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1 - エグゼクティブ サマリー 

Miercom では、シスコからの委託により、シスコと Hewlett Packard Enterprise（HPE）の競合するキャ

ンパス ネットワーク インフラストラクチャを独自に構成し、運用して、複数の観点から評価しました。各

ベンダーの推奨設計に忠実に従い、キャンパス規模のネットワークを管理、制御、設定、およびモニタ

するために各ベンダーが提供している各種ソフトウェアを使用して、各ベンダーの製品でインフラストラ

クチャを構築することを指針としました。 

そして、次の 3 つの領域に関してテストを実施しました。 
1. 復元力（競合するアーキテクチャの堅牢性を重視） 
2. 運用の簡素化（ネットワーク全体にわたる QoS の導入など） 
3. セキュリティ（トラフィック分析による脅威の検出と軽減など） 

主な結果と所見： 

• 完全なデータ キャプチャ：カスタム ASIC を搭載し、NetFlow を使用するシスコ製品では、スイッ

チの転送パフォーマンスに影響を与えずに、ネットワーク データを 100 % キャプチャできます。

HPE-Aruba 製品は、サンプリング技法を使用しており、2 % 以下のパケットを分析のためにキャ

プチャできます。 

• 迅速な障害リカバリ：シスコのモジュラ スタック構成は、すべての障害シナリオにおいて、アプリ

ケーション トラフィックに影響を与えずに 1 秒未満でリカバリしました。HPE-Aruba 製品はリカバリ

に最大 120 秒かかりました。また、ほぼすべての接続が切断され、再確立する必要がありました。 

• ポリシー自動化：Cisco EasyQoS にはベスト プラクティス QoS ポリシーが組み込まれています。

また、Cisco EasyQoS は、ポリシー制御に関して 1,300 を超えるアプリケーションをサポートして

おり、スイッチング、ルーティング、ワイヤレスを含むネットワーク全体にポリシーをエンドツーエン

ドで適用できます。ほとんどの詳細な操作は、ユーザに対して透過的に自動処理されます。HPE 
VAN および Network Optimizer アプリケーションによる HPE-Aruba のネットワーク構成は、有

線デバイスのみを処理します。ワイヤレス デバイスに関しては個別のアプリケーションが必要で

す。トラフィックのマーキングはエッジ デバイスでのみ行われます。 

• 強固なセキュリティ：Cisco Stealthwatch などのツールは、詳細なトラフィック分析を実現し、セ

キュリティ センサーとエンフォーサの両方としてネットワークを使用します。これらのツールにより、

脅威と異常を特定して迅速に対処し、キャンパス ネットワーク全体を保護するための包括的なソ

リューションが提供されます。 

Miercom では、シスコと HP Enterprise のキャンパス規模ネットワーク

向けアーキテクチャおよび製品を比較したテストと分析の結果に基づ

き、自信を持ってシスコのキャンパス ネットワーク設計とそのモニタ、

管理、および制御用の関連パッケージに Miercom Performance 
Verified 認定を授与しました。 

Robert Smithers 

CEO 
Miercom 
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2 - 製品概要 

今回のテストでは、2 つのモデル キャンパス ネットワークを構築しました。Miercom のエンジニアは、

これらの競合するキャンパス トポロジ（すべての製品とその構成）が、シスコと HPE-Aruba の両方につ

いて、最新の最も適切な同一条件の製品（2015 年に HPE が買収した Aruba Networks の製品を含む）

を代表するものであることを確認しています。次の図に、両方のベンダーの主要コンポーネントを示し

ます。これらのすべてについて、このレポートで詳しく説明します。 
 

概要図：テストした同等のキャンパス ネットワークのコンポーネント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今回構築してテストしたキャンパス ネットワークは、キャンパス規模のネットワーク インフラストラクチャ

に適した 3 層アーキテクチャを特徴としています。各ネットワークは、有線デバイスとワイヤレス デバイ

スの両方に対応したアクセス層、復元力と動作継続のためのスイッチ冗長性を提供する集約層、およ

び復元力のあるコア スイッチング層で構成されます。 

テスト トラフィックの生成には、Spirent SPT-N11U メインフレーム シャーシ（バージョン 4.67 コードを実

行するテスト モジュールを搭載）が使用されました。 

すべてのテストで、両方のベンダーが公式に提供している最新バージョンのソフトウェアが適用されま

した。2 つの競合するキャンパス ネットワークを構成する個々のスイッチおよびソフトウェア パッケージ

については、以降のテストのセクションで詳しく説明します。ここでは、テストされた主要なソフトウェア コ
ンポーネントとバージョン（いずれの製品も 2017 年 3 月のテスト時点で入手できる最新バージョン）を

示します。 

出典：Miercom（2017 年 4 月） 
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シスコ ソフトウェア 

シスコ スイッチは、最新バージョン（16.3.1）の IOS ソフトウェア コードを実行していました。シスコ ワイ

ヤレス機器はバージョン 8.3 のコードを実行し、Cisco Prime Infrastructure ネットワーク管理はバージョ

ン 3.1 を実行していました。キャプチャしたネットワーク トラフィックの分析には、Stealthwatch バージョ

ン 6.8（Stealthwatch を参照）を使用しました。Stealthwatch の高度なセキュリティ解析機能により、ネッ

トワーク インフラストラクチャへの巧妙な攻撃が検出されます。 

シスコのトポロジで使用された重要な自動化およびオーケストレーション プラットフォームが APIC-EM
（Cisco Application Policy Infrastructure Controller エンタープライズ モジュール）です（APIC-EM を参

照）。シスコのデジタル ネットワーク アーキテクチャの中核である APIC-EM は、企業にソフトウェア定

義型ネットワーキング（ブランチ、キャンパス、および WAN）を提供します。今回のテストでは、APIC-
EM のバージョン 1.4 が実行されました。 

APIC-EM には、ベース プラットフォーム上で動作するさまざまな動作モードとアプリケーションがありま

す。これらのいくつかは、今回適用したテストで重要な役割を果たしました。APIC-EM には、次の機能/
アプリケーションが含まれています。 

• 検出：APIC-EM はネットワークに対するクエリによってネットワーク トポロジを検出します。 

• デバイスおよびホスト インベントリ：ネットワークに接続されているすべてのデバイスへのアクセ

スを提供します。 

• パス トレース：任意の 2 つのデバイス間で取得されたネットワーク パスの詳細情報を表示します。 

• ネットワーク プラグアンドプレイ：新たに接続されたデバイス（スイッチ、アクセス ポイント、ワイ

ヤレス コントローラなど）のセキュアなプッシュボタン導入のために、管理者は事前設定を行う、

またはベスト プラクティス設定を使用することができます。 

• EasyQoS：QoS ポリシーを設定し、それらをネットワーク上のデバイスに割り当てることで、有線お

よびワイヤレス プラットフォームの複数の層にわたるエンドツーエンドの QoS を実現します。また、

多数のアプリケーションに対応するベスト プラクティス ポリシーのライブラリが付属しています。 

• IWAN：インテリジェント WAN（IWAN）アプリケーションは、SD WAN 管理を簡素化し、ブランチ 
オフィスに関する迅速な導入を実現し、WAN の複雑さとコストを削減する非常に直感的なポリ

シーベースのインターフェイスを提供します。これにより、WAN の導入が簡素化されます。 

Cisco NetFlow（NetFlow を参照）は、次世代のフロー テクノロジーです。運用コストを削減し、キャパシ

ティ プランニングおよびセキュリティ インシデント検出を改善して、ネットワーク インフラストラクチャの

最適化を実現します。NetFlow により、ネットワーク ユーザやアプリケーション、使用率ピーク時間、お

よびトラフィック ルーティングに関する価値ある情報が提供されます。シスコで考案されたものであるに

もかかわらず、NetFlow データ収集は、現在、IP トラフィックフロー分析のためにサードパーティのパッ

ケージでも広く使用されています。 
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多くのシスコ プラットフォームでサポートされているもう一つの共通コンポーネントが TrustSec です

（TrustSec を参照）。これは、エンドポイントをセキュリティ グループと呼ばれる論理グループに編成す

るソフトウェア定義型セグメンテーションです。セキュリティ グループは、単なる IP アドレスや従来の 
ACL を超えた高度な基準を使用し、ビジネス上の意思決定に基づいて割り当てられます。これらにより、

管理者は把握と管理が容易になります。また、グループベースのルールは、IP アドレスに基づく同等の

ルール セットよりも数が劇的に少なくなります。 

シスコの構成とベスト プラクティスについては、次のガイドが用意されています。 

• シスコ CVD（Cisco Validated Design プログラム）のガイド（ガイドを参照） 

HPE-Aruba ソフトウェア 

HPE-Aruba キャンパス トポロジ用に選択したデバイスとその設定は、HPE-Aruba の公式ドキュメントお

よびガイド（以下のリンクを参照）に指定されているものでした。前述のように、2015 年に HPE は業界

をリードするワイヤレス ベンダーであった Aruba Networks を買収しました。これにより、その製品、ソ

フトウェア、およびテクノロジーが HPE の製品群に組み込まれました。また、今回のテストで分かったこ

とですが、Aruba の製品は、全般的に優れた革新的パフォーマンスを発揮していましたが、一貫性の

ある統合された HPE 製品アーキテクチャに完全には同化されていませんでした。 

今回のテストで使用した主要な HPE-Aruba ネットワーク管理パッケージは、HPE-Aruba で推奨されて

いる AirWave のバージョン 8.2 でした。HPE-Aruba 有線スイッチング デバイスのコード レベルは バー

ジョン KB.16.03 で、HPE-Aruba ワイヤレス デバイスについてはバージョンは 6.5 でした。特筆すべきこ

ととして、今回のテストでは、HPE のレガシー（ただし、現在でもある程度競争力を持つ）管理プラット

フォームである IMC（Intelligent Management Center）の使用も検討されました。この管理プラット

フォームは、主に FlexNetwork 製品ライン用にキャンパス コア/データセンター ネットワーク全体にわ

たる包括的な管理機能を提供します。 

テストに使用されたソフトウェア定義型ネットワーキング用の HPE の主要なプラットフォームは、HPE 
SDN VAN（HP Enterprise のソフトウェア定義型ネットワーク（SDN）仮想アプリケーション ネットワーク

（VAN）コントローラ ソフトウェア）バージョン 2.7 です。これに Network Optimizer、Network Protector、
Network Visualizer などのアプリケーションのライセンスが追加されました。 

Cisco APIC-EM EasyQoS アプリケーションは 1300 を超えるアプリケーションをサポートしていますが、

HPE の Network Optimizer アプリケーションは Skype for Business のみに限定されています。同一条

件の公正な比較のために、今回は両方のベンダーの製品で Skype for Business アプリケーションのみ

をテストしました。テストに使用した Skype for Business のバージョンは 2016 でした。設定の詳細につ

いては、Skype for Business のガイドを参照してください。 

これらのパッケージの詳細と、HPE-Aruba のネットワーク設計、構成、導入に関するベスト プラクティス

については、以下のリンクを参照してください。 
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• HPE-Aruba の VAN コントローラ上の Network Optimizer に関するリンク 

• 設定に関しては Aruba のリファレンス設計ガイドと Aruba Solution Exchange  

• Aruba VRD（Validated Reference Design）ガイド（ガイドを参照） 

 
テスト ケース 

テストは、次の 3 つの領域に関して実施されました。 

復元力に優れたネットワーク インフラストラクチャ： 
これには、多層キャンパス ネットワークにおけるこれらのベンダーのモジュラ型スイッチの動作

継続性が含まれます。 

運用の簡素化： 
エンドツーエンドのキャンパス インフラストラクチャ全体にわたって QoS などの機能を簡単に

適用できるかどうかを検証しました。 

ネットワーク インフラストラクチャのセキュリティ： 
脅威を検出するためのトラフィック分析についてテストしました。 
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3 - 復元力に優れたネットワーク インフラストラクチャ 

今回のテストでは、シスコと HPE-Aruba のソリューションを分析しました。これらのソリューションは、各ベ

ンダーのベスト プラクティス推奨事項に基づいて導入され、設定されました。また、エンド ユーザのアプリ

ケーション エクスペリエンスを評価し、ネットワーク管理者から見た妥当な製品像も明らかにしました。 

次の図に示すように、ビジネス サービスとクリティカルなアプリケーションをサポートするには、復元力

に優れた強力なバックボーンが不可欠です。シスコと HPE-Aruba の両方の構成について、2 つの VSS 
システム（シスコ）および VSF システム（HPE-Aruba）のいずれかが故障し、リカバリする必要があるいく

つかのイベントが発生した場合の、基盤となるネットワークによるさまざまなアプリケーションのサポート

をテストしました。 

 
 
 

 
信頼性の高いビジネス サービスとクリティカルなアプリケーションを構築するための復

元力のある基盤ネットワーク インフラストラクチャを提供するには、強力なバックボーン

が不可欠 
 
 

スタック構成テクノロジー 

Cisco 4507-E  

シスコは、スイッチ スタック（バックプレーンへの直接ケーブル接続で相互接続するスイッチ モジュー

ル）、または仮想スイッチング システム（VSS）によるモジュラ フロント プレーン スタック構成（サポート 
スタッフの導入およびトラブルシューティング作業が簡素化される）のいずれかを使用して復元力オプ

ションを提供しています。 

顧客はモジュラ型スイッチを VSS 配置にマージすることができ、メンバー スイッチごとの冗長スーパー

バイザのオプションもあります。その結果、単一の論理デバイスとして管理される高可用性構成が実現

します。 
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HPE-Aruba 5406R 

HPE-Aruba の仮想スイッチ フレームワーク（VSF）テクノロジーでは、複数の物理デバイスが、高可用

性を提供する単一の仮想論理デバイスに統合されます。仮想スイッチ フレームワーク（VSF）により、

イーサネット接続（銅線または光ファイバ）を介して相互に接続されたサポート対象スイッチを、単一

シャーシ スイッチのように動作させることができます。 

HPE VSF は、Aruba 5400R シリーズ スイッチと Aruba 2930F スイッチでサポートされています。 
HPE-Aruba の VSF の主な短所は次のとおりです。 

シャーシごとに 1 つの管理モジュールしかサポートされません（シャーシ レベルの冗長性がな

い）。また、VSF は新しい v3 モジュールでのみサポートされています。 

モジュラ スタック構成：物理ビューと論理ビュー 

 

構成に関する所見 

シスコの場合、モジュラ スタック構成を集約プラットフォームおよびコア プラットフォーム全体に拡張で

きるため、シンプルで一貫性のある設定と管理が実現されます。 

HPE-Aruba のコアスイッチング ソリューションには製品のギャップが見られます。ユーザが 3 層アーキ

テクチャにおいて追加の拡張を必要とする場合（より多くのルート、アクセス コントロール リスト（ACL）、
10/40 ギガ リンク密度などをサポートするため）、HPE では、コアに FlexNetwork 10500 シリーズ ス
イッチを導入することになります。 

残念なことに、モジュラ スタック構成に関していえば、FlexNetwork 10500 スイッチは VSF アーキテク

チャをサポートしていません。むしろ、H3C IRF（Intelligent Resilient Framework）テクノロジーをサポー

トしています。IRF と VFS はまったく異なります。実際、HPE では IRF がオープン標準プロトコルを使用し

ていると主張していますが、調べたところ、代わりに 2 つの独自プロトコルが使用されています。 

したがって、以前の HPE のモバイル ファースト キャンパス設計で推奨されているように、ユーザが大き

な拡張性要件のために HPE-Aruba 製品と HPE-FlexNetwork 製品の組み合わせを導入する場合に

は、いくつかの重要な注意事項が存在します。 
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• 管理者は、分散（VSF ベース）スイッチとコア（IRF ベース）スイッチのペアの全体にわたる高可

用性を実現するために、2 つの個別のオペレーティング システムで実行される 2 つの個別の

復元力機能を理解し、設定し、管理する必要があります。 

• そこで、導入、モニタリング、管理、トラブルシューティング、レポート作成のために、AirWave
（HPE-Aruba 製品ポートフォリオ用）と IMC（HPE-H3C 製品ポートフォリオ用）という完全に個別

の分離された 2 つの管理プラットフォームが必要になります。 

テストのセットアップ 

以下に、シスコ ネットワークと HPE-Aruba ネットワークの物理トポロジを示します。テストの目的は、電

源障害、デバイス障害、リンク エラー、リカバリといった、発生する可能性のあるいくつかのシステム停

止シナリオでのネットワークの復元力を見極めることでした。 
 

ネットワーク トポロジ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このテストでは、Spirent TestCenter システムが、1000 の OSPF ルートを使用してネットワーク インフラ

ストラクチャ全体で双方向トラフィックを生成するように設定されています。Spirent トラフィック フローは、

このネットワーク インフラストラクチャを介して接続されたクライアントにおいて、さまざまな障害シナリオ

によって発生する動作の中断を定量化するために使用されます。 

そこで、有線ネットワークおよびワイヤレス ネットワークに接続されているクライアントでは、次のアプリ

ケーションを実行していました。 

• ICMP ping（Colasoft ping ソフトウェアを使用） 
• Skype for Business の音声/ビデオ/デスクトップ共有コール 
• ビデオ ストリーミング（VLC メディア プレイヤーを使用） 
• Apple 画面ミラーリング（Apple AirPlay を使用） 
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テストの目的 

モジュラ スタック構成のアクティブ/スタンバイ スイッチに障害が発生した場合のフェールオーバー時間

を比較します。ネットワークのダウンタイムは、以下のように特徴づけられます。 

• ネットワーク レベル 
L2-L3 ネットワーク経由の双方向トラフィックによるレイヤ 3 ユニキャストフェールオーバー時間 
ユニキャストでは、Spirent トラフィック ジェネレータによってエミュレートされた 1000 のルート

で OSPF ルーティング プロトコルが使用される 
OSPF グレースフル リスタート プロトコル拡張を使用して DUT/SUT が設定される 

• デバイス レベル 
ワイヤレス アクセス ポイント、IP フォン、ビデオ カメラ、IoT デバイス（Apple TV など）といった

ネットワーク接続デバイスの接続性 
有線ラップトップやワイヤレス ラップトップなどのユーザ デバイスの接続性 

• アプリケーション レベル 
ping 
音声/ビデオ/コラボレーション（Skype for Business） 
ビデオ ストリーミング（VLC） 
画面ミラーリング（AirPlay） 

 

Apple 画面ミラーリング 

Spirent データ 

Skype 音声/ビデオ/デスクトップ共有コール、ビデオ ストリーミング、および ping 
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テストされた障害リカバリ シナリオは、次のとおりです。 

1. 計画外のダウンタイム：予期しない停電やアクティブ/コマンダー デバイスの予期しないハード

ウェア障害により、アクティブ/コマンダー デバイスがダウンする 

2. 計画外のダウンタイム：停電によりスタンバイがダウンする  

3. スタック リンク障害：VSS/VSF ボックス間のリンクが切断される（リンク接続障害またはケーブル

障害をシミュレート）  

4. 計画されたダウンタイム：通常のメンテナンス アップグレードなどのために、スタンバイのソフト

ウェアが再起動する 

これらの各テスト シナリオでは、Spirent TestCenter により 1,000 pps（パケット数/秒）で双方向トラ

フィックが発行されました。システムが電力損失または接続損失からリカバリしたときに、Spirent の出

力からドロップされたパケットの数により、ネットワーク インフラストラクチャ全体のダウンタイムの持続

時間を判定しました。 

 

シスコ 

 

 

 

HPE-Aruba 
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結果 

次のグラフは、障害リカバリ テストの結果を示しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらのテストは複数回実行され、それらの実行のすべてにわたってほぼ一貫した結果が得られまし

た。ここに示されている結果は、典型的な実行結果を表しています。 

HPE-Aruba は、計画外のダウンタイム中に 120 秒を超える重大な動作の停止があり、次のような状態

が発生しました。 
• ネットワーク ダウンタイム（業務が中断され、収益やユーザの生産性が低下する）。 

• 有線およびワイヤレスのインフラストラクチャ デバイス（アクセス ポイント、電話、IoT デバイス、

監視カメラ、ビデオ エンドポイントなど）への許容できない影響。 

• アプリケーション（特に時間の影響を受けやすいアプリケーション）のエクスペリエンスの低下

（音声/ビデオ コール、IP 電話、ビデオ ストリーミング サービス、画面ミラーリングなどの障害）。 

  

出典：Miercom（2017 年 4 月） 
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復元力に優れたネットワーク インフラストラクチャのまとめ  

いずれのケースにおいても、Spirent のドロップ パケット方式の計算によれば、シスコのインフラストラク

チャは 1 秒未満のダウンタイムで各障害シナリオからリカバリしました。さらに、やはり重要な点として、

すべてのテスト アプリケーションで、目に見えるサービスの中断はありませんでした。 

HPE-Aruba インフラストラクチャのダウンタイムは、テストされたすべてのシナリオで大幅に長いもので

した。さらに、HPE-Aruba ワイヤレス クライアントでは、アプリケーションに重大な影響が見られました。

これは、各障害発生時に HPE-Aruba の AP（アクセスポイント）がワイヤレス コントローラとの接続を

失ったことが主な原因であることが分かりました。Colasoft ping ストリームについては、ソフトウェアの

再起動による計画されたダウンタイムのシミュレーション中に見られた最短の 7.85 秒のダウンタイムの

場合を除いて、すべてのテストで ping のドロップが発生しました。Skype、ビデオ ストリーミング、およ

び Apple 画面ミラーリング アプリケーションは、すべてのケースにおいて、VSF ネットワーク インフラス

トラクチャのリカバリ時に接続が切断されました。 

シスコの堅牢なモジュラ スタック構成アーキテクチャでは、L3 トラフィックに関しても 1 秒未満のフェー

ルオーバーが実現されました。シスコのインフラストラクチャでは、アプリケーション パフォーマンスやエ

ンドユーザ エクスペリエンスに影響を及ぼすことなく、有線およびワイヤレス クライアントのエンドツー

エンドのネットワーク接続が維持されました。 

Aruba Mobile-First キャンパス インフラストラクチャでは、有線およびワイヤレスの接続が維持されず、

1 分以上にわたってネットワークが停止し、エンドユーザ エクスペリエンスが低下しました。 

シスコの成熟した実績のあるスタック構成テクノロジーは、Aruba のスタック構成テクノロジーよりも優

れていることが示されました。 
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4 - ネットワーク運用の簡素化  

今回のテストでは、さまざまなネットワーク要素、場所、ブランチなどにわたって複雑な構成と運用を実行

するという観点から、各ベンダーのインフラストラクチャとアプリケーションを比較することを試みました。そ

のような操作の手段を、複数のプラットフォームにわたってエンドツーエンド ベースでシンプルかつ透過

的に適用できれば、スタッフに多くの専門知識を必要としなくなり、時間とコストも大幅に節約できます。 

そのようなエンドツーエンドの操作とネットワーク全体の構成は、SDN（ソフトウェア定義型ネットワーキ

ング）と総称されています。「SDN」は、帯域幅割り当て、復元力、Quality of Service（QoS）などの観点

からカスタム ネットワーク設定を一元的かつ容易に定義できるサービス プロバイダー ネットワーク動作

を表す用語として、かなり前から使用されています。そのような SDN 機能の多くが、現在では、エン

タープライズ ネットワークでも利用できるようになっています。 

今回は、シスコと HPE-Aruba の運用ポリシーの管理と適用を比較して、2 つの競合するネットワーク基

盤の効果的な管理に関係する機能と使いやすさを評価しました。今回のテストでは、QoS 構成および

設定をネットワーク全体に適用することに焦点を合わせました。 

シスコの EasyQoS による Quality of Service（QoS） 

シスコのコントローラ主導のネットワーキングでは、シスコの  APIC-EM （Application Policy 
Infrastructure Controller エンタープライズ モジュール）上で動作するアプリケーションである EasyQoS 
により、エンドツーエンドのネットワーク QoS が実現されます。 

EasyQoS は、他の方法では複雑になる、有線とワイヤレスの両方のネットワーク プラットフォーム全体にわ

たるプライオリティ キューの設定が可能なかぎり透過的になるように設計されています。EasyQoS は、一貫

性のある QoS ポリシーを実装し、エンタープライズ ネットワークにおける QoS のエンドツーエンドのオーケ

ストレーションを実現します。このアプリケーションの特徴として、GUI が非常に簡素化されており、QoS ポリ

シーの適用に関する推奨ベスト プラクティスが組み込まれています。オペレータはアプリケーションとビジネ

スの関連性を定式化し、残りの部分の大半は EasyQoS/APIC-EM によって内部的に処理されます。 
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HPE-Aruba の SDN アプリケーション 

シスコの EasyQoS に相当する HPE のアプリケーションは、HPE の VAN（仮想アプリケーション ネットワー

ク）SDN コントローラ上で動作する Network Optimizer です。Optimizer を使用してみると、EasyQoS と比
較した場合、いくつかの機能がないことが分かりました。以下に、いくつかの例を示します。 

• キャンパス導入では、ネットワーク管理者は、有線とワイヤレスの設定を個別に実行する必要

があります。たとえば、有線設定には HPE VAN SDN コントローラを使用し、ワイヤレス設定に

は Aruba ワイヤレス モビリティ コントローラ（Aruba VRD）を使用します。HPE-Aruba の有線お

よびワイヤレス環境では、ポリシーの作成、運用、管理に関して重複した作業が存在します。 
• Network Optimizer アプリケーションは、かなり狭い QoS ウィンドウに対応しています。QoS は

有線のエッジ/アクセス スイッチでのみサポートされ（ワイヤレスなし）、DSCP（DiffServ コード ポ
イント）トラフィックはエッジでのみマーキングされます。 

• Skype for Business のエンドツーエンド QoS に関しては、管理者が同じ結果を得るには、VAN 
コントローラとモビリティ コントローラを個別に設定する必要があります。さらに、管理者は、ネッ

トワークおよび WAN 全体ですべてのホップが正しい DSCP マーキングに従っていることを確

認する必要があります。 

HPE は SDN App Store のスポンサーであり、調査したところ、他のアプリケーションまたは自動管理機

能が欠落していないことが分かりました。今回は、HPE ブランドの 3 つの独自開発アプリケーションを確

認しました。1 つは「Network Optimizer」であり、残りの 2 つは「Protector」および「Visualizer」と呼ば

れるアプリケーションです。 

また、サードパーティ アプリケーションが HPE によってテスト、検証、サポートされていないことも確認し

ました。さらに、パートナー アプリケーションの多くは、かなり古いものであり、古い HPE プラットフォー

ム上でのみ動作するものと思われます。 

 

機能の比較 

EasyQoS（APIC-EM）と Network Optimizer（HPE VAN）という競合する 2 つのソフトウェア パッケージ

に関する今回の評価では、すべてのケースで、各製品の最新リリースのドキュメントに記載された標準

ベスト プラクティスを使用しており、次の機能エリアを対象としています。 

1. ポリシーの作成と管理：ポリシーの作成および管理作業の容易さ 
2. ポリシーの適用：すべてのネットワーク デバイス（アクセス/集約/コア スイッチ、有線/ワイヤレ

ス ルータ）にわたる一貫性のあるポリシー適用 
3. 対応範囲：ポリシー制御に関してサポートされるアプリケーション/トラフィック タイプの数と、将

来のアプリケーションに関する投資保護 

そこで、今回のテストでは、多層スイッチング ネットワークの部分とワイヤレス ネットワークの部分にわ

たって複数のアプリケーションに対応するエンドツーエンドの QoS ポリシーを作成して適用するという

作業に取り組みました。 
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Cisco APIC-EM による QoS 設定  

このプロセスは、Cisco APIC-EM SDN コントローラのトポロジ表示（次の図を参照）から開始されます。

このトポロジ表示には、スイッチ、ルータ、ワイヤレス コントローラ、アクセス ポイントを含むネットワーク

全体が含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EasyQoS：アプリケーション レジストリ 

シスコは、Jabber、Spark、Skype for Business などのビジネス アプリケーションや YouTube、Netflix、AirPlay 
などのコンシューマ アプリケーションを含む 1300 以上のアプリケーションによる組み込みアプリケーション 
レジストリを提供しています。また、シスコは、内部 Web サービス、ファイル ホスティング サービス、ビデオ 
ホスティング サービスなどのカスタマイズされたアプリケーションを追加する機能も提供しています。 
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EasyQoS：ポリシーの適用 

最後の手順は、ポリシーの適用です。これも簡素化された GUI を使用して実行できます。この操作により、

Cisco APIC-EM SDN コントローラは、必要な設定の詳細情報を適切なデバイスに自動的に発行します。

しかも、そのすべてが透過的に実行されます。管理者またはユーザは、基盤となるデバイスやオペレー

ティングシステム、さらには実際のデバイスのバージョンに関係する複雑さを知る必要がありません。 
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HPE-Aruba VAN コントローラ アプリケーション 

HPE VAN SDN コントローラ 

HPE VAN コントローラ パッケージに含まれるアプリケーションはかなり限定されており（次の図を参照）、

その 1 つが QoS ポリシーを適用するための Network Optimizer です。 

 

HPE VAN コントローラのトポロジ表示：スイッチとホストのみ（ワイヤレスおよびルータなし） 

シスコのトポロジ表示と同様に、HPE VAN もスイッチとホストを含むトポロジ表示を提供します。ただし、

アクセス ポイント（AP）やルータなどのワイヤレス機器は含まれません。また、このトポロジ表示には、

デバイスのバージョン、接続、リンクの詳細情報などの包括的な情報も表示されません。 

 
 

HPE Network Optimizer 

HPE-Aruba では、組み込みのベスト プラクティスを使用する Cisco EasyQoS とは異なり、ユーザがさま

ざまな QoS 設定の手動プロファイルを作成する必要があります。さらに、これらの設定はエッジ スイッ

チに対してのみ有効であり、ワイヤレス コントローラに関しては管理者が再び同様のポリシーを個別に

作成する必要があります。 

VAN SDN コントローラと Network Optimizer は、スイッチに接続された有線接続ユーザに関する情報

を保有します。それらは OpenFlow を使用してスイッチにポリシーを適用し、Skype for Business トラ
フィック フローに関する固有の再マーキング ルールを設定します。エッジ スイッチ以外について同様の

デバイス ポリシーを設定して維持することは、管理者が担当します。 
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結果  

容易なポリシーの作成：今回のテストの結果、Cisco EasyQoS と Path Trace などの他の関連 Cisco APIC-
EM アプリケーションにより、有線ネットワークの部分とワイヤレス ネットワークの部分の両方について、

QoS 制御に関するポリシーを設定して適用するための簡素化された単一のサイトが提供されることが分

かりました。HPE-Aruba では、QoS 制御を実装するために 2 つの個別のアプリケーション（有線ネットワー

クの部分については VAN、ワイヤレス ネットワークの部分についてはモビリティ コントローラ）が必要です。 

エンドツーエンドのポリシー：Cisco APIC-EM は、ネットワーク内のすべての有線/ワイヤレス WAN デ
バイスに関するポリシーに対応します。HPE-Aruba アプリケーションは、ネットワークのアクセス エッジ

でのみポリシーを適用します。 

さまざまなアプリケーション/トラフィック タイプのサポート：Cisco EasyQoS 環境では、1,300 を超えるア

プリケーション/トラフィック タイプがサポートされ、ユーザの将来のトラフィック タイプに対する投資保護

が提供されます。HPE-Aruba アプリケーションは、1 つのアプリケーション（Skype for Business）だけを

サポートしています。 

統合された管理：HPE-Aruba の VRD ガイドによると、顧客が追加の拡張を必要とする場合、HPE-
Aruba では複数の VAN SDN コントローラを管理するための別の管理プラットフォームが必要になりま

す。VAN の標準管理ツールとしては IMC が推奨されており、VAN コントローラのクラスタを管理するに

は個別のモジュール（SDN Manager）をインストールする必要があります。一方で、ネットワークの残り

の部分については、AirWave 管理プラットフォームが必要です。これにより、重複が発生するとともに、

追加のライセンスおよびプラットフォーム ライフサイクル管理が必要になります。 

 

ネットワーク運用の簡素化のまとめ 

今回評価した基準と目的に関して言えば、Cisco EasyQoS アプリケーションの機能は、明らかに、HPE-
Aruba の Network Optimizer の機能をはるかに上回っています。特に、有線ネットワークとワイヤレス 
ネットワークの両方の機器および部分の統合サポート、エンドツーエンド ベースのポリシー適用機能、お

よび事前定義済みのサポートされるアプリケーションとトラフィック タイプの範囲の点で、そう言えます。 

シスコの EasyQoS では、1,300 を超えるアプリケーション/トラフィック タイプに関して、6 つの異なるデバイス 
オペレーティング システムにわたって、40 のネットワーク デバイス（ルータ、スイッチ、ワイヤレス AP/デバイ

スなど）の QoS を設定できます。今回のテストの 1 つでは、25,500 行以上の設定コマンドが 1 分以内にネッ

トワーク ノードにプッシュされました。しかも、そのすべてが内部的に処理され、ネットワーク管理者に対して

透過的に実行されました。EasyQoS ソリューションは、簡素化されたビジネス駆動モデルを提供します。 

HPE-Aruba では、エッジ アクセス スイッチ以外については、インフラストラクチャ内において QoS を手

動でプロビジョニングする必要があります。ここには、QoS 設定の複雑さの大部分が存在します。そし

て、ルータ/スイッチ/ワイヤレス インフラストラクチャ全体にわたって一貫性のあるエンドツーエンドの 
QoS を実現するためには、この点が非常に重要です。 

いくつかのリンクが自然にオーバーサブスクライブされるため、ネットワーク全体に複数の輻輳ポイント

が存在します。これは、HPE-Aruba の VAN/Network Optimizer アプリケーションでは対処されません。

さらに、Network Optimizer は、Oracle、SAP、Salesforce などの他のビジネス クリティカルなトラフィッ

ク タイプにダイナミックに優先順位を付けることができません。  
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5 - ネットワーク インフラストラクチャのセキュリティ（トラフィック分析） 

シスコと HPE Aruba のトラフィック分析テクノロジーの比較 

シスコの NetFlow テクノロジーは、多数の有線/ワイヤレス ルーティング プラットフォームでサポートさ

れています。Cisco Catalyst スイッチ ファミリは、シスコの UADP（ユニファイド アクセス データ プレーン）

カスタム ASIC（特定用途集積回路）を活用して、スイッチングのパフォーマンスを低下させずに、完全な 
NetFlow およびリアルタイム トラフィック分析を可能にします。これにより、ネットワーク上のすべての 
Cisco UADP ベース スイッチを通過するパケット フローを 100 % モニタできます。 

これに対し、HPE-Aruba は、sFlow を使用して、キャプチャするトラフィックをサンプリングします。これ

により、最大で、通過する 50 パケットのうちの 1 つを収集します。次の図に、この相違を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この主な違いにより、シスコのトラフィック モニタリングおよび分析では、はるかに詳細なビューを得るこ

とができ、高精度の脅威分析のための高度な処理を行うことができます。これは、今日の脅威の多く

（特に、マルウェア、ワームなどの実行可能ファイル）が多数のパケットを介して通信されるためです。

疑わしいパケットのシーケンス全体を調べることにより、分析ソフトウェアは、疑わしい脅威のコンテキ

ストをよりよく把握し、既知の脅威のシグネチャとマッチングして、それらをより正確に特定し、分離する

ことができます。 

シスコのネットワーク セキュリティ ポートフォリオ（シスコのセキュリティ ソリューション）には、組み合わ

せて使用することでネットワーク インフラストラクチャの保護が容易になるさまざまなツールが含まれて

います。それらには、連携して動作するものも、独立して動作するものもあります。 

Cisco Stealthwatch は NetFlow または sFlow を使用してネットワーク全体の可視性を提供します。さ

らに、高度なセキュリティ分析によって、フローを調べ、攻撃を発見します。Stealthwatch は、ネットワー

クをリアルタイム セキュリティ センサーおよびエンフォーサとして使用して、脅威に対する防御を強化し

ます。Stealthwatch システムは、個別の管理コンソール、コレクタ、およびセンサー コンポーネントで構

成されます。 
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ネットワーク管理アプリケーションの Cisco Identity Services Engine（ISE）を使用すると、ネットワークに

接続されたエンドポイント デバイスのセキュリティ ポリシーとアクセス ポリシーを作成して適用すること

ができます。このアプリケーションの目的は、多様なデバイスおよびアプリケーションにわたるアイデン

ティティ管理を簡素化することです。 

Cisco TrustSec は、ユーザまたはデバイスのトラフィックがネットワークに入ってきたときにタグ（「セキュリティ 
グループ タグ」と呼ばれる）を割り当てるセキュリティ機能を提供します。その後、それらのトラフィックには、

ネットワーク インフラストラクチャ内のあらゆる場所で、タグに基づいてアクセス ポリシーが適用されます。 

 

コンポーネントの連動 

次の図は、シスコのセキュリティ要素間のやり取りを示しています。前述のように、ポリシーは、すべて

のネットワーク ノードおよびデバイスにダイナミックに分散されます。Identity Services Engine は、特定

のユーザおよびグループに関する情報を保持します。これにより、各ユーザのトラフィックにセキュリ

ティ グループ タグが適用されます。ネットワーク内の各デバイスは、調整された総体として、タグを

チェックし、適切なアクションを実行します。 
 

 

HPE-Aruba のセキュリティア プローチには、いくつかの重要な相違がありました。以下に、いくつかの

例を示します。 
• HPE-Aruba は、サンプリング プロセス（sFlow）に基づいて分析のためのトラフィックをキャプ

チャします。このため、トラフィック分析でふるいにかける証拠が大幅に少なく、誤検知や曖昧

な分析が頻繁に発生します。 
• HPE Flow はスイッチでのみサポートされており、ワイヤレス デバイスによるフロー ソリューショ

ンはありません。Cisco NetFlow は、あらゆるネットワーク デバイスからすべてのストリームを

キャプチャできます。 
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内部からの脅威 

セキュリティ攻撃は、エンドユーザ デバイス、IoT（Internet of Things）デバイス、ユーザ自身、ボットネット、

ランサムウェア、マルウェアといった多数の予期しないソースから発生します。実際、ネットワークのセ

キュリティ侵害は、ブランチ内または本社内のトラフィック フローから発生する可能性もあります。これら

は、多くの場合、East-West トラフィック フローと呼ばれます。これは、それらのトラフィックが必ずしも外部

から送信されておらず、ネットワーク内から送信され、ネットワーク内のノードを宛先としているためです。 

前述のように、HPE-Aruba のセキュリティはアクセス スイッチに重点を置いているため、内部で生成さ

れた脅威を見逃す可能性があります。きめ細かなトラフィック フロー分析は、脅威を特定し、是正措置

を取るために、あらゆるレベルで非常に重要です。 

Stealthwatch を使用していくつかのテストを実行し、両方のベンダーのキャンパス ネットワークから取

得されたデータを分析しました。パケット ストリームには、一般的な連続した ping および http トラフィッ

クとともに、いくつかの一般的な脅威が含まれていました。特に、テストのうちの 1 つで、パケット キャプ

チャ技術における大きな違いが明確に示されました。そのテストでは、nmap ポート スキャンを実行しま

した。このようなスキャンは、ネットワーク デバイスやホストでオープンまたはアクセス可能なプロトコル

とポートを検出するように設計されており、ターゲット システムへの多数のクエリが実行されます。応答

を受信すると、特定のポートおよびプロトコル サービスがアクティブでオープンであることが明らかにな

り、それらのサービスが後続の攻撃に使用されます。 

このテストでは、NetFlow による完全なデータ キャプチャにより管理者がはるかに多くの有意味な結果

を得ていることが分かりました。疑いのあるパケットおよびフローが、脅威の可能性があると識別される

だけでなく、ダブルクリックによってドリルダウンするだけで、疑わしいトラフィックの送信元などのより詳

細な情報を得ることができます。 

 

  

シスコ 

 
シスコと HP-Aruba：キャンパス製品の比較 23 DR170402F 
Miercom Copyright © 2017  2017 年 4 月 28 日 



 

 

HPE-Aruba 

 

HPE-Aruba のデータ キャプチャを Stealthwatch で分析した結果、はるかに限定されたものであることが

分かりました。識別された疑わしい脅威の数も少なく、セキュリティ上の意思決定や是正処置を支援する

ための詳細情報もほとんど含まれていません。結果の大部分は、単純に未分類として表示されます。 

次の図のように、NetFlow のデータ キャプチャを使用するシスコのインフラストラクチャからの情報を表

示する Stealthwatch の画面には、疑わしい脅威の詳細情報が示されます。ユーザは、脅威ストリーム

のサイズを確認し、ドリルダウンによって送信元を確認して、是正措置を取ることができます。この図の

例では、ポート スキャンがセキュリティ イベントとして識別されています。 

 

  

 

NetFlow によってすべてのトラフィックがキャプチャされるシスコのインフラストラクチャでは、脅威とな

るすべてのスキャン パケットが捕捉され、特定されました。 

エンフォーサとしてのネットワーク 

Cisco TrustSec テクノロジーによって実現される「エンフォーサとしてのネットワーク」は、セキュリティ機

能を強化するソフトウェア定義型セグメンテーション/応答システムです。「センサーとしてのネットワーク」

によってデータが収集されると、このエンフォーサとしてのネットワークにより、セキュリティ攻撃の対象

領域を制限し、脅威を抑えこむ措置を迅速に実行できます。この機能はシスコのネットワーキング ハー

ドウェアに組み込まれています。これにより、ISE でアクセス ポリシーとセグメンテーション ポリシーを作

成し、ネットワークを制御するとともに、以下のことを実現できます。 
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• ネットワークをセキュリティ グループに分割して、脅威の拡大を防ぎ、軽減する 
 

  

• 脅威を抑えこむ措置を迅速に実行する 

 

 

テストでは、ISE を使用して脅威を抑えこむポリシーを作成しました。これにより、そのアクセスを制限し

たり、完全に削除したり、修正や修復が完了するまで隔離したりすることが可能になります。テストの結

果、シスコのインフラストラクチャでは、HPE-Aruba のインフラストラクチャよりも簡単かつ迅速に是正措

置を適用できることが分かりました。実際、ポリシーの定義方法によっては、TrustSec ポリシー セグメ

ンテーション アプリケーションで問題となっている PC を自動的に隔離することもできます。 

 

ネットワーク インフラストラクチャのセキュリティのまとめ 

シスコの UADP カスタム ASIC は、スイッチング パフォーマンスを低下させずに完全な NetFlow キャプ

チャとリアルタイム トラフィック分析を可能にします。HPE-Aruba によると、この製品では、柔軟でプログ

ラム可能な ProVision ASIC が提供されています。しかし、HPE-Aruba のスイッチは複数のイベントを検

出することができませんでした。これは、実装上の制限やサンプリング データ キャプチャ テクノロジー

が原因と考えられます。HPE-Aruba では脅威を特定できないため、脅威を抑えこむことができません。 
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6 - まとめ  

今回の評価では、シスコの提供する堅牢なネットワーク インフラストラクチャが驚異的な復元力を備え

ており、有線製品とワイヤレス製品を含むその製品ライン全体にわたって構成とセキュリティ設定を適

用できることが分かりました。また、HPE-Aruba は下位の機能層で同様の機器を提供しているものの、

上位の制御層および設定層には重大な制限があることも分かりました。最も注目すべき点は、ワイヤ

レス ネットワークの部分と有線ネットワークの部分が、分離された制御アプリケーションと設定アプリ

ケーションによって処理されることです。 

シスコのスタッキング機能は、強固な復元力と耐障害機能を提供します。今回のテストでは、シスコの

製品は、テストしたすべてのシナリオで 1 秒未満のフェールオーバー リカバリを実現していました。これ

は非常に迅速であり、事実上、ユーザやアプリケーションへの影響はありません。HPE-Aruba インフラ

ストラクチャでは、リカバリ遅延時間が最大 120 秒であり、すべてのアプリケーションの接続が切断され、

再接続する必要がありました。 

シスコのカスタム シリコン ASIC への投資は、NetFlow で大きな違いをもたらしており、通常のスイッチ

転送パフォーマンスを低下させずにデータ ストリーム全体をリアルタイムでキャプチャし、セキュリティ

分析を実行することを可能にしています。 

シスコの脅威検出/軽減ポートフォリオを構成するセキュリティ ツールは、脅威となるトラフィックのセン

サーとして、また脅威を軽減するエンフォーサとしてネットワークを使用する、効果的で使いやすい製品で

す。今回のテストでは、動作しているすべてのセキュリティ アプリケーションによって、脅威と異常を特定

し、キャンパス ネットワーク全体を保護するためのアクションを即座に実行できることが分かりました。 

さらに、多数のアプリケーションを備えた Cisco APIC-EM により、現実的な SDN（ソフトウェア定義型

ネットワーキング）が提供されます。これらのうちの 1 つである EasyQoS により、QoS ポリシー定義を

簡素化された方法で容易に導入し、エンタープライズ ネットワーク内で QoS のエンドツーエンドのオー

ケストレーションを実行できることも確認できました。また、APIC-EM コントローラにより、複雑で面倒な

作業の大部分が透過的に実行されます。 
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7 - Miercom Performance Verified テストについて 

このレポートは、シスコをスポンサーとして作成されました。データはすべて、Miercom の 
Performance Verified アセスメントの一環として、Miercom のエンジニアとラボテスト スタッフによって

独自に取得されました。このようなテストは、スポンサー ベンダーと連携して共同開発された方法論に

基づいて実施されます。テスト ケースは、スポンサー ベンダーの特定の主張に焦点を合わせ、それら

の主張を確認または否認するために設計されています。その結果は、このようなレポートに記載され、

Miercom によって独自に公表されます。 

8 - Miercom について 

Miercom は、主な雑誌やその他の出版物に多数のネットワーク製品比較分析を発表しています。

Miercom は代表的な独立系製品テスト センターとして、揺るぎない評価を確立しています。 

Miercom のプライベート テスト サービスでは、競合製品分析と個々の製品評価を行っています。

Miercom は包括的な認定およびテスト プログラムとして、Certified Interoperable、Certified Reliable、
Certified Secure、Certified Green をご用意しています。また、製品の使いやすさとパフォーマンスに関

する業界で最も信頼できる徹底したアセスメントとされる Performance Verified プログラムに基づいて、

製品を評価することもできます。 

9 - 本レポートの使用について 

本レポートの内容については正確を期するために最大限の努力を行いましたが、誤りが含まれる場合

もあります。本レポートに記載される情報は各種テスト ツールに依存する可能性があり、これらのツー

ルの正確性について当社は一切の保証をいたしません。さらに、その内容については、Miercom が合

理的に検証したベンダーの表現に準じていますが、100 % の確証を持って検証することは弊社の管理

能力を超えています。 

本文書は Miercom が「現状有姿」で提供するものであり、Miercom は、明示的または暗示的にかか

わらず一切の保証、表明、約束を行わず、また、本文書に含まれる一切の情報の正確性、完全性、利

用価値または適否に関し、直接的または間接的にかかわらず法的責任を負いません。 

いずれの文書の一部も、Miercom または Cisco Systems, Inc. から特に書面での許可がない場合、そ

の全部または一部を複製することはできません。本文書内で使用されたすべての商標は各所有者に

よって所有されるものです。お客様はいずれの商標も、当社によるものでない何らかの活動、製品また

はサービスに関連し、お客様独自の商標の一部または全部に含めた使用、その一部または全部として

の使用、混乱や誤解を招いたり欺瞞的であったりする方法、または当社や当社の情報、プロジェクト、

開発の評価を下げる方法による使用を行わないことに同意します。 
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