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はじめに：デジタル変革が WAN の進化を促進

傘下の事業部門

デジタル変革はかつてない勢いでビジネス環境を変えつつあります。市場が大きく変化す
るには数十年かかるというのがこれまでの常識でしたが、現代では Uber や Airbnb とい
ったネイティブなデジタル企業がわずか 5 年ほどで業界を震撼させる存在になっていま
す。デジタル化によって、かつてないスピードで新しい勝者と敗者が生まれようとしてい
ます。デジタル戦略を採用している組織は競争の先頭に立つことになりますが、そうでな
い組織は 5 年も経たないうちに時代に取り残されるリスクがあります。
デジタル企業になるには、俊敏性に優れたアジャイルな組織になること、つまり競合他社
よりも早く市場のチャンスをつかめるような体制を整えることが重要です。どうすればア
ジャイルなビジネスに移行できるかということが、今日の IT リーダーやビジネス リーダ
ーの最重要課題になっています。しかし、アジャイルなビジネスは、それを実現するため
のアジャイルな IT インフラストラクチャなしでは実現できません。このような理由から、
2014 年には IT のアジャイル化を進めるためのテクノロジーに企業は 120 億ドルを超え
る資金を投下しました（ZK Research 調べ）。

zeus@zkresearch.com
携帯：301-775-7447
オフィス：978-252-5314

しかし、それでもまだ十分に進化しているとは言い難く、柔軟性の強化が求められている
IT 分野として、企業のワイドエリア ネットワーク（WAN）を挙げることができます。
WAN の進化は、すべての IT リーダーやビジネス リーダーが取り組むべき最重要事項で
す。組織の俊敏性は最も俊敏性の低い IT コンポーネントによって決定され、今日では
WAN が足かせになっています。デジタル化に加えて、以下のような理由からも WAN の
進化が求められています。
•

クラウド コンピューティングの急速な普及。多くのアプリケーションやワークロード
がクラウドに移行しています。現在、企業ソフトウェアにおけるクラウドの割合は急
速に拡大しており、ZK Research の予測では、2014 年に全世界で 460 億ドルだった
クラウド サービス市場は、2019 年には 1160 億ドル以上に成長するとされています
（図 1）。クラウドのトラフィックの急増によって、エンタープライズ WAN 上には多
種多様なパターンのトラフィックが流れるようになっています。

•

コラボレーションの重要性の高まり。デジタル企業の競争優位性は、各地に分散して
いる最適な人材の知恵を速やかに集結させて適切な意思決定ができることを基盤にし
ています。モバイル ワーカーやリモート社員が急増するなかで、ユニファイド コミ
ュニケーション（UC）やビデオ会議などのコラボレーション テクノロジーが不可欠
となっています。ZK Research の 2015 Unified Communications and Collaboration
Study によると、組織の 89 % が少なくとも部分的に UC を導入しています。音声や
ビデオなどのマルチメディア アプリケーションによって、今日の WAN には大きな負
荷がかかっています。

• ネットワーク セントリック モデルへの移行。モバイル コンピューティング、クラウ
ド、Internet of Things（IoT）、およびビッグデータは、ほとんどすべての組織で最優
先事項となっています。これらの新しいコンピューティング モデルはいずれもネット
ワーク セントリックであり、各戦略においてはネットワークが中心的な役割を果たし
ます。特に WAN は重要な意味を持つことになります。従来もそうでしたが、WAN で
は特に帯域幅が重視されます。
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図 1：クラウド コンピューティングの発展によりレガシー WAN の課題が顕在化

出典：ZK Research 2015 Global Cloud Forecast

デジタル時代を勝ち抜くために必要なレベルの俊敏性を獲
得するには、企業の WAN をソフトウェア定義型モデルに
進化させる必要があります。しかし、ソフトウェア定義型
WAN（SD-WAN）に移行するには数多くのコンポーネン
トが必要になるため、企業はアーキテクチャ アプローチ
を採用する必要があります。本レポートでは、今日の
WAN の課題とソフトウェア定義型 WAN について解説し、
シスコの Intelligent WAN（IWAN）がこの新しいネットワ
ーク モデルへの移行をどのようにリスクなしで迅速に実
現するかを説明します。

セクション 2：従来の WAN の課題
現在の企業 WAN の設計に使用されているアーキテクチャ
は、30 年以上前から利用されているものです。既存のモ
デルは、クライアント/サーバ コンピューティングとベス
ト エフォート型のインターネット トラフィックにおいて
予測可能性のあるトラフィック フローを実現するために
設計されたものです。このような集中型のアーキテクチャ
は、管理性を重視して最適化されていますが、今日のよう
にモバイル ユーザ、エクストラネット、在宅勤務者など
が混在する環境において、こうした利用者からもたらされ
る多様なトラフィックを処理するために必要な流動性やき
め細かいアクセス制御を備えていません。

です。ZK Research の現在進行中の調査によると、今日
のビジネス トラフィックの 90 % 近くはビデオ トラフィ
ックに占められていると推測されます。これは、ビデオの
占める割合がネットワーク トラフィックの 10 % 未満だ
った 10 年前の状況とは大きく異なっています。
このように進化するビジネス環境において、WAN には新
たな要求が突き付けられていますが、従来の導入モデルで
は次のような理由で対応できません。
•

ネットワーク帯域幅の活用が不十分：WAN は事業運
営にとって非常に重要であるため、すべての組織はバ
ックアップのネットワーク接続をプロビジョニングし
ています。ほとんどの場合、デュアル ネットワーク接
続は「アクティブ/パッシブ」モードで配置されており、
プライマリ接続ですべてのトラフィックが送信される
一方で、バックアップ リンクはプライマリで障害が発
生したときにしかアクティブになりません。これは、
ネットワークの問題を引き起こす可能性があるルーテ
ィング ループやその他の問題を回避するためです。ア
クティブ/パッシブ構成では、両方のネットワーク接続
に、企業のすべての WAN トラフィックを通過させる
ことができるだけの十分な帯域幅をプロビジョニング
する必要があり、実際に使用している帯域幅の 2 倍の
コストがかかることになります。

今最も急速に成長しているアプリケーションの種類は、モ
バイル アプリケーションとマルチメディア トラフィック
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•

帯域幅のコストが高額：従来の WAN では、アプリケ
ーションが十分な帯域幅を利用できるようにするため
の唯一の方法は、マルチプロトコル ラベル スイッチ
ング（MPLS）などの高価なプライベート IP ネットワ
ーク サービスを使用することです。低コストのインタ
ーネット接続では、サービス レベル契約（SLA）や、
ビジネスクラスの回線として使用するのに必要な保証
は一切提供されません。

•

セキュリティやパフォーマンスをオーバーレイ テク
ノロジーとして実現：従来の WAN のセキュリティ
機能は、一般的に、必要な機能を提供する物理アプ
ライアンスのレイヤを導入することで実現されてい
ます。複数のアプライアンスを基盤として構築され
るオーバーレイ アプローチを利用すると、ネットワ
ークの複雑性をさらに増すことにつながります。

•

自動化機能がほとんどない：従来の WAN には、ネッ
トワーク運用タスクを自動化する機能がほとんどあり
ません。新しいサービスをプロビジョニングしたり、
構成の変更を導入したりする作業は、通常、機器ごと
に手動で行う必要があるため、どのような変更を行う
場合でもリードタイムが長くなります。現在のネット
ワーク セントリック IT の時代において、ネットワー
ク エンジニアの時間は非常に貴重であるため、無駄な
作業は極力減らし、戦略的取り組みに振り向ける必要
があります。

•

かりますが、それでも、WAN ベース アプリケーショ
ンのユーザ エクスペリエンスを最適化することは、ほ
とんどのネットワーク管理者にとって難しい作業です。
そのため、ネットワーク管理者はしばしば Quality of
Service（QoS）設定を調整したり、代替パスを作成し
たり、その他のネットワーク パラメータを変更するこ
とになります。このようなネットワークの微調整は、
ユーザが問題を訴えたときなどに臨時的に行われるこ
とが多く、この作業がネットワーク停止の原因につな
がる場合も少なくありません。実際、ZK Research
2015 Network Purchase Intention Study によると、今
日のネットワーク停止の最大の原因は人的エラーです
（図 2）。アプリケーションの Quality of Experience を
向上させるには、アプリケーションの動作を詳細に把
握し、最適なパスを特定して、QoS 設定やその他の要
素の継続的な変更を自動化する必要があります。
ネットワークの俊敏性は、今日のビジネスに不可欠なもの
であり、単なる努力目標ではなくなっています。ビジネス
リーダーは、ネットワーク設計に関する従来の思考を捨て、
コンピューティング層やアプリケーション層と同じレベル
の俊敏性を備えたネットワークを導入する必要があります。
これを実現するためには、新しいアジャイルな WAN アー
キテクチャが必要です。そこで登場するのがソフトウェア
定義型 WAN です。

ユーザ エクスペリエンスの最適化が困難：プライベー
ト ネットワーキング サービスには高額なコストがか

図 2：人的ミスによって不必要なネットワーク停止が発生

出典：ZK Research 2015 Network Purchase Intention Study
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セクション 3：ソフトウェア定義型 WAN
の導入
ソフトウェア定義型 WAN は、クラウド、モバイル コン
ピューティング、IoT などのネットワーク セントリック
コンピューティング モデルに最適化された、次世代の
WAN アーキテクチャと見なすことができます。
SD-WAN は、オープンさ、俊敏性、オーケストレーショ
ン、分析、セキュリティといった概念を基礎にして構築さ
れており、アプリケーション パフォーマンスを継続的に
最適化します。アプリケーション ポリシーを使用して、
構成の変更の自動化、トラフィック フローの移動、その
他の変更を実施し、ネットワークが継続的に組織のニーズ
を満たすようにすることができます。
SD-WAN では、アプリケーション ポリシーによってネッ
トワーク構成の変更を自動化できます。たとえば、特定の
アプリケーションの特性に基づいて、ネットワーク パス
選択を自動化できます。これを実現する 1 つのアプロー
チとして、制御機能を外部コントローラに抽象化する方法
があります。この方法は、一元的にポリシーを記述できる
一方で、分散的に適用して拡張性を確保できるというメリ
ットがあります。その他にも、ゼロタッチ導入や、シンプ
ルな構成とトラブルシューティングといったメリットもあ
ります。ただし、ブランチでのセキュリティの適用や、コ
ントローラの配置場所よるパフォーマンスと復元力の違い
などの課題があります。
別のアプローチとして、コントローラをネットワーク イ
ンフラストラクチャの一部として分散配置する方法があり
ます。この方法には、一元化というメリットとともに、ブ
ランチにおけるセキュリティの強化を実現し、可用性およ
び復元力を高め、ネットワーク状態に迅速に適応できると
いうメリットがあります。
Open Networking User Group（ONUG）は 2014 年に、
SD-WAN に関して以下の 10 の条件を定義しました。

1. アクティブ/アクティブ構成でパブリックおよびプラ
イベートの両方の WAN 接続を利用できるブランチ
オフィス機能

2. 市販のインフラストラクチャを含む任意のハードウ
ェアに、物理または仮想フォーム ファクタの顧客宅
内機器（CPE）を導入できる機能

3. アプリケーション ポリシーで指定されたプライベー
トおよびパブリック WAN パス全体にまたがるダイ
ナミックなトラフィック エンジニアリング機能、ネ
ットワーク WAN の可用性、さらにトランスポート
層またはアプリケーション層でのパフォーマンス抑
制を提供するセキュアなハイブリッド WAN アーキ
テクチャ

4. セキュリティ、コーポレート ガバナンス、およびコ
ンプライアンスのポリシーに基づくビジネスクリテ
ィカル アプリケーションとリアルタイム アプリケー
ションの可視性、優先順位付け、およびステアリン
グ

5. 最適化されたアプリケーション エクスペリエンスの
ための可用性および復元力の高いハイブリッド WAN

6. 直接接続スイッチまたはルータでのレイヤ 2 および
レイヤ 3 の相互運用性

7. サイト、アプリケーション、および VPN レベルでの
パフォーマンス レポートを提供する管理ダッシュボ
ード

8. コントローラのアクセスおよび管理のためのオープ
ンな Northbound（NB）API、および特定のログ イ
ベントをネットワーク イベント相関マネージャおよ
びセキュリティ イベント マネージャに転送する機能

9. ブランチ サイトのインフラストラクチャ上での直接
の構成変更がほとんど（またはまったく）必要ない
ゼロタッチ導入による最高レベルの俊敏性の確保

10. FIPS 140-2 認証証明書、および自動証明書ライフサ
イクル管理とレポート
SD-WAN の定義は進化し続けており、何が SD-WAN かに
ついての「デファクト スタンダード」と呼べるものは存
在しません。

セクション 4：シスコの IWAN はスケーラ
ブルな SD-WAN 戦略等を実現
シスコの Intelligent WAN は、WAN の変革のためのプラ
ットフォームと見なすことができます。多くの SD-WAN
ソリューションはいわゆる「フォークリフト アップグレ
ード」型で、SD-WAN への移行を一気に行う必要があり
ますが、シスコの IWAN では、SD-WAN または次世代
WAN アーキテクチャへの移行を各組織に合ったペースで
進めることができます。
まずはインターネット利用によるコスト削減を目的として
ハイブリッド WAN を導入し、後日必 要になったときに
SD-WAN に移行することが可能です。その際も、アプラ
イアンスを追加したり、ブランチ環境が複雑化する心配は
ありません。SD-WAN の導入が完了したら、ブランチの
自動化およびサービスの仮想化の基盤として IWAN を使
用できます。
IWAN は次の WAN 機能を実現します。
•

アプリケーション エクスペリエンス：インテリジェン
トなパス選択や WAN 高速化などのアプリケーション
最適化機能によって、優れたユーザ エクスペリエンス
を実現できます。
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•

セキュア アクセス：高度な脅威検出によって、ほと
んどの脅威をブロックするとともに、セキュリティ
侵害の発生を迅速に特定して、被害をすばやく軽減
できます。

•

低コスト：トランスポートに依存しない WAN であり、
ネットワーク トランスポートに対して、ブロードバン
ド、3G/4G ワイヤレス、または従来のネットワーキン
グ サービス（MPLS VPN など）の任意の組み合わせ
を同時に使用できます。しかも、あらゆるトランスポ
ートにわたって単一の共通ネットワーク設計を使用で
きます。

•

シンプルさ：ネットワーク サービスの自動化および
オーケストレーション機能によって、新規サービス
のプロビジョニングやネットワークの変更をビジネ
ス ポリシーに基づき、デジタル組織に求められるス
ピードで実施することができます。

シスコの IWAN は高度な機能を数多く備えており、さら
に ONUG が定義する 10 の主要な要件を満たしています。
図 3 に、Cisco IWAN のどの機能がどの基準にあてはまる
かを示します。

図 3：SD-WAN のすべての基準を満たす Cisco IWAN

出典：ZK Research and Cisco、2015
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シスコは、SD-WAN への部分的または完全な移行を可能
にするあらゆる技術的機能を提供しています。しかも、シ
スコのアプローチは単なるテクノロジーにとどまりません。
シスコはあらゆる技術コンポーネントに加えて、顧客に次
のような数多くのメリットを提供します。
•

•

完全なシステム検証：SD-WAN の導入時には考慮事項
がいくつもあるため、ほとんどの顧客にとってこの作
業は厄介なものに感じられます。導入をシンプルにす
るために、シスコは数々のテクノロジー設計ガイドを
Cisco Validated Design（CVD）という形で提供してい
ます。SD-WAN に関する CVD は、完全にテストされ
た検証済みのソリューションと見なすことができ、
QoS、パフォーマンス ルーティング、NetFlow モニタ
リングなどの IWAN ソリューションを導入する際の複
雑さを最小化するために役立ちます。
エンドツーエンドのソリューション：IWAN の「ソフ
トウェア定義」機能は、顧客にとって多くのメリット
があります。さらに、企業にとって重要なのは、ソフ
トウェア定義型ネットワーキングがキャンパス エッジ
（有線/無線）およびデータセンターにもたらすメリッ
トです。シスコは、アプリケーション セントリック
インフラストラクチャ（ACI）アーキテクチャを基盤
として構築された、データセンターから WAN エッジ
に至るシームレスなエンドツーエンド ネットワークを
提供できる唯一のネットワーク ベンダーです。

•

単一のプラットフォームで SD-WAN 以外の機能もカ
バー：Cisco サービス統合型ルータ（ISR）を導入する
と、SD-WAN 機能に加えて、セキュリティ、音声、ア
プリケーションの最適化、キャッシングなどのサービ
スを単一のプラットフォームで提供できます。そのた
め、それぞれの機能を実現する専用プラットフォーム
を購入するよりも大きくコストを削減でき、複数の機
器を管理するという運用上の課題も解決できます。

•

オープンなプラットフォーム：シスコは企業的な取り
組みとして、各種の標準規格に準拠した、オープンな
プラットフォームの開発に力を入れています。SDWAN も例外ではありません。オープン化戦略によっ
て、幅広いサードパーティ エコシステムがシスコの
IWAN と相互運用し、また IWAN の機能を拡張できる
ようになります。これには、LiveAction、Glue
Networks、Akamai などのエキスパート システム パー
トナーも含まれます。

•

シスコ アプリケーション セントリック インフラスト
ラクチャ（ACI）を WAN エッジに拡張する機能：
Cisco Application Policy Infrastructure Controller
Enterprise Module（APIC-EM）は、ACI を WAN およ
びアクセス エッジに拡張します。ACI によって、一元
的な管理と、ネットワーク上のアプリケーションの優
先順位をポリシー ベースで決定する自動化機能が実現
されます。NB API のプログラミング機能を使用する
ことで、ネットワーク制御を自動化して、IT の俊敏性
を高め、新しいビジネス チャンスに迅速に対応できる
ようになります。

•

自動化機能： Cisco APIC-EM コントローラの IWAN
アプリケーションによって、シスコの 4000 シリーズ
統合サービス ルータ上でセキュリティ、パスの最適化、
強化されたアプリケーションの可視化、QoS などの高
度な IWAN 機能の設定および導入を自動化できます。

•

シスコ サービスおよび大規模なパートナー エコシス
テム：シスコ リソースのネットワークは、顧客の
IWAN の設計、導入、および継続的な運用のニーズを
支援し、IWAN の導入をサポートして高速化します。

•

次世代のブランチ：シスコの IWAN は、「あらゆるユ
ーザが利用できる」というビジョンの実現を支援しま
す。つまり、サービスの仮想化によって、すべてのユ
ーザがあらゆるアプリケーションに接続し、優れたエ
クスペリエンスを享受できるようにします。Cisco
IWAN は、ネットワーク機能の仮想化（NFV）を使用
し、ネットワーク サービスのレイヤに俊敏性を提供す
ることで、このビジョンを実現します。NFV は、ファ
イアウォール、VPN、WAN 最適化などのサービスを
ハードウェア プラットフォームから抽象化し、純粋な
ソフトウェア ワークロードとして実行できるようにし
ます。これにより、中央管理コンソールまたはオーケ
ストレーション ツールを通して、必要なときにサービ
スを呼び出せるというメリットがあります。

また、Cisco ONE ソフトウェアのライセンス モデルによ
って、顧客は今すぐに導入を開始しながら、将来のために
備えることができます。Cisco ONE では、ソフトウェア
の購入とハードウェアの購入を別々に行います。顧客は、
まず目下のビジネス ニーズに適したハードウェアおよび
ソフトウェアを購入し、その後でハードウェア プラット
フォームをアップグレードして処理機能を強化したり、仮
想プラットフォームに移行したり、機能追加のためにソフ
トウェアをアップグレードしたりできます。
SD-WAN へのニーズはかつてなく高まっています。顧客
は、シスコの IWAN を利用して、今すぐ SD-WAN の利
用を開始でき、その後に完全な SD-WAN に移行し、将
来のイノベーションの基盤として IWAN を活用できます。

セクション 5：まとめと推奨事項
デジタルの時代が到来し、ほとんど一夜にして新しい市場
のリーダーが生まれるようになっています。ビジネス リ
ーダーや IT リーダーは、ダイナミックでセキュア、かつ
アジャイルな IT 基盤を構築して、デジタル テクノロジー
の活用に注力する必要があります。従来のアーキテクチャ
からソフトウェア定義型 WAN に移行するという組織の
WAN 戦略は、アジャイルな IT 基盤を構築するための重
要なステップです。
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シスコの Intelligent WAN がソフトウェア定義型 WAN の基盤を構築する

しかし、SD-WAN の市場は現在も進化し続けており、
このテクノロジーに関して業界全体で共有されてい
る定義はまだありません。そのため、サービスを今
すぐ導入しつつ、後からビジネス ニーズの変化や、
SD-WAN の進化に応じて拡張できる柔軟な基盤を構
築することが重要です。
デジタル テクノロジーの変革のパワーを利用しよう
と考えている組織は、SD-WAN への移行を最優先に
検討する必要があります。次のステップとして、ZK
Research は、以下の内容を推奨します。
• ソリューション プロバイダーを選ぶ際は、SDWAN サービスを今すぐ提供できるかと、将来
のビジネス ニーズにも対応できる機能を提供し
ているかを評価します。たとえば、シスコの
IWAN は、アーキテクチャ アプローチを採用し
ており、これを利用して企業は SD-WAN を構
築し、ネットワークの自動化を始めることがで
きます。その後、さらに次の段階に進み、ブラ
ンチ オフィスを進化させて、あらゆるアプリケ
ーションやサービスをあらゆるユーザに場所を
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問わず提供できる仮想サービス モデルに移行す
ることができます。
• SD-WAN を構築する際は、リアルタイム トラフ
ィックを考慮します。音声やビデオなどのリア
ルタイム トラフィック アプリケーションは、
WAN 上で稼動させることが最も難しいアプリケ
ーションです。次世代 WAN のアーキテクチャを
構築する場合は、これらのタイプのアプリケーシ
ョンの要件を考慮する必要があります。
• ネットワーク設計に関する従来の思考を捨てま
す。WAN の設計には多くの要素が関係します。
今日の IT リーダーには、従来とは異なる思考が
求められています。たとえば数年前は、ブロード
バンド インターネットや携帯電話ネットワーク
をビジネス用の回線として利用することは考えら
れませんでした。今では、DSL、ケーブル、4G
ワイヤレスを組み合わせてブランチ オフィスに
接続することが考えられます。SD-WAN は、従
来の WAN とは異なります。IT リーダーは、こ
れまでの経験にとらわれて有望なソリューション
を見過ごさないように注意しなければなりません。
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