
1 X  アプリケーション セントリック ネットワーキング構築技法

最近注目の Bring Your Own Device（BYOD; 個人
所有デバイス持ち込み）仮想化、クラウドなどの
トレンドにより、IT 部門は、アプリケーションの
導入および提供に関してこれまでになかったよう
な課題に直面しています。アプリケーションはそ
れを使用する社員から遠く離れているため、遅延、
セキュリティ、および可用性の問題が発生する可
能性があります。しかし、こうしたトレンドを無
視するわけにもいきません。社員は、時間や場所を
問わず、任意のデバイスからアプリケーションに
アクセスしようとします。その際、オフィスで使
用する場合と同様のパフォーマンスと信頼性が求
められます。また、企業は、アプリケーションをデー
タセンターやクラウドに集約することで、コスト
と管理上のメリットを得ようとしています。

したがって、IT 部門は、 社員の生産性とビジネス
のスピードを維持するため、あるいは、ビジネス
のイノベーションを促し、競争力を高め、リスク
発生時のコストを抑制するために、最適なアプリ
ケーションの提供を実現しなければなりません。

X ネットワークのテスト
ここで必要になるのは、ネットワークを最適な管理
ポイントとして活用する、新しくて包括的なアプ
ローチです。これによってアプリケーションの導入
や提供、さらにはレイヤ 7 での広範な可視性、き
め細かなコントロール、および最適化を提供します。
その際、アプリケーション セントリックなネット
ワークを実現するために、ルータの役割を拡張しま
す。つまり、ルーティングは単にパケットを配信す
るだけではなく、業務で使用されているアプリケー
ションの可視性と制御を IT 部門に提供します。

「ネットワークの役割は、人々のコラボレーション
やコミュニケーションを実現するために、あらゆ
る場所からアプリケーションを効率的に提供する
ことです。BYOD、仮想化、クラウドによってネッ
トワークへの要求が高まり、ネットワーク担当チー
ムへの期待も大きくなっています。もう、パケッ
トを配信するだけではだめなのです。今、ネット
ワークに求められているのは、高品質で包括的な
アプリケーション体験を提供することです」と、
シスコのシニア マーケティング マネージャのラ
キ・ミストリは述べています。

ネットワークの力を活用してアプリケーションを
提供することは理にかなっています。アプリケー
ションのトラフィックは必ずルータを通過するた
め、ここにアプリケーションを最適化、制御、お
よび管理する機能を追加するというのは合理的な
ソリューションと言えます。従来のアプローチで
あれば、デバイスやプローブを追加したり、帯域
幅のアップグレードをしなくてはならず、コスト
がかかり煩雑になっていました。ルータにレイヤ 
7 機能を緊密に統合して、上記のようなアプリケー
ション インテリジェンスを追加することで、ネッ
トワークが、シンプルなアプリケーション提供、
即応性の強化、生産性の向上を推進します。その
結果、ネットワーク管理者はパフォーマンス要件
の達成と継続的なコスト削減が両立できます。ま
たアプリケーション管理者はネットワークの新た
な活用法を検討できるようになります。

「顧客は、こういった複雑なコンピューティングに
関するトレンドによって発生した大きな課題に直
面しているため、包括的で統合的なソリュー
ションを考え出す必要があります」と、ミストリ
は述べ、さらにこう続けています。「アプリケー
ションの提供をより適切に行うには、WAN のア
グリゲーション ポイントでルータを利用して、ア
プリケーションのルーティング サービスを提供す
るのが最適であると考えています。アプリケー
ションのパフォーマンスを理解すること、また、
アプリケーションを監視し、問題を即座に把握し
て、ダウンタイムを最小限に抑えることが重要で
す。これを達成するには、ルーティングに対する
視点を少し変える必要があります。そこで、ルー
タに求める基準をレベルアップしました」  
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X ルーティングの新しいスタンダード 

このアプリケーション認識型のネットワーク アプ
ローチでは、質の高いアプリケーションの導入お
よび提供を行うためにルータの機能を強化し、次
のことを実現します。

n  エンドユーザのアプリケーション エクスペリエン
スの強化：アプリケーション タイプ（VDI、ビデオな
ど）によって異なるアプリケーション固有のパフォ
ーマンス要件に対応します。また、特定のアプリケ
ーション プロトコルに合わせたネットワーク チュ
ーニング、アプリケーションの応答時間の検
証、WAN 遅延の影響の軽減を実現します。

n  生産性の強化：LAN および WAN トラフィックを
直接確認できるようにし、トラフィックの優先順位
付けと最適化に最も適した方法をネットワークが
判断できるようにします。これにより、帯域幅コス
トを追加することなくミッションクリティカルなア
プリケーションを他のトラフィックよりも優先でき
ます。また、遅延によって重要な影響が生じるアプ
リケーションに対しては必要な帯域幅を割り当て
ることで、エンドユーザ エクスペリエンスの向上を
図ります。

n  運用コストの削減：帯域幅の使用量を低減します。
また、継続的に発生する帯域幅コストの増加を抑
えるか、解消します。業務上重要でないトラフィッ
クを、コストの低いビジネスクラスのブロードバン
ド接続にオフロードすることで、重要度の高いアプ
リケーションに高パフォーマンスの接続が確実に
割り当てられるようにします。また、複数のサービ
スを 1 台の機器に統合することで、ブランチ オフィ

新登場：CISCO INTEGRATED SERVICES ROUTER WITH 
APPLICATION EXPERIENCE

シスコが新しくご紹介する Cisco Integrated Services Router Generation 2 with 
Application Experience（ISR-AX）は、ブランチ オフィスでのアプリケーションのパ
フォーマンス強化に必要な、きめの細かい可視性、コントロール、最適化などを持つ強
力なアプリケーション用ルーティング サービスを提供します。Cisco ISR-AX があれば、
ブランチオフォスへの（ネットワークを介した）アプリケーションの提供がシンプルにな
り、任意の場所からアプリケーションを利用できるだけでなく、TCO を最小限に抑え、
ビジネスの即応性と社員の生産性を向上させます。このソリューションは、ネットワーク
からサードパーティ製のアプリケーション認識型のネットワーク パフォーマンス管理ツー
ルにいたるまで、アプリケーションに関する詳細な情報を提供します。これにより、さま
ざまなアプリケーション ルーティング サービスの統合が可能になり、スタンドアロンの 
WAN 最適化アプライアンスに比べて設備投資を最大 35 % 削減できます。このソリュー
ションは、費用対効果に優れ、使いやすいブランチ オフィス プラットフォームを IT 部門
に提供します。これはアプリケーションを認識するネットワークをサポートし、またビジ
ネス クリティカルなアプリケーションを高い信頼性を持ってホストするので、どこからで
も有効に活用できます。

Cisco ISR-AX により、IT 部門による一元的な管理が可能になり、規模に応じてユーザ
の期待に応えることができます。これは、社員が業務に必要とする優れたアプリケーション 
エクスペリエンスを提供し、ビジネスをさらに推進していくことに他なりません。

スにおける IT インフラストラクチャの導入コストと
ランニング コストの両方を低減します。

n  IT 管理のシンプル化：アプリケーション レベルのき
め細かい可視性とコントロールを提供することで、
ネットワーク全体におけるキャパシティ プランニン
グ、アプリケーションの優先順位付け、およびトラブ
ルシューティングを可能にします。

n  エンタープライズの俊敏性の強化：変化を続ける
ビジネス要件、アプリケーション要件、およびユー
ザ要件にすばやく適応できるインテリジェント ネッ
トワークを実現します。たとえば、ビジネス アプリケ
ーションの移行やアップデートを、エンド ユーザの
アプリケーション パフォーマンスに影響を与えるこ
となく実行できます。

n  クラウド アプリケーションへの最適化された安全
なアクセス：企業のブランチ オフィスをクラウドに
直接接続しつつ、一貫したアプリケーション ポリシ
ーと最適化が保たれるようにします。これにより、セ
キュリティを犠牲にせずに、ブランチ オフィスにお
けるアプリケーションのパフォーマンスを改善でき
ます。

n  短期間での BYOD の導入：モバイル デバイスで
使用するアプリケーションのセキュリティ、可視性、
および最適化を実現します。ネットワーク管理者
は、ワイヤレスの暗号化されたトンネルを経由する 
BYOD トラフィックを管理する方法が必要です。こ
のトラフィックにはビデオなどあらゆる種類のコン
テンツがあります。これにも同じアプリケーション 
ポリシーを適用する必要があります。

X まとめ
離れたところにあるアプリケーションを WAN 接
続によって社員が使用する場合には、パフォーマン
ス、信頼性、および管理のしやすさに問題が発生
する可能性があります。ユーザのキーストローク 
1 つ 1 つを WAN 接続で送信する必要がある仮想
デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）のよ
うな新しいテクノロジーにおいては、アプリケー
ションの応答時間が大きく低下する可能性があり
ます。今後のビジネスの方向性を示すこうしたト
レンドを踏まえて、IT 部門は、どのような場合で
も最高品質のアプリケーション サービスとパ
フォーマンスを提供していかなければなりません。

アプリケーション セントリックなネットワーキン
グによって、アプリケーションの場所やアクセス方
法に関係なく、アプリケーションの可視性と制御が
可能になるため、IT 部門が直面するアプリケー
ションの課題が解決されます。このアプローチに
よって、IT 部門はアプリケーション要件を達成しつ
つ、コスト削減とシンプル化を実現できます。x



DIMENSIONAL RESEARCH によると *、社員の 
80 % は職場に個人所有のデバイスを持ち込んで
おり、そのうち 87 % は個人所有のデバイスを業
務で利用しています。BYOD（Bring Your Own 
Device）のトレンドをサポートすれば、ビジネス
の生産性とモビリティを大幅に高めることができ
ますが、その一方で、ネットワークにはこれまで
以上にトラフィックの負荷がかかるため、ミッ
ションクリティカルなアプリケーションのパ
フォーマンスに悪影響を及ぼし、生産性が低下し
ないかと懸念されます。

BYOD は、ネットワークへ接続するための今まで
のアクセス方法に大きな変化をもたらし、その結
果、ネットワークのトラフィック フローにも影
響を与えています。たとえば、次のような例を想
像してください。サラは出勤すると、会社のラッ
プトップの電源を入れて E メール ソフトを起動し
ます。スタッフ ミーティングに向かいながら、
iPad を手に E メールをチェックし、緊急のメッ
セージがないかどうかを確認します。ミーティン
グ中、携帯電話のアラートが緊急 E メールの受
信を知らせます。

これは数千人の社員に日常的に見られる光景で、 E 
メール、Web トラフィック、仮想デスクトップ イン
フラストラクチャ（VDI）など、数多くのアプリケー
ションが関係しています。ここで問題となるのは、こ
のトラフィックは有線および無線ネットワーク経由で
送信されていることです。BYOD テクノロジーでは
トンネル化が行われるため、従来のネットワークで
は、アプリケーションを把握することも、一貫した
ポリシーを適用することも、トラフィックを最適化
することもできません。その結果、サラが 3 台の 
デバイスを使用すると、WAN の帯域幅の使用量は 
2 ～ 3 倍になると考えられます。

IT 部門にとってはもっと深刻な問題があります。
それは、BYOD がビジネスにとって重要でないト
ラフィック（iCloud、Facebook の更新、Net�ix 
ストリーミングなど）をネットワークにもたらす
ということです。ワイヤレス トラフィックは暗号
化されるため、IT 部門は Citrix VDI と YouTube の
区別など、アプリケーションの違いを認識できま
せん。これもまた、ネットワークの負荷を増加させ、
ビジネス業務に支障をきたす原因となります。

一貫した有線 /無線ポリシーと最適化の実行

IT 管理者は、こういったデバイスの使用自体をコン
トロールすることはできないかもしれません。し
かし、システム上のこれらのデバイスのトラフィッ
クを制御したり、アプリケーションの包括的な可
視性を提供する最適化されたソリューションを導
入してパフォーマンスの課題に対応したりするこ
とは可能です。Cisco® ISR-AX ソリューションは、
IT 管理者がこうした課題に対応するために役立つ 
2 つの主要なコンポーネントを備えています。

1 つ目のコンポーネントは Cisco Application 
Visibility and Control（AVC）です。これは、ワイ
ヤレス トンネル内で実行される 1,000 個以上のア
プリケーションの把握、アプリケーションの区別、
およびポリシーの一貫した適用を可能にします。 
2 つ目は、Cisco Wide Area Application Services
（WAAS）を使用した WAN の最適化です。これは、
アプリケーションを高速化し、有線および無線ネッ
トワークの両方でトラフィックを最適化します。

Cisco ISR-AX は、シスコがその役割を再定義した
ルータです。レイヤ 2 ～ 7 に対応し、ネットワー
ク サービスとアプリケーション サービスの両
方をサポートする業界唯一のルータです。Cisco 
ISR-AX は、アプリケーションがホストされる場
所や、アプリケーションを実行する通信方法やデ
バイスに関係なく、アプリケーションのパフォー
マンスを保証する包括的なアプローチを提供しま
す。Cisco ISR-AX によって、アプリケーションを
より高速に実行し、帯域幅のコストと遅延を  
50 % 以上低減できます。また、プローブを必要
としない、ネットワーク全体にわたる可視性を確
保できるため、シンプルな IT 環境を実現できます。

n	 	BYOD の課題とシスコ ソリューションの詳細
については、このホワイト ペーパーをご覧く
ださい。

n	 	ノースカロライナ州に本部を置く世界的なバ
イオ医薬品製薬会社の Quintiles では、数千
人のエンド ユーザを対象とする BYOD ソ
リューションの導入に成功しました。その事
例をご覧ください。
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クラウドベースのコンピューティングおよびアプ
リケーションを採用すれば、企業に対するアプリ
ケーションの準備、拡張、提供に必要な IT 業務の
スピード、効率性、および費用対効果は間違いな
く向上します。ただし、他の新しいテクノロジー
のトレンドと同様に、クラウドからリモート サイ
トにアプリケーションを提供する際には、アプリ
ケーションのパフォーマンス、可用性、およびセ
キュリティに新たな課題が生じます。

企業の IT 部門は、コスト削減につながるテクノロ
ジーへの投資を継続する一方で、ビジネス アプリ
ケーションの俊敏性と可用性の強化に努めていま
す。こうした取り組み（ブランチオフィス サーバ
の統合、データセンター サーバの仮想化など）を
採用する企業は増えていますが、そこには課題が
あります。

クラウド アーキテクチャを採用するには、企業の 
IT 部門が、アプリケーションやコンピュータ、ス
トレージなどのリソースをパブリックまたはプラ
イベート クラウドに移動する必要があります。こ
うした変更を行う場合は、まず、企業のデータセン
ターまたは外部委託先データセンターでホストさ
れるプライベート クラウドに、コンピュータ リ
ソースが移行されます。ブランチオフィスにおけ
るサーバの統合プロジェクトによってサーバの
フットプリントは減少しますが、その結果、エン
ドユーザ エクスペリエンスの品質が低下し、帯域
幅の使用率が増加する可能性があります。なぜな
ら、アプリケーションが通過する WAN リンクは、
LAN リンクよりも遅延とパケット損失の発生頻度
が高く、帯域幅が狭いからです。

組織によってはパブリック クラウドを直接使用す
る場合もありますが、その場合は、ブランチ ユー
ザにアプリケーションを提供する際に、従来の設
計よりも多くの WAN ホップが必要となります。
Metzler & Associates のクラウド ネットワーキン
グ レポートによると、90 % の組織が、SaaS ア
プリケーションをデータセンター経由でバック
ホールしたのちに、ブランチ オフィスのエンド 
ユーザに配信しています。**したがって、集中化
されたアプリケーション提供のしくみでは、WAN 
が以前から抱えている遅延、パケット損失、およ
び帯域幅制限の問題は依然として存在し、むしろ
いっそう深刻になるとも考えられます。

クラウドベースのアプリケーションの可用
性、パフォーマンス、およびセキュリティの
強化 

クラウドからのアプリケーション提供の課題に対
応するために、Cisco ISR-AX と WAN 最適化
（Cisco WAAS）は、クラウド アーキテクチャのコ
ストを削減しつつ、可用性とセキュリティを強化
できる統合ソリューションを提供しています。
Cisco ISR-AX は、アプリケーションの高速化と最
適化を提供することで、パフォーマンスを高め、
災害復旧機能を強化し、アプリケーションのトラ
フィックを保護します。ISR-AX によって、IT 部
門は、パブリック SaaS アプリケーション
（Salesforce.com、Cisco WebEx®、Microsoft 365 
など）やプライベート クラウドのエンタープライ
ズ アプリケーション（Microsoft Exchange、Citrix 
VDI など）を使用して、エンド ユーザにおけるア
プリケーション応答時間を大幅に改善できます。
また、Cisco ISR-AX と WAAS による最適化を行
うと、WAN 帯域幅のアップグレードの頻度を減
らす効果があります。Cisco ISR-AX を導入するこ
とで、組織はクライアント アーキテクチャによっ
て約束されるコスト削減を達成するだけでなく、
IT 部門の課題を克服し、データのコンプライアン
ス目標を満たすこともできます。

n  パブリックおよびプライベート クラウド展開
のシナリオにおけるアプリケーション提供の
課題とシスコによるソリューションの詳細に
ついては、このホワイト ペーパーをご覧くだ
さい。

n  ミシガン州の Sparrow Hospital and Health 
System では、集中管理型電子医療システムを
導入して、アプリケーション パフォーマンスを
保証することに成功しました。その事例をご
覧ください。

4 X  アプリケーション セントリック ネットワーキング構築技法

補足資料

クラウドからのアプリケーション
提供を促進

関連リソース

n  Cisco ISR-AX Web サイト

n  Cisco IT ケース スタディ 
[英語 ]

n  集中管理型 E メール サービス
用 Cisco WAAS WAN 最適化
に関するホワイト ペーパー

n  Citrix XenDesktop 用に最適
化された Cisco WAAS に関す
るホワイト ペーパー

**  『Cloud Networking Report, Part 3: The Wide Area Network 
(WAN)』Ashton Metzler & Associates、2011 年 11 月
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