generation Firewall、Cisco 
Stealthwatch、Cisco Tetration で構成され、これらは一体となってモダンなデータセンターやクラウド

環境のセキュア化を支援する。 

健全性を確認するための単一ダッシュボード

アプリケーションサービスを使用するための単一UI

プロアクティブな通知

構成の順守

リアルタイムのテレメトリー収集

是正を通じたより高速な解決

複数ファブリックを対象とした一元的モデル

ラインレートのパフォーマンスとスケール

ハードウェアベースのテレメトリー

* Network Assurance Engineを含む
** ロードマップ

Cisco Nexus Dashboard

Nexus Dashboard Insights* Nexus Dashboard Data Broker**

Nexus Dashboard Orchestrator

自動化とポリシー

ネットワークインフラ
ストラクチャとテレメ
トリー

Cisco Nexus 9K、N7K、N3K、第三者
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エンタープライズネットワークから SaaS／IaaS 環境に拡大するアクセス向けのマ
ルチクラウドネットワーキング 
Cisco SD-WAN Cloud OnRamp は、インターネット、相互接続事業者だけでなく、コロケーション

環境を通じてブランチから一つ以上のクラウド（IaaS と SaaS）に直接接続する際に一貫的で高度な

接続性を提供するために設計されている。SD-WAN はユーザーに対し、オンプレミス環境と同レベル

のセキュリティやアプリケーションパフォーマンスをクラウドで提供する。 

マルチクラウドアクセスのセキュア化 
Cisco SD-WAN Security はネットワーキングとセキュリティの高度なケイパビリティを統合し、SD-
WAN プラットフォームとクラウドでフルスタックのマルチレイヤーセキュリティを提供する。SD-
WAN の統合的なセキュリティアプローチで、IT は複数の SaaS や IaaS クラウド、データセンター、

すべてのインターネットに接続するブランチで、必要なときはいつでも、高度な脅威防御を装備でき

る。 

Cisco SD-WAN と Cisco Umbrella は、脅威保護と可視性の提供によってウェブベースの攻撃を保護

する。Cisco Umbrella クラウドによって提供されるため、企業は、SaaS やインターネットアプリケ

ーションへの可視性取り入れやこれらのコントロールが可能である（Figure 3 を参照）。 

FIGURE 3 

マルチクラウド向けにセキュアなアクセスの選択肢を提供するシスコの SD-WAN と

SASE 

 
Source: Cisco, 2021 

シスコのクラウドセキュリティと SASE フレームワーク 
シスコは Secure Access Service Edge（SASE）フレームワーク内で、SD-WAN ネットワーキング、

クラウドベースのセキュリティ、ゼロトラストの要素を組み合わせた。 

 Cisco Umbrella は、複数のセキュリティ機能を一つのサービスに統合したクラウドセキュリ

ティサービスであり、ダイレクトインターネットアクセス（Direct Internet Access：DIA）の

採用、クラウドアプリケーションのセキュア化、ローミングユーザーやブランチオフィスへ

の保護拡大で、あらゆる規模のビジネスを支援する。 

クラウドセキュリティとSASEオンプレミスの統合セキュリティ

SD-WAN

統合セキュリティによるDIAの
セキュア化

SaaS／IaaS／
インターネット

データセンター ブランチ／
キャンパス

SD-WANファブリック

DNSレイヤー

のセキュリ
ティ

セキュアな
ウェブゲート

ウェイ

クラウド提供の
ファイアウォール

Cloud access security 
broker（CASB）

インタラク
ティブな脅威
インテリジェ

ンス

Cisco 
Umbrella
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 Cisco Duo は、あらゆるユーザー、機器、アプリケーションを対象とした、ユーザー中心の

ゼロトラストセキュリティプラットフォームである。この製品の多要素認証（Multifactor 
Authentication：MFA）は、オンプレミスやクラウドベースのアプリケーションに対するアク

セス付与前に、あらゆる場所のすべてのユーザーのアイデンティティを確認させる。 

課題と機会 

マルチクラウド向けにエンタープライズネットワークをモダナイゼーションやトランフォーメーショ

ンする機会は、顧客やベンダーなどに素晴らしい将来性を提供する。組織は、コアツーエッジネット

ワークのモダナイゼーションでモダンなアプリケーション、ハイブリッド IT、マルチクラウドに対応

することによって、分散型アプリケーションランドスケープ全体で求められる俊敏性、柔軟性、弾力

的なスケーリング、信頼性、セキュリティをより優れた形で提供できる。ベネフィットは、製品やサ

ービスの市場投入時間の短縮化、ビジネスのレジリエンスの向上、IT 全体の効率性向上、プロビジョ

ニング、トラブルシューティングや修復の高速化、ユーザーに対するより優良で即応性の高いアプリ

ケーション提供などであり、結果的にデジタルエクスペリエンスが向上する。 

マルチクラウド向けにネットワークのモダナイゼーションを模索する組織の場合、主要な課題は、パ

ブリッククラウド（IaaS と SaaS の両方）でのアプリケーション導入計画を含め、現在と将来のアプ

リケーション環境を理解することである。これに加え、組織は、IT オペレーション（ネットワーキン

グチームを含む）と事業部門（Line of Business：LOB）や開発者の間の密接な整合性確保によって、

インフラストラクチャが戦略的意図やビジネスの目的だけでなく開発者やアプリケーションの要件と

十分整合しているようにしておかなければならない。 

シスコの場合、主要な課題は、豊富なテレメトリーや可視性などの分野における製品機能の深さと複

数のパブリッククラウド全体でのケイパビリティの幅の両方を通じて、マルチクラウドネットワーキ

ングのポートフォリオが、進化するハイブリッド IT やマルチクラウドの要件に引き続き十分に対応、

支援、適応できるようにしておくことである。とはいえ、シスコは、マルチクラウドネットワーキン

グのポートフォリオとフルスタックの可観測性ケイパビリティの統合によって顧客のマルチクラウド

アプリケーションエクスペリエンスをさらに最適化する機会を有している。シスコには、その他のデ

ータセンターネットワーキングの SDN ベンダーや IBN ベンダー、マルチクラウドネットワーキング

のスタートアップ、IaaS クラウドサービス事業者などの従来／非従来の競合他社が存在するが、顧客

ニーズ充足でこれらを上回るようにしなければならない。 

結論 

デジタルトランスフォーメーションの必要性とマルチクラウドの採用増加のため、データセンターの

境界線が引き直されている。また、アプリケーションのアクセスや究極のエクスペリエンスの場合に

は、データセンターネットワークの要件だけでなく、エッジのネットワーク要件が再定義されてい

る。これは、モダンな組織のデジタル活力源であるアプリケーションとワークロードが現在分散化さ

れ、オンプレミスのデータセンターだけでなく複数のパブリッククラウドに存在するためである。こ

の結果、ワークロードの配置が変化するだけでなく、ブランチ、キャンパスや、在宅勤務（Work-
From-Home：WFH）環境でもトラフィックのフローやアクセス要件が変化している。 
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マルチクラウドの管理と全面活用は複雑で非常に困難な仕事である。だが、マルチクラウドネットワ

ークは、分散型ワークロードの対応と提供のために構築されモダナイゼーションされた場合、複雑性

を大幅に軽減できるだけでなく、マルチクラウド戦略とデジタルトランスフォーメーションの取り組

みに対して有意義に寄与できる。 

インテントベースネットワーキングは、宣言的イン

テントとクローズドループのネットワークプロセス

の使用を伴い、こうしたマルチクラウドネットワー

クランドスケープを簡素化できる。このため、ネッ

トワークオペレーターやクラウドアーキテクトは、

ネットワークのプロアクティブな管理、可用性や信

頼性の維持をしながら、マルチクラウドネットワー

クのあらゆる場所にまたがりゼロトラストのネット

ワークセキュリティを定義し実行できる。 

ネットワークやクラウドのアーキテクトが、アプリ

ケーションやマルチクラウドの戦略と整合したネッ

トワークインフラストラクチャの戦略的ロードマッ

プを策定し実行した場合、分散型ワークロードのサ

ポートと提供に必要な俊敏性、柔軟性、拡張性、セ

キュリティを実現でき、組織に対してこれまで以上のビジネス価値をもたらせる。 

 

 

 

 

スポンサーからのメッセージ 
シスコのインテントベースネットワーキングソリューションは、複数クラウド全体での分散

型アプリケーションの管理やユーザーエクスペリエンスの最適化といったマルチクラウドの

目的を実現できるよう、組織を支援します。 

シスコのマルチクラウドネットワーキングソリューションは、複数クラウド全体で接続性、

セキュリティ、一貫したポリシーを提供して管理容易性や単純性を確保できるよう、IT チー

ムを支援しています。IT は、柔軟な従量課金モデル、幅広く多様なエコシステム、イノベー

ションでオペレーションの複雑性軽減とリスク軽減を実現しながら、データセンターを任意

のデータ存在場所に拡大したり、ユーザーが必要な場合はどこであってもセキュアなアクセ

スを提供したりできます。 

シスコのポートフォリオに関する詳細については、以下をご覧ください。

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

ネットワークやクラウドのアーキテクト

が、アプリケーションやマルチクラウド

の戦略と整合したネットワークインフラ

ストラクチャの戦略的ロードマップを策

定し実行した場合、分散型ワークロード

のサポートと提供に必要な俊敏性、柔軟

性、拡張性、セキュリティを実現でき、

組織に対してこれまで以上のビジネス価

値をもたらせる。 

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