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Cisco SD-WAN と 
Equinix Interconnection Oriented 
Architecture（IOA）によるネット 
ワーク トランスフォーメーション
ワイドエリア ネットワーク アーキテクチャは、クラウド導入と企業の 
デジタル トランスフォーメーション イニシアチブのベースとなるものです。
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概要
今や多くのビジネスクリティカルなアプリケーションがハイブ
リッド環境やマルチクラウド環境で実行されるようになってい
ます。そのため企業は、本社、ブランチ、リモートワーカー、
IoT デバイス、データセンターをクラウドプロバイダーに接続
するワイドエリアネットワーク（WAN）アーキテクチャを慎重
に検討し、最適化する必要があります。

WAN アーキテクチャは次の要件を満たす必要があります。

• 優れたユーザエクスペリエンスを実現する
• 最適なアプリケーション パフォーマンスと可用性を実現 
する 

• コンプライアンス規制を遵守し、サイバー脅威から保護 
する

• 全体コストを削減し、運用をシンプルにする
このホワイトペーパーでは、CXO や IT/ネットワークの責任者、
セキュリティスペシャリストに役立つ主なトレンド、レガシー 
ネットワーク アーキテクチャが抱える問題、シスコおよび 
Equinix 社のアーキテクチャが提供するソリューション、ダイ
レクトクラウド接続のユースケースについてまとめています。

エンタープライズ ネットワークの
ためにクラウドに移行する理由
先進的な企業は、アプリケーションやワークロードを社内の
データセンターで実行するのではなく、ハイブリッド /マルチ
クラウド環境に移行しています。移行の過程で企業は、WAN 
がカスタマーエクスペリエンス、セキュリティ、総所有コスト
（TCO）にどれ程影響を与え、運用の複雑さを増大または減
少させるかを認識することになります。

多くの場合、パブリックインターネットを介してパブリック環
境とプライベート環境を接続するネットワークアーキテクチャ
では、最適なパフォーマンスは得られません。マルチプロト
コル ラベル スイッチング（MPLS）回線を利用する集中型ト
ポロジや、クラウドの爆発的な拡大の前に導入されたレガシー 
WAN アーキテクチャでは、必要な帯域幅を確保できず、遅
延の問題にも対処できません。要するにこれらのアーキテク
チャは、クラウドコンピューティング時代に対応できるように
構築されていないのです。ほとんどの場合、セキュリティは設
計時に組み込まれずに後から追加されたもので、転送中の
データを可視化したり保護したりするのには適していません。
オンプレミスのプライベートクラウドを運用する CIO の多く
は、中核業務に専念すべく、データセンターの運用から脱却
しようとしています。

主なトレンドと課題
以下のトレンドを確認してください。

• 企業の 92% が今後 2 年間で WAN の帯域幅を拡張する 
予定である。1 

• 最近の調査によると、84% がマルチクラウド戦略を採用し
ている。2 

• 66% の企業がクラウドに関する優れた人材を集めたチーム
をすでに構築し、21% が構築を計画している。3

それでも、WAN 全体のパフォーマンスを考えると、クラウド
への移行を成功させることはリスクが高く、大きな課題です。
MPLS の高価な回線は、データセンターとブランチを接続す
るために使用されます。データトラフィックはブランチオフィス
からデータセンターにバックホールされてから、パブリックク
ラウドや SaaS プロバイダーに転送されます（図 1 参照）。 
このアプローチには以下の 5 つの点で問題があります。

• データパスが長くなることでアプリケーションのパフォーマ
ンスが不安定になり、遅延が拡大する。

• エンドポイントとデータセンター間が物理的に離れること
で、帯域幅とネットワークの運用に要するコストが増加する。

• パブリック クラウド プロバイダーから課されるデータ送信
料金により、全体的な運用コストが増加する。

• 安全性に欠ける間接アクセスと、パブリックインターネット
を通過するデータに対する可視性の欠如により、企業とユー
ザの両方がセキュリティリスクにさらされる。

• 仮想回線のセルフプロビジョニングが数分で完了するのに
比べ、キャリアが新しい MPLS 接続を確立するまで数ヵ月
要し、大きく遅れる可能性がある。

図 1.  従来の集中型エンタープライズ WAN アーキテクチャ

1 『Survey Examines WAN Transformation and SD-WAN’s Impact』
2、3 『Cloud Computing Trends: 2019 State of the Cloud Survey』

https://www.networkcomputing.com/networking/survey-examines-wan-transformation-and-sd-wan’s-impact
https://www.flexera.com/blog/cloud/2019/02/cloud-computing-trends-2019-state-of-the-cloud-survey/


ホワイトペーパー
Cisco public

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. 3

データセンターで稼働するオンプレミスクラウドと WAN アー
キテクチャとの関係にも課題があります。この状況で企業がパ
フォーマンスの最適化、遅延の削減、最高のユーザエクスペリ
エンスを実現するためには、WAN トポロジだけでなく、プライ
ベート インフラストラクチャを物理的に配置する場所も考慮
する必要があります。

多くの CIO は、オンプレミスのデータセンターで実行されて
いるワークロードの管理とセキュリティには魅力を感じながら
も、オンプレミスのワークロードを、安全で適切に管理され、
緊密に相互接続されたコロケーション施設に移行しようとして
います。前述したように、この点は非常に重要です。

シスコと Equinix 社の 
アーキテクチャ
シスコと Equinix 社は提携し、シームレスに統合されたソリュー
ション ポートフォリオを提供しています。このソリューションは 
WAN を再構築し、クラウドへの移行とデジタル トランス
フォーメーションに対応できるように設計されたものです。ネッ
トワークおよびコロケーション / 相互接続分野におけるグロー
バルリーダーである両社は、接続する場所と方法によって違い
が生じることを認識しています。シスコの SD-WAN と 
Equinix 社の Interconnection Oriented Architecture®
（IOA®）によって運用を効率化し、ユーザをサービスやアプリ
ケーションに安全に近づけながら、総所有コスト（TCO）を削
減します。

シスコのセキュアな SD-WAN
デジタル トランスフォーメーションは全世界の IT アーキテク
チャを変えつつあります。今日のネットワークチームには、複
雑なエッジ環境とマルチクラウド環境を管理し、日常業務の
一貫性を確保することが求められます。そのためには、すべて
を単一の WAN として運用する必要があります。IoT と運用テ
クノロジー（OT）が急激に拡大することでエンタープライズ ネッ
トワークへの要求が増し、さらに複雑になっています。

Cisco SD-WAN オーバーレイファブリック（図 2 参照）は、「ど
うすれば SD-WAN をクラウド /アクセス /データセンタード
メインに拡張できるか」という IT スタッフの疑問を解消します。
セキュリティスタックが組み込まれたクラウドスケール アーキ
テクチャによって、エンタープライズ ネットワークを強力に制
御し、さまざまなアプリケーションやクラウドにユーザを接続
することができます。また、Cisco SD-WAN Cloud OnRamp 
によってマルチクラウド接続がシンプルになり、ユーザエクス
ペリエンスが最適化されて生産性が向上します。世界の市場
シェアに関する IDC 社の調査で 2018 年に 1 位に評価され
た Cisco SD-WAN は、5 年間の WAN 運用コストを 38% 削
減し、導入期間を 58% 短縮します。また、計画外のダウンタ
イムが 94% 減少します。4

図 2.  Cisco SD-WAN のセキュアなクラウドスケール アーキテクチャ 

Equinix Cloud Exchange Fabric
（ECX Fabric）
グローバルのデータ通信をサポートするために構築された 
Equinix Cloud Exchange Fabric™（ECX Fabric™）は、
Platform Equinix® を介して分散インフラストラクチャとデジタ
ルエコシステムを安全かつ動的に直接接続します。Platform 
Equinix は、データセンターとビジネスエコシステムをつなぐ
世界最大クラスのネットワークです。

ECX Fabric により、2 つの ECX Fabric 拠点のデータセン
ター間を数分で接続できます。拠点が特定の市場内にあって
も、グローバルに分散していても可能です。ソフトウェア定
義型の相互接続アーキテクチャとサブスクリプションベース
のデリバリにより、企業は使用した分だけ料金を支払えばよ
く、調達プロセスが迅速になります。ユーザは、オンデマン
ド接続とセルフサービスポータルにより、AWS、Microsoft 
Azure、Google Cloud、Oracle、Cisco Webex® などの大手
のクラウド、ネットワーク、サービスプロバイダーにすぐに接
続できます。Equinix 社のデータセンター間でも可能です。
ECX Fabric エコシステムには、デジタル サプライチェーン 
パートナーやミッションクリティカルな Software as a 
Service ベンダーも参加しています。企業システムの接続範
囲が広がるにつれて ECX Fabric も拡大し、45 を超える市
場が接続され、160 を超える Equinix International 
Business Exchange™（IBX®）データセンター間がグローバ
ルで相互接続可能になっています。

4 IDC ホワイトペーパー（シスコ提供）『Business Value of Cisco SD-WAN Solutions: Studying 
the Results of Deployed Organizations』、IDC 社、2019 年 4 月。
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シスコと Equinix 社における 
ユースケース
シスコと Equinix 社は、クラウド、エンタープライズ WAN、
コラボレーションのユースケース向けに、最新の直接接続オプ
ションをいくつか用意しています。

ユースケース 1：クラウド接続

ラップトップやスマートフォンなどのエンタープライズ エンド
ポイントは、パブリックインターネットをバイパスし、従来の
集中型ネットワークトポロジを経由せずパブリッククラウドお
よび Software as a Service（SaaS）プロバイダーに直接接
続します（図 3 参照）。

利点：

• Quality of Service（QoS）を向上させ、優れたパフォー 
マンスを実現 

• MPLS 接続ではなくプライベート接続を利用してセキュアな
アプリケーション エクスペリエンスを確保 

• 高価な MPLS に対する支出を削減して TCO を大幅に削減 
• 一元管理により日々の運用をシンプル化

ユースケース 2：分散型 WAN アーキテクチャ

最初のユースケースと同様に、従来の集中型トポロジを分散
型アーキテクチャの WAN トポロジに置き換えることでネット
ワークが最適化されます。分散型トポロジでは、MPLS 回線
での運用がイーサネットに移行し、エンドポイントが Equinix 
社のエッジデータセンターにプライベート接続されます。エン
ドポイントとエッジデータセンターは ECX Fabric を介して相
互に接続されます（図 3 参照）。

利点：

• キャリアコストが 40% 以上 5 削減され、ネットワークの 
パフォーマンスが向上する 

• 一元管理ポータルから仮想回線を迅速にプロビジョニング
できる 

• 遅延が低減し、最適なユーザエクスペリエンスに必要な 
帯域幅が確保される 

• データを発生源の国に保持することで、データの主権要件
に対応可能

図 3.  クラウド接続と分散型 WAN アーキテクチャ

ユースケース 3：エッジにプライベートクラウドを配置

オフプレミスのプライベート クラウド インフラストラクチャを
パブリッククラウド（AWS や Oracle Cloud など）に近いコロ
ケーション施設に移行することでセキュリティとパフォーマン
スが向上します。このアプローチは、コンピューティング処理
とストレージをエッジに配置しながらパブリック クラウド イン
フラストラクチャに近づけることで、ハイブリッド /マルチクラ
ウド環境のアプリケーションにおける Quality of Service
（QoS）を向上させるものです（図 4 参照）。

利点：

• プライベート クラウド インフラストラクチャ上でベースライ
ンとなるワークロードを実行し、他はパブリッククラウドに
移行することで運用コストを削減できる 

• パケットが転送される物理的な距離を最小限に抑えること
で、最適なパフォーマンスとユーザエクスペリエンスが得ら
れる 

• パブリッククラウドにデータベースのバックアップを保持する
ことでディザスタリカバリ戦略が強化される

• ミッションクリティカルなアプリケーションをより安全なプラ
イベートクラウドで実行できる 

図 4. エッジにプライベートクラウドを配置

5 相互接続
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ユースケース 4：コラボレーションサービス

Cisco Webex Meetings Data Center がある場所で提供さ
れているコラボレーションサービスなどにダイレクトアクセス
する場合は、パブリックインターネットがバイパスされ、ECX 
Fabric を介して直接ピアリングされます（図 5 参照）。この
接続方式によりエンドツーエンドのセキュリティが確保され、
輻輳、パケット損失、ジッター、遅延が削減されます。同時に、
音声、ビデオ、Web 共有の品質が向上します。つまり、コラ
ボレーションのユーザエクスペリエンスが向上するということ
です。

シスコと Equinix 社は共同で、プライベートクラウドとパブ
リッククラウド間の直接接続ソリューション向けに物理導入オ
プションと仮想導入オプションの両方を提供しています。お
客様の組織によっては両方を組み合わせることが最適な場合
があります。大きな帯域幅と優れたパフォーマンスが必要な
場合は物理導入が最適な可能性があります。一方、仮想モデ
ル（OpEx モデル）は、最小限の期間で導入する場合に最適
です。

図 5.  Cisco Webex Edge Connect でクラウドに接続

シスコと Equinix 社が選ばれる
理由
シスコと Equinix 社は、シームレスに統合されたソリューショ
ン ポートフォリオを共同で提供しています。両社のソリュー
ションは、エンタープライズ WAN、プライベートクラウド、
コラボレーションのニーズに対応するように設計され、大規
模なハイブリッド、マルチクラウド、デジタル トランスフォー
メーションのイニシアチブをサポートします。

確立されたリーダーと連携する
ネットワーク、コンピューティング、ストレージのリーダーで 
あり、世界の SD-WAN 市場の 46% を占めているシスコは、
Cisco Webex を利用したコラボレーションのイノベーターと
しても認識されています。

Equinix 社は世界のコロケーション市場をリードしています。
お客様は 9,700 社を超え、56 市場の 210 ヵ所以上のデータ
センターでインターネットトラフィック全体の 96% を処理して
います。

シスコと Equinix 社がどのようにしてお客様のエンタープライ
ズ ネットワークをクラウドに接続し、組織のデジタル トラン
スフォーメーションを促進しているかについては、シスコと 
Equinix 社の共同サイトをご覧ください。
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