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セクション サマリー

キー ポイント

• グローバル化、デジタル変革、ビジネスの自動化とレジリエンス、持続可能性といったトレンドにより、これからの新しい 
ネットワークの要件が決まります。

• 新たに登場したクラウド ネイティブ モデル、IoT、人工知能（AI）、モバイル、サイバーセキュリティの脅威、没入型アプリケーション 
など、進化を続けるテクノロジー環境は、IT ネットワーク アーキテクチャと運用業務に大きな影響を与えています。

• これらの要求の規模、複雑さ、動的な性質は、人間のオペレータだけでは手に負えないレベルになっています。

• AI、機械学習、自動化といった新しいテクノロジーを活用した新しいネットワークにより、業務の簡素化と保証、迅速な適応が 
可能になり、より良い意思決定を行えるようになります。

はじめに：デジタル時代のネットワーキング環境

はじめに

7 億 50 % 146 億台 42 % 53 % 12 倍
2021年までに 

エッジでホスティング
されるコンテナ数1

2021年までに 
エンタープライズ  

データセンター以外の
場所に移行される 
ワークロードの割合2

2022年までに 
到達する IoT  
デバイスの数3

2017年から2022年 
にかけての企業の 

モバイルトラフィックの
年間増加率3

被害額50万米ドル 
以上の損害を招いた 
サイバーセキュリティ 

攻撃の割合4

2022年までの  
AR/VRの 

トラフィックの 
増加率3

新しいネットワークを形作るグローバル ビジネスとテクノロジーのトレンド
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• IT 部門のリーダーとネットワーク戦略担当者は、自社 
ネットワークの各ドメインを、自動化と AI テクノロジーを 
基盤としたコントローラベース モデルへと進化させる 
段階的なアプローチを推進する必要があります。

• IT 部門のリーダーに求められるのは、ビジネス上の 
優先事項との整合性を図りながら、アーキテクチャ、 
テクノロジー、運用、人材までを網羅したビジネスプラン、

テクノロジープランを構築することです。

• ネットワーク戦略担当者と実務担当者には、ネットワーク 
変革をリードし、その価値を高めるのに必要なスキル

セットを身につけるためのキャリアおよび学習のパスを 
特定することが求められます。

重要な指針 重要な予測

「2025 年までに、最先端のネットワーク担当チームは、 
キャンパスやブランチから、WAN、データセンター、 
クラウド、サービスプロバイダー、セキュリティに至るまで、

あらゆるドメインにインテントベースのネットワークを導入 
するでしょう。それは、ビジネス要件やアプリケーション 
要件を理解し、それをネットワークポリシーやセキュリティ 
ポリシーに変換する機能を備えたネットワークです。ネット

ワークのインテリジェントな自動化機能により、アジリティ

が大幅に向上し、その運用には、継続的な監視、アシュア

ランス、最適化を実施する、効果的なフィードバック ループ 
が活用されます。インテントベース ネットワークにより、 
ネットワーク全体で、ビジネス サービスの継続的な提供

とセキュリティが保証されるようになります。こうした進歩

は、組織はもちろん社会全体に重要なベネフィットをもた

らすでしょう」。

— ジョン・アポストロポロス、 
シスコ エンタープライズ ネットワーキング担当 CTO

セクション サマリー 
（続き）

はじめに
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はじめに：デジタル時代のネットワーキング
環境

1962 年に書かれた一連の記録の中で、当時アメリカ国防高等研究計画局（DARPA）の責任者であった 

J.C.R. リックライダーは、世界中のコンピュータが相互接続し、データやプログラムにどこからでもすばやくア

クセスできる「銀河間コンピュータ ネットワーク（intergalactic computer network）」を提唱しました。5 

そのわずか 3 年後の 1965 年には、レナード・クラインロック、ローレンス・ロバーツ、トーマス・メリルらが、

電話回線を使って 4 台のコンピュータを接続し、初の広域ネットワークの構築に成功。これがインターネット

の起源となりました。6 

50 年以上経った今も、リックライダーが当時描いたビジョンの通り、ネットワークは情報やサービスを利用する 

世界中の消費者と、アプリケーションやデータソースとをつないでいます。 

もちろん、それ以外の部分では、状況は大きく変化しました。

はじめに
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テクノロジーの急激な進歩に伴い、現代の世界では、あらゆるも 
のがつながり、デジタル化、分散化、多様化が進んでいます。 
さまざまな「モノ」がデータ処理能力を備えるようになり、コン

ピューティング モデルは、分散型・ネットワーク型へと大きく

移行しつつあります。また、そこに各種デバイスやユーザが加わる 
につれ、メトカーフの法則により測定されるネットワークの 
価値と重要性は飛躍的に高まり続けます。

デジタルビジネスは引き続き、ネットワーク化されたイノベー 
ションを促進しています。IDC の推測では、2023 年までに

世界中で相互接続するデバイスの数は 489 億台に達すると 
され7、2018 Cisco Complete VNI Forecast では、ネット 
ワークで消費される平均データ量は、PC 1 台あたり 1ヵ月

に約 60 GB になると予想されています。3

進化を遂げる IT ネットワークの
役割

はじめに
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こうした、とめどない成長を鑑みれば、ネットワークの壮絶な 
規模と複雑さが、IT チームの手に負えないレベルに達し、効果

的な管理や安全の確保が難しくなっているのも当然でしょう。

今必要なのは、運用を簡素化し、人間の意思決定を向上させ

る、機械学習、機械推論、自動化などのテクノロジーを組み合

わせた新しいシステムです。 

私たちは今、ネットワーキングの新時代に突入しています。 
つまり IT 部門が、ネットワークを構築・運用するための従来の 
手法から脱却し、まったく新しい方法で問題を解決するテクノロ 
ジーを活用する未来を受け入れる時なのです。

この新しいネットワークの基盤となる、新しいネットワーク  
テクノロジー、運用、人材のトレンドについて検討していく前

に、その進化を後押ししているグローバル ビジネスとテクノロ

ジーのトレンドについて、簡潔に説明していきたいと思います。

自動化

AI

セキュリティアクセス/ワイヤレス マルチクラウド

テクノロジーのトレンド

新しいアプリケーション モデル

IoT

人工知能

モビリティ

没入型エクスペリエンス

サイバーセキュリティ

ビジネスのトレンドと
グローバル メガトレンド

グローバリゼーション

デジタル変革

持続可能性

プロセスの自動化

ビジネス レジリエンス

ネットワーク技術 ネットワーク運用 ネットワーク関連の人材

新しい IT ネットワーク

図 1  新しいネットワークを形作るグローバル ビジネスとテクノロジーのトレンド

はじめに
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組織内でのネットワークの役割は、さまざまなグローバル  
トレンドやビジネス トレンドによって形作られます。IT 部門の

リーダーは、これらのトレンドを理解することで、ネットワーク

に対するビジネスリーダーたちの期待の高まりに対応しやすく

なります。

ネットワークへの要求を形成する
グローバル トレンド

ガートナーによれば、ネット 
ワークが戦略を実現させる 
要因であると捉えている組織は、 
現時点では 20 % に満たない 
ものの、2023 年までにエンター
プライズの 60 % 以上が、 
ネットワークがデジタル戦略の 
中核を担うものとして認識する 
ようになる、としています。8 

世界的なメガトレンドを概観することで、ビジネスリーダーが

ネットワークに何を求めているのかが見えてくるでしょう。

世界経済フォーラムによれば、私たちは今、「グローバリゼー 
ション 4.0」と呼ばれる、新しいデジタルドリブン型グローバリ 
ゼーションの時代に入っています。この新しい時代には、デジ 
タル機能や人工知能を備えたデジタルの商品やサービスが 
主要な輸出品目となります。9

ネットワークへの影響
システム、人、プロセス、場所、デバイス間の接続の 
分散化や複雑化が進むにつれ、組織におけるネット 
ワークの経済的価値が高まりますが、一方で、ネット

ワークのセキュリティ確保や管理は、戦略を要する、

より難しいものとなります。

グローバリゼーション

ビジネス変革の基盤として、アナリティクス、モビリティ、クラ 
ウド ソリューション、IoT などのデジタル テクノロジーを採用

する企業は増加の一途をたどっています。IMD とシスコによる

「デジタル ボルテックス 2019」レポートによれば、2015 年

にはわずか 27 %であったのに対し、現在は会社役員の 88 % 
が、デジタル ディスラプションは、自社が属する業界に重要な

影響または変革を起こすほど大きなインパクトを与えるもの 
である、と考えています。10

デジタルビジネスの 変革

はじめに
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企業が品質、従業員の生産性、顧客満足度等の向上を目指す

なか、自動化やロボティクスの活用は、今後も急増し続けるで

しょう。Capgemini Research Institute は、自動化が 
広範囲に採用されることで、自動車、小売、公共事業、製造の

各セクターのコストが削減され、その削減額は、2022 年まで

に最大 4,710 億ドルに及ぶものと予測しています。11

グローバリゼーションとデジタル変革により、今日の組織は、 
ますます複雑に関連し合うテクノロジー、システム、プロセス、

コネクテッドの世界がますます広がるなか、組織には、環境の

持続可能性に配慮しながら成長しなければならない、という 
課題が突きつけられています。組織は、標準的な評価指標に

加えて、温室効果ガス排出量の削減、生物多様性や天然資源

の保護、廃棄物の削減やリサイクルに考慮した製品デザイン 
といった指標で評価されるようになります。

ネットワークへの影響

ビジネスに予測不能な事態は付きものであるため、

新しいサービス、プロセス、モデルの導入に伴って

新たに出てくる要件に合わせ、すばやく調整できる 
ネットワークが必要となります。

ネットワークへの影響

プロセスの自動化は、時間的制約のあるミッション 
クリティカルなものであるため、パケット配信の 
信頼性と即時性を確保できるネットワークが求めら

れます。

ネットワークへの影響

俊敏で復元力を備えたセキュアなネットワーク  
アーキテクチャは、従業員、顧客、パートナーを保護 
する上で最も重要であり、データの復元、および 
サービスとアクセスの迅速な復旧には不可欠です。

ネットワークへの影響

先進的なネットワークを導入することで、エネルギー

消費量から資源の使用量、ガス排出量の削減まで、

ビジネスのほぼすべての側面において効率アップを

図ることができます。

ビジネスの自動化

ビジネス レジリエンス 
とオペレーショナル  
レジリエンス

持続可能性

サプライチェーン、インフラストラクチャに依存しています。 
効果的なビジネス レジリエンスを獲得するには、運用上のリスク 
を継続的かつ事前対策的に評価し、危機管理計画（コンティン 
ジェンシー プラン）を確立・監査し、インシデント対応トレー 
ニングを実施する必要があります。

はじめに
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新たに生じた数々のトレンドにより、IT 環境は今まさに、

大きな変化の時を迎えています。これらの重要なトレンド

を詳しく見ていくことで、それらがエンタープライズ ネット

ワークにもたらしうる影響が明らかになります。

新たなアプリケーション事情

アプリケーションとデータは、当然ながら、デジタルビジネス

の中核をなすものであり、アプリケーションの開発、ホス

ティング、消費の状況は、新たなビジネスニーズに応じて

常に変化しています。 

ここで、アプリケーションがどのように進化し、それに伴って 
ネットワークがどう変化しているのかについて、いくつかの

例をご紹介します。

ネットワークの進化を促す 
テクノロジー トレンド

アプリケーションとデータは、オフプレミスへ：アプリケー 
ションとデータは、モジュール化されてマイクロサービスに分割

され、複数のパブリック クラウドに移行されつつあります。ネット 
ワーク エッジに分散化されているケースも見られます。また、

複数の SaaS（software-as-a-service）プロバイダーの

利用が増加しています。

アプリケーションは、モジュール化され、あらゆる環境に分散

されている：モノリシック（一体型）アプリケーションは、多くの

場合、相互接続されたマイクロサービスに分割され、エンター 
プライズ全体に分散された、コンテナをはじめとする多様な 
仮想ワークロードと物理ワークロードを介して提供されてい

ます。

Uptime Institute によれ
ば、2021 年までに全ワーク 
ロードの半分が、エンター 
プライズのデータセンター 
以外の場所、つまりクラウドと 
データセンターのインフラ 
ストラクチャ、またはネット 
ワークエッジのいずれかで 
処理されるようになります。2

アプリケーションは、継続的かつ迅速に開発されている： 
オンプレミスで開発されホスティングされるアプリケーションの 
場合、IT 部門は、アプリケーションとユーザのニーズを満たす

ため、インフラストラクチャ サービスの構築と提供までの時間

を短縮しなければならないと同時に、運用コストを抑制する 
ことも求められます。

はじめに
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アプリケーションは、物理的なものから、仮想、コンテナ、サーバ 
レスへと移行している：コンテナの台頭により、アプリケーション 
の設計や展開に破壊的なパラダイム シフトが起きています。 
つまり、サーバレス アーキテクチャへの移行により、組織は、 
アプリケーションの構築方法、インフラストラクチャの役割、 
運用プロセス デザインの見直しを余儀なくされています。

IoT
IoT デバイスやアプリケーション、それに付随するデータの 
爆発的増加に後押しされ、新しい分散型のコンピューティング  
モデルが生まれ、その規模と複雑さは大幅に増しています。 
シスコ VNI Forecast Highlights ツールによると、2022 年 
までに、全世界のネットワークに接続されたすべてのデバイス

のうち、M2M（マシンツーマシン）デバイスが占める割合は  

51 %（146 億台）に達するとされています。12

ネットワークへの影響

アプリケーションやマイクロサービスがあらゆる 
ドメインに出現している今、ネットワークは、データ

がある場所に存在し、相互接続され、成長していく 
「ナーブ クラスタ（nerve clusters）」の集合体と

して捉える必要があります。それはエッジとクラウド 
間のあらゆる場所に存在しうるものです。新しい 
ネットワークに求められるのは、その相互接続された 
「ナーブクラスタ」同士およびその内部を安全につな

ぐ機能です。また同時に、それらの新しいアプリケー

ション モデルの仕組みの本質を理解し、ネットワー

ク全体にわたって、アプリケーションがホストされて

いるあらゆる場所に、アプリケーション ポリシーを 
動的に拡張する機能も備えている必要があります。

2021 年までに、インストール 
され使用されるコンテナ インス
タンスは、35 億を超え、その  
20 %が、エッジおよび IoT  
ワークロードを支える分散化 
されたロケーションで実行される
ようになると推測されています。1  

ネットワークへの影響

ネットワーク管理者は、多種多様な IoT デバイスに接続性 
とセキュリティを提供しなければならないうえ、同じ 
ネットワーク内の他のサービスに影響や障害をもたらす

ことなく、ポリシーの特定、分類、適用を自動化し、それ

らが正常に機能しているかどうかを監視するための、 
スケーラブルで効率的な方法を考案することが求められ

るようになるでしょう。 

はじめに
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ネットワークへの影響

ビジネスで AI の潜在能力を最大限に引き出すには、より

エッジに近い場所で、コンピュータ処理と意思決定が行 
われるようにする必要があります。AI による処理を行う 
場所やデータの格納場所は、性能、キャパシティ、プライ 
バシー、コストに応じて、クラウド、オンプレミスのデータ 
センター、ネットワークエッジなど、多様化していくで 
しょう。

ネットワークへの影響

従業員がネットワークにつながっていない状態で、会社や

個人のデバイスからクラウド アプリケーションにアクセス

できるようになったことで、可視性が欠如し、制御できなく

なるなど、ネットワーク管理者やセキュリティ管理者がこれ 
まで直面したことのない問題が生じています。また IoT  
デバイス増加の波により、規模、異なるトラフィック 
パターン、セキュリティに関するワイヤレス ネットワーク要件 
が増加しています。

AI 
企業向けおよび消費者向けに AI を活用したアプリケーション

が登場したことで、自動化機能を備え、相互接続したインテリ

ジェントなデバイスがあらゆる場所で導入されるという、まったく

新しい世界が形成されつつあります。 

モビリティ

シスコ VNI Forecast Highlights ツールによると、世界

のビジネスのモバイル データ トラフィックは年 42 %の割合

で増加し、2022 年には 2017 年の 6 倍に達するとされてい

ます。12 ビジネス モバイル ユーザは、Wi-Fi や 4G、5G の

公衆ネットワークを介して、時間や場所を問わず、あらゆる 
デバイスで接続できる即時性に優れた高性能なコネクティ

ビティを今後も期待するでしょう。同時に、ワイヤレス IoT  
デバイスが生活のあらゆる場面に登場し、その遍在性がます

ます高まるものと考えられます。 

はじめに
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ネットワークへの影響

ネットワークは今後も、脅威を特定し抑制する上で強い

味方となりますが、巧妙さと数を増し続ける攻撃にうまく

立ち向かうには、ネットワークやセキュリティ業務担当 
部門がデータを共有し、ツールとワークフローを統合する 
必要があります。さらに、ネットワークを活用すること

で、IT 部門の制御範囲をクラウド環境にまで広げること

が可能になり、IT 部門が直接管理していないアプリケー

ションやデータも保護しやすくなると考えられます。

ネットワークへの影響

今後ネットワークには、そうした没入型エクスペリエンス 
の実現に必要なエンドツーエンドの帯域保証、遅延の 
少ない通信、動的なパフォーマンス制御の提供が求めら

れるようになります。

セキュリティ

サイバーセキュリティの脅威は、ますます巧妙化して危険度を

増しており、攻撃対象も広くなり、明確に定義・防御された境界 
内に収まりきらなくなっています。特に、ワークロードがオン 
プレミスではなくなったことで、IT 部門からの可視性が低下す

る危険性があります。 

没入型エクスペリエンス

コラボレーション、トレーニング、生産性、リモートワークの 
エクスペリエンスを向上させるためにビデオの活用が増え、 
仮想現実（VR）や拡張現実（AR）も採用されるようになった

ことで、組織のネットワークに対する要求がこれまで以上に 
大きくなっています。 

2022 年までにインター 
ネットのビデオは、 
企業のインターネット  
トラフィックの 82 %を 
占めるようになり、VR/
AR のトラフィックは  
12 倍、インターネットのビ
デオ監視トラフィックは  
7 倍に膨れ上がります。13

82 %

はじめに
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こうしたダイナミックなテクノロジー環境は、すべての組織とその顧客に当てはまる現実であるだけでなく、デジタル経済の原動力でも

あります。そのため、IT 部門が、適切なネットワーク テクノロジー戦略、運用モデル、人材を用いて、こうしたトレンドに対応しなけれ

ばならないことにプレッシャーを感じるのも無理はありません。 

モノの
インターネット

マイクロサービス

コロケーション 
センター

IoT
エッジ

拡張された
エンタープライズ

パブリック 
クラウド/IaaS/SaaS

プライベート 
クラウド

エンタープライズ 
データセンター

キャンパス 
ブランチ

デジタル ビジネス

急激に増え続ける
ユーザとモノ

分散する
アプリケーションと

データ 

安全性が確保されて
いない境界 

AR/VR

サイバーセキュリティ
脅威

人工知能

モビリティ マルチクラウド

図 2  ネットワークへの新たな要求を生んでいるテクノロジー
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新しいタイプのネットワークの
必要性
要求がますます厳しくなっている環境において、IT 部門のリー

ダーには、ネットワークに対するアプローチをこれまでにない

画期的なものに変えることが強く求められています。 

デジタル経済で組織が成功するために、ネットワークに必要なの

は、変化するビジネス要件に迅速に対応できる機能です。ネット

ワークは、ますます多様化し刻 と々変化するユーザ、デバイス、

アプリケーション、サービスに対応しなければならないと同時

に、多様なデバイスを、シームレスかつセキュアに組み込み、期

待通りのユーザ エクスペリエンスやアプリケーション エクスペ

リエンスを提供できるものでなければなりません。 

また、場所を問わず、ワークロード間およびワークロードへの

高速かつセキュアなアクセスを確保することも求められます。 
ネットワークが適切に機能するためには、キャンパスやブランチ 
をはじめ、リモート／在宅、WAN、サービスプロバイダー、 
モバイル、データセンター、ハイブリッド クラウド、マルチ  
クラウドに至るあらゆるネットワーク ドメインにおいて、 
ユーザ、デバイス、アプリケーション、サービス間で、これら

すべてのニーズがエンドツーエンドで満たされなければなり

ません。 

組織にとってこれは、各ネットワーク ドメインに対し、新しい 
統合型アーキテクチャ、つまり、各ドメイン固有のニーズに対応

できるようカスタマイズされ、すべてのドメインにわたって、一貫 
したポリシーを適用・実施するための方法を提供するアーキ 
テクチャが必要であることを意味します。

図 3  新しいネットワークに与えられる 4 つの主な目的

• 新しいデジタル ビジネスの
取り組みを可能にする

• 急激に変化し続ける
アプリケーションのニーズに
動的に合わせる

• 高まる要求に対応すべく 
IT の運用を簡素化する

• IT を活用してビジネス価値の
創造にリソースを注ぐ 

• 常にサービス パフォーマンス
およびユーザ エクスペリエンス
要件を満たす

• ネットワークの中断を予防する

• セキュリティ脅威が害を及ぼす
前に防止する、または阻止する

• コンプライアンスおよび規制
要件に準拠する

ビジネスと整合性をとる 複雑性を抽象化する パフォーマンスを保証する リスクを軽減する 

はじめに
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シスコのエキスパートが想定する 
新たなネットワーク アーキテクチャ

今日のネットワークの大部分は、この新しいデジタル時代の

ニーズに対応する準備がまだ整っていません。当社の「2019 

Global Networking Trends Survey」によって、IT 部門の 
リーダーの 39 %は、自社ネットワークがデジタル ビジネスの

ニーズに十分に対応できていると考えている一方、同じように

考えているネットワーク戦略担当者はわずか 19 % しかいな

いことが明らかになりました。14

とはいえ、こうした楽観には理由があるのです。シスコのエン 
タープライズ ネットワーキング担当 CTO、ジョン・アポストロ 
ポロスは、今日の柔軟性に欠けたマニュアル操作のインフラ 
ストラクチャは、比較的短期間のうちに、「組織が依存する 
アプリケーションやサービスの変化する要求に合わせて常に 
適応させることができる」より俊敏性の高いソフトウェア駆動

型のアーキテクチャに移行すると推測しています。

IT 部門のリーダーの 39 %は、
自社ネットワークがデジタル ビジ
ネスのニーズに十分に対応できて
いると考えている一方、同じよう
に考えているネットワーク戦略担
当者はわずか 19 % しかいない
ことが明らかになりました。14 

39 %

この新しいネットワーク アーキテクチャとはどのようなものな

のでしょうか。エンジニアリング担当シニア バイス プレジデント 
であるラヴィ・チャンドラセカランは、「ネットワークの現状、 
ダイナミックに変化するユーザおよびアプリケーション事情、

幅広い選択肢を考慮すると、ネットワークは、より高い自律性

を備えたシステムとして機能するようになる」としています。

この高い自律性を実現する鍵となるのが AI です。AI は、 
トラフィック ルートを自動変更する、帯域を増やすようリクエ

ストする、ポリシー変更を要請する、あるいは新たなサービス  
リクエストを拒否するなど、刻 と々変化するネットワーク状況に

すばやく対応できるよう IT チームをサポートします。 

システム全体にわたりインテリジェンスや自動化を活用するこ

とで、ネットワークは徐々に、ユーザがまったく意識しなくても

機能するものとなっていくでしょう。ただそこに存在し、いつで

もどこでも、必要なレベルで、ユーザが求めるサービスに安全

にアクセスできるようにするものとなるのです。 

アポストロポロスは、ネットワークがその約束を果たすのに必要

なインテリジェンスとパワーを手に入れるのは、もうしばらく 

「ネットワークの現状、ダイナミック
に変化するユーザおよびアプリケー 
ション事情、幅広い選択肢を考慮 
すると、ネットワークは、より高い 
自律性を備えたシステムとして機能
するようになるでしょう」。

— ラヴィ・チャンドラセカラン、シスコ  
エンタープライズ ネットワーキング、 
エンジニアリング担当シニア バイス プレジデント

はじめに
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先の話になるとしながらも、AI を搭載したサービス アシュア 
ランス、コントローラベースの自動化、自然言語処理、ネットワーク  
セキュリティの大幅な改善をすべて実現するのに必要な技術は、

着実に進歩していると確信しています。 

新しいネットワークのユースケース

2025 年、先進的なエンタープライズ ネットワークは、あらゆる

基幹業務部門が自然な言語で指示した内容を実行したり、それを

自動的にポリシーや自動化されたアクションに変換する能力を備

えるようになり、他の既存のサービスに一切影響を与えることな

く、ネットワーク全体で常にビジネスニーズが満たされた状態を

確保できるようになると考えられます。これらの機能を持った 
ネットワークは、一般に、インテントベース ネットワークと呼 
ばれます。

ここで、インテントベース ネットワークの仮想事例をご紹介し

ます。

概要：この企業は、AR アプリケーションによる新しいビジネス  
イノベーションをサポートするためワイヤレス IoT 光センサー

の導入を希望しています。以下は、ビジネスのニーズと目的が、

どのような形でネットワークのアクションに変換されるかを示して

います。

ビジネス ニーズ： 
クラウドベースの拡張現実アプリケーションを

提供するために、IoT 光学センサーをすべての

キャンパスおよびブランチに展開する。 

デバイスの自動分類： 
センサーは自動的に発見、認証、光学センサーとして
分類され、適切に保護された安全なネットワーク 
セグメントに配置されます。 

自動セグメンテーション： 
アプリケーション サービスおよびトラフィックは、
クラウド上の個別のセグメントに隔離されており、

WAN を介してキャンパスおよびブランチ ネット
ワークのセンサー セグメントに自動的に
接続されます。

アシュアランスおよび修正： 
ネットワークが継続的にセンサーのパフォーマンス
とセキュリティ、アプリケーション、トラフィック量を
監視し、ユーザエクスペリエンスを最適化するため
に推奨される修正を提案します。

ビジネスの目的： 
センサーはしっかりと保護する必要がある。
アプリケーションはビジネス クリティカルだが、
トラフィックは時間的制約や遅延の影響が
少ない。

インテントの翻訳（変換）： 
ネットワークがこれらの要件を把握し、ネット
ワーク ポリシーおよびセキュリティ ポリシーや
アクションに翻訳（変換）します。

ネットワーク ポリシー： 
ポリシーとして翻訳（変換）されたものは、
他のポリシーと適合するか検証された上で、
該当するすべてのネットワーク デバイスで
自動的に有効化されます。

インテントベース 
ネットワーク

図 4  新しいネットワークのユースケース
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ネットワーク アーキテクチャ事情

デジタル時代のニーズに対応できる、より高度なネットワークへの移行が進むなか、組織では今、どこまで実現できているのでしょうか。 
シスコ デジタルネットワーク対応モデルは、IT 部門が自社ネットワークの現在の対応状況を評価し、将来のプランを作成するのに 
役立つ、標準的な 5 段階の成熟度モデルを提供しています。 

このモデルは、アーキテクチャ、アクセス、WAN、アシュアランス、ネットワーク セキュリティなど、さまざまなネットワーク対応カテゴリ 
に適用することができます。

図 5  シスコ デジタルネットワーク対応モデル

ベスト エフォ
ート型

コネクティビティドリ
ブン型

インテントベース

情報時代

デジタル時代

ソフトウェア定義型
サービスドリブン型

サイロを手動で運用している

エンドツーエンドの管理を

手動で運用している

ドメインごとに

コントローラベースで

ポリシーを自動化している

各ドメインでビジネスの目的と

整合性をとっている

ドメイン全体の動的なビジネス 
ニーズとの整合性を

常にとっている
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ネットワーク テクノロジーの 
トレンド

2020 グローバル ネットワーキング 
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新しいネットワークを形成する  
5 つのテクノロジー
今この瞬間にも、進化を遂げた数多くの主要なネットワーク テクノロジーが融合し、新しいネットワーキング モデルの

基盤が形作られています。特に、自動化、AI、マルチクラウド ネットワーキング、ワイヤレス、ネットワーク セキュリティ

という 5 つのテクノロジー分野における進歩は、間違いなく、数十年の間に起きるネットワーク変革の中で最大の波を

引き起こすものとなります。これらのテクノロジーは、増大した規模、アジリティ、セキュリティに対する市場のニーズを

満たし、それによってまた、この世界を今とは別のものに変えていく新たなトレンドを生み出すことになるでしょう。

テクノロジー分野
• 自動化
• AI
• マルチクラウド  

ネットワーキング
• ワイヤレス
• ネットワーク セキュリティ

テクノロジー



2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート

22

エンタープライズ ネットワーク分野を担当する IDC シニア リサーチ アナリスト、ブランドン・ 
バトラーは次のように述べています。「世界中の組織は、市場の流れに乗り、従業員、パートナー、 
顧客等のニーズを満たすには、デジタル変革が必要であること認識しています。IT 部門のリーダー 
は、安定性に優れたセキュアでアジャイルなネットワークがなければ、組織のデジタル変革 
は危機に陥り、自社ネットワークのさまざまな部分を同時にリファクタリングする必要性に 
迫られることも認識しています」。

自動化

AI

セキュリティアクセス/ワイヤレス マルチクラウド

図 6  ネットワーク変革を形成する 5 つのテクノロジー

各テクノロジー分野の現状を詳しく見ていくことで、それらテクノロジーによってネットワークがどのように再構築されるのか、現在の

導入状況、近い将来起こりうる変化に関するインサイトを得ることができます。

テクノロジー
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キー ポイント

• ソフトウェア定義型ネットワーキング（SDN）、インテント

ベース ネットワーキング（IBN）、ネットワーク仮想化、 
プログラマビリティ、オープンプラットフォーム型ネット 
ワーク コントローラが組み合わさることで、ビジネスニーズ 
や IT プロセスに合わせてネットワーク サービスを自動 
調整する機能が、現実のものになりつつあります。 

• IBN が持つ、目的をポリシーに変換する機能、データ収集 
機能、可視化および問題修正を行う機能、そしてポリシー

が意図通りに機能するよう保証する機能は、SDN の自動

化機能を向上させます。

• IBN の目的は、サービス パフォーマンス要件、セキュリティ 
およびコンプライアンス ポリシー、IT 運用プロセスをネット 
ワーク全体に継続的に適用し、保証することです。 

• オープンプラットフォーム型コントローラ上のアプリケー 
ション プログラミング インターフェイス（API）により、 
コントローラを周辺のネットワークや IT サービス、他の 

IT ドメイン、ビジネス アプリケーション、異種インフラ 
ストラクチャと統合し、インテリジェンスを交換することが

可能になります。

• IT 部門のリーダーは、今後 5 年間でネットワークに最も影

響を与えるテクノロジーは、ネットワーク自動化（25 %）、 

SDN（23 %）、IBN（16 %）であると答えています。

• IT 部門リーダーの 27 %が、先進ネットワーク テクノロジー

を導入する際の障壁として、アクセス、WAN、データセン

ター（DC）、クラウド、セキュリティの各ドメインにおける

サイロ化した設計・運用アプローチを挙げています。

• IT 部門のリーダーの 34 %が、改善すべき重要な分野と 
して、ネットワーク調整機能の改善や、他の IT チームとの

統合を挙げています。 

• IT 部門のリーダーやネットワーク戦略担当者のうち、現在

の自社ネットワークを「インテントベース ネットワーク」 
に分類したのはわずか 4 %である一方、回答者の 35 %
は、2 年以内にインテントベースに移行する計画があると

述べました。

重要な調査結果

大規模なネットワーク自動化

セクション サマリー

テクノロジー：ネットワーク自動化
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重要な指針

• IT 部門のリーダーは、自社ネットワークを評価し、ビジネス 
が求めるスピードでネットワーク サービスを提供する 
準備が整っているかどうかを判断する必要があります。 

• 各ネットワーク ドメインで、クローズド ループ型インテント 
ベース ネットワーキング戦略を段階的に実現し、その各 
ステップで組織に最高の ROI をもたらすロードマップの

構築を検討する必要があります。

• オープンプラットフォーム型ネットワーク コントローラを 
統合することで、最大のベネフィットが得られる  IT  
プロセスおよびビジネス アプリケーションを特定し、優先 
順位を決定しましょう。

重要な予測

「長年構想されてきたエンドツーエンドでのインテント

ベース ポリシーの実装が、2025 年までに実現され始め

るでしょう。ネットワーク担当チームは、クライアント -  
アプリケーション間や分散されたワークロード間全体に

わたって、動的なセグメンテーションやサービス最適化ポ

リシーの自動化を各ドメイン（アクセス、WAN、データ 
センター、マルチクラウド、IoT）で大規模に実施できるよう

になります」。

— ロニー・レイ、シスコ  
エンタープライズ ネットワーキング、 
カスタマーエクスペリエンス担当バイス プレジデント

セクション サマリー  
（続き） 大規模なネットワーク自動化

ネットワーク自動化とは、言うまでもなく、1 つのネットワーク

内の物理デバイスと仮想デバイスの設定、管理、テスト、展開、

運用を自動化するプロセスのことです。ネットワーク最適化 
そのものを自動化し、継続的なサービス強化を図ることもでき

ます。 

自動化によりネットワークの可用性が高まり、ネットワーク 
運用（NetOps）チームは時間のかかる日常タスクから解放さ

れます。IT 部門リーダーの 25 %が、今後 5 年間でネットワー 
キングに最も大きな影響を与えるテクノロジーとして「ネット 
ワーク自動化」を挙げているのも当然と言えるでしょう。14 

SDN、IBN、仮想化、プログラマビリティ、オープンプラット 
フォーム型コントローラの分野におけるイノベーションが、今日

のネットワーク自動化を実現しつつあります。 

ガートナーによれば、「データ
センターのネットワーキング  
タスクの約 70 %がマニュアル
で実行されており、それが時間や 
労力の増大、エラーの可能性の
上昇、柔軟性の低下に 
つながっています」。15 

IT 部門リーダーの 25 %が、 
今後 5 年間でネットワーキング 
に最も大きな影響を与えるの 
は「自動化」であると考えて 
います。14

70 %

25 %

テクノロジー：ネットワーク自動化
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ソフトウェア定義型ネットワーキング
（SDN）：始まったばかりのテクノロジー

ここ数年の間に、SDN はネットワーク全体の自動化を大きく

前進させました。SDN により、ネットワーク担当チームは、 
制御プレーンと転送プレーンを分離することで管理の効率と

柔軟性を向上させ、エンドツーエンドのシステムとしてネット 
ワークを管理できるようになります。

その結果、制御プレーンは直接プログラムが可能となり、 
アプリケーションやネットワークサービスを支えるデバイスや

インフラストラクチャは概念化されます。ネットワーク イン 
テリジェンスは、プログラマブルな SDN コントローラを通じ

て論理的に一元化されます。 

当初、SDN はポータブルで動的なワークロードの移行や 
サーバ間トラフィックのサポートに必要な複雑なデータ 
センター環境を簡素化するために導入されました。同じ原則

を基盤とするものとして、ユーザとデバイスのアクセス確保を

効率的に行えるようにするソフトウェア定義型アクセス（SD-

Access）や、アプリケーションやクラウド サービスにアクセス 
するユーザのエクスペリエンスを改善するソフトウェア定義型

WAN（SD-WAN）があります。 

インテントベース ネットワーキング： 
クローズド ループ型の制御

ネットワーク担当チームの第一の目的は、アプリケーションと

サービスを常に利用できるようにすることと、ビジネスを保護

することです。SDN は自動化を大きく前進させていますが、 
これは、ソリューションの 1 つにすぎません。組織が、ますます 
ダイナミックなデジタルドリブン型へと進むビジネスモデルに

対応するには、ネットワークの継続的な監視と最適化も必要と

なります。

これを実現するには、ネットワークが、変化するビジネスの 
目的（インテント）を理解し、動的なネットワーク状況を監視 
して、その目的を常に反映させる機能を備えなければなりま

せん。IETF（Internet Engineering Task Force）の 
草案では、「インテントは、ネットワーク全体に適用される、何

を行うかを宣言するポリシーを構成する。オペレーターである 
人間は『何を期待するか』を定義し、ネットワークはその要件

を実現するための方法（ソリューション）を算出する」とされて 
います。16

システムを有用なものにするためには、システムが、ビジネスの

目的との整合性を継続的に自己検証し、整合していなければ

インテントベース ネット 
ワーキングは、2017 年に 
市場に初めて登場した比較 
的新しいネットワーキング  
モデルで、以降、ネット 
ワーキング業界で広く 
採用されています。 

テクノロジー：ネットワーク自動化
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インテントの入力

ポリシーへの翻訳（変換）

整合性の確認

翻訳（変換）

ポリシーのオーケストレーション

ネットワーク構成の自動化

アクティベーション

可視性

インサイト（コンテキスト＋ポリシー）

継続的な検証

是正措置

アシュアランス

ソフトウェア
定義型

インテント
ベース

軌道修正する方法を導き出

す機能を備えている必要が

あります。ガートナーは、 
「ポリシーベースの構成は

いずれ、自己監視を行って

構成時に設定されたポリ

シーの目的にネットワーク

が合致しているかどうかを 
確認する自動化機能を 
備えた、インテントベース 
ネットワーキング（IBN） 
ソリューションへと移行し

ていく」としています。15 

当社の「2019 Global 
Networking Trends 
Survey」により、ネット 
ワーク戦略担当者の 26 % 
が、理想的なネットワーク

を実現する上でのテクノロ

ジーの優先事項として、 

1 つ以上のドメインにイン

テントベース ネットワークを導入することを挙げていることが明

らかになりました。また回答者のうち、現在の自社ネットワーク 
を「インテントベース ネットワーク」に分類したのはわずか 

4.3 %である一方、回答者の 35 %は、2 年以内にインテント 
ベースに移行する計画があると述べています。14

ジョン・アポストロポロスの説明によると、IBN コントローラは  

SDN の機能を強化するものであり、ビジネスの目的を達成

するためにネットワークを継続的に調整できる、より完成度の 
高いシステムを実現するものです。IBN が持つ、目的をポリシー 
に変換する機能、データ収集機能、可視化および関連インサイト 
を提供する機能、さらにはネットワークが実際に意図通りに 
機能するよう保証する機能は、SDN の自動化機能を向上させ

ます。IBN が提供するクローズドループ型フィードバックは、 
希望するベネフィットを得るために必要不可欠なものです。17

インテントベース ネットワークは、ビジネスの目的を把握し、 
アナリティクス、機械学習、機械推論、自動化を活用して、変化

するビジネスニーズに合うよう、ネットワークを継続的かつ動的

に調整します。また、常に変化するネットワーク負荷やその他の

外的影響に応じた調整も行います。これは、サービス パフォー

マンス要件、ユーザ、セキュリティおよびコンプライアンス ポリ

シー、IT 運用ポリシーをネットワーク全体に継続的に適用し、

保証することを意味します。 

インテントベース ネットワーキングはどのように機能するの 
でしょうか。シスコでは、IBN を「翻訳（変換）」「アクティベー

ション」「アシュアランス」という 3 つの機能構成要素で定義し

ています。18

図 7 SDN の基礎の上に構築される IBN

テクノロジー：ネットワーク自動化
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IDC のロヒト・メーラは次のように 
述べています。「インテントベース  
ネットワーキングは、ネットワーキング 
業界の重要な進歩です。高度な可視性、 
自動化、アシュアランスをもたらすだけ
でなく、新しい機械学習ベースのネット
ワーク管理機能の構築基盤となる 
プラットフォームでもあります」。19

IT 部門のリーダーには、クラウドサービスと連携・競合しな 
がら、サービス提供を迅速化、効率化することが求められてい

ます。テクノロジーの観点で言えば、IBN に必要な演算・処理

能力や AI の専門知識は、簡単に利用できる環境が整いつつ

あります。

ネットワーク機能の仮想化

コンピューティング サービスを根本的に変えた仮想化モデル

は、ネットワーク機能の仮想化（NFV）という形でネットワー

クに取り入れられています。これにより NetOps チームは、 
ネットワーク サービスをすばやく提供または変更できるように 
なり、リモートへの展開・管理も可能になっています。NFV 
は、IT にアジリティを提供しただけでなく、大幅な物理的統合

を実現して、スペースと電力を削減し、障害が発生する可能性

のある場所も低減しています。

ネットワーク基盤としてのプログラマビリティ

IBN コントローラおよびシステムがスケーラブルなものとなり、

その力を最大限に発揮するには、その構築基盤となる物理的

または仮想的ネットワーク インフラストラクチャがプログラム

可能である必要があります。プログラマブルなデバイスとイン 
ターフェイスおよびプログラマブルな ASIC（特定用途向け 

図 8  インテントベース ネットワークの要素

SDN

アシュアランス アクティ
ベーション

翻訳（変換）

ビジネスの目的IT の目的

物理および仮想インフラストラクチャ

ビジネスの目的の把握、
ポリシーへの翻訳（変換）、
整合性の確認

ポリシーのオーケストレー
ションおよびシステム
構成の自動化

継続的な検証インサイト、
可視性、および是正措置

インテントベース 
ネットワーク

テクノロジー：ネットワーク自動化
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集積回路）は、インテリジェントなネットワークを支える基盤と

なります。 

これによりネットワークは、アプリケーションやデバイスからの

ポリシー仕様を受け入れ、一元化されたクロス ドメイン ポリ 
シーを自動適用し、システムがビジネスニーズを満たしている

かどうかを検証できるオープンプラットフォームとなります。 
その結果、これまで個別に管理されていた各ネットワーク  
ドメイン、IT システム、基幹業務プロセス全体のワークフロー

が合理化され、IT サービスの提供を改善することができます。 

当社の「2019 Global Networking Trends Survey」に

おいて、IT 部門のリーダーの 34 %が、改善すべき重要な分野 
として、ネットワーク調整機能の改善や、他の IT チームとの 
統合を挙げています。14 

API とソフトウェア開発キット（SDK）のネットワーク拡張性

により、IT 部門はビジネスや IT アプリケーションのニーズと

の整合性を高め、運用業務を合理化し、投資保護を実現するこ

とができます。

外
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図 9  ビジネス アプリケーション、IT サービス、ネットワーク  
ドメインを統合するオープンプラットフォーム型コントローラ

テクノロジー：ネットワーク自動化

より効率的な自動化システムを導入するには、IT チームは今後 
も、従来のコマンドライン インターフェイス（CLI）ベースの

手動管理アプローチから脱却し、代わりに、データモデル 
方式のインターフェイス（DMI）を採用する必要があります。 
こうした標準モデルベースのインターフェイスは、一貫性、開放

性（openness）、ストラクチャ、効率性を提供します。

一貫性と使いやすさをもたらす持続可能な運用モデルへ

の移行を先導している YANG などの IETF（Internet 

Engineering Task Force）標準モデルは、ノースバウンド 
プログラマティック インターフェイス一式を提供しています。

オープンプラットフォーム型 IBN コントローラ： 
IT プロセスとビジネスの統合 
コントローラ上のアプリケーション プログラミング インター 
フェイス（API）により、コントローラを周辺のネットワーク

や IT サービス、他の IT ドメイン、基幹業務アプリケーション、

異種インフラストラクチャと統合し、インテリジェンスを交換す

ることが可能になります。 
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クロスドメイン ポリシーとアシュアランスの
調整：クライアントからワークロードまで 

ネットワーク担当チームは連携を図りながら、ビジネスの目的

とネットワークとの整合をエンドツーエンドで実現しなければ

なりません。これは、クライアントや「モノ」がネットワークに 
接続している場所から、サービスやアプリケーションがホス 
ティングされている場所までをシームレスにつなぐ必要がある

ということを意味します。 

とはいえ、多くの場合、それを実現するのは簡単ではあり

ません。当社の「2019 Global Networking Trends 

Survey」において、IT 部門リーダーの 27 %が、先進ネット 
ワーク テクノロジーを導入する際の障壁として、「アクセス、 

WAN、データセンター、クラウド、セキュリティの各ドメインに

おけるサイロ化した設計・運用アプローチ」を挙げています。14 

ネットワークは通常、妥当な理由によってドメインに分割され、

そのドメインの主要目的に沿って構成・管理されます。しかし、

真の意味でエンドツーエンドの可視化、制御、ビジネスの目的

との整合性の検証を行うには、ポリシーおよびアシュアランス

の機能を、ドメイン横断的にオーケストレーションする必要が

あります。

IT 部門のリーダーは、これを実現するための対策に乗り出し、 

IT リーダーの 26 %が最優先で資金投入すべき分野として 

 「統合型マルチドメイン ネットワークポリシーの実施および 
アシュアランス」を挙げています。14

現在の分析：エンタープライズが 
インテントベース ネットワーキング
の導入に成功するには、データ 
センター、キャンパス、WAN、 
ブランチにおいて自動化を全面的
に採用する必要があります。20 

テクノロジー：ネットワーク自動化

ユーザおよびデバイス
すべてを特定し、オンボーディングする

キャンパスおよび IoT

SD アクセス IBN 
コントローラ

ハイブリッド クラウド
アプリケーション エクスペリエンスの提供

ブランチ/WAN

SD-WAN IBN 
コントローラ

データおよびアプリケーション
リソースおよびワークロードの自動化

データセンターおよびクラウド

SDN-DC IBN 
コントローラ

アクセスを認証および承認する
インターネット アクセス
およびクラウド アクセスの
安全性を確保する

情報漏洩を防止する

図 10  ポリシーおよびアシュアランス：IBN ドメイン全体の整合性
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キー ポイント 重要な調査結果

AI を活用したアシュアランス

セクション サマリー

• 人工知能（AI）の活用は、運用、サービス提供、ネットワーク  
アシュアランスに必須になってきており、これらの分野

では、AI の機能とオペレーションを融合した AIOps  
というカテゴリーが確立されつつあります。 

• トラフィック量やコネクテッド モバイル デバイスおよび 

IoT デバイス、相互接続されたアプリケーションやマイクロ 
サービスの爆発的な増加、そして増え続けるセキュリティ

の脅威に、ネットワーク担当チームは圧倒されています。

• 増加するデバイスやサービスを支えるネットワークが生成 
するデータ、テレメトリ、イベントの量は膨大で、人間の 
オペレータだけでは対応しきれなくなっています。

• インテントベース ネットワーク（IBN）モデルの基盤とな

る AI は、ネットワークに由来する膨大なデータを使って、

そのネットワーク環境の複雑性を調査し、ネットワークを

調整する方法を動的に提案します。

• 機械学習と機械推論は互いに補完し合い、複雑なイベント

処理、関連付けされたインサイトの提供、ガイドに沿った

修正を行います。

• ネットワーク戦略担当者の 50 % 以上が、ネットワーク 
関連の投資で優先すべきは AI であるとしています。

• ネットワーク戦略担当者のうち、ネットワーク最新化の 
障壁となっているのは、成熟していない AI テクノロジーで

あると考えているのは、わずか 17 %です。

• ネットワーク アシュアランスに AI を活用しているネット 
ワーク担当チームはわずか 22 %。本格的に AI を活用し

たツールが入手できるようになってまだ日が浅いというの

がその理由であると考えられます。 

• ネットワーク戦略担当者の 72 %は、今後 2 年以内に AI  
による予測インサイトと規則に沿った修正（prescriptive 

remediation）の導入を計画しています。

• クラウドベースの AI 学習の活用：クラウドを活用した  

AI ツールのメリットを取り入れるにあたり、企業データ  
ポリシーの変更が必要となる場合があります。

• 人と AI の連携：オペレータである人間が監視、承認、 
または変更の実施に関与する必要が生じるまで、AI が 
どこまで自力で判断し対応できるかを徐々に明らかにして

いきましょう。

重要な指針

テクノロジー：AI
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重要な予測

セクション サマリー  
（続き）

• AI に関する知識：ネットワーキングに関する専門知識 
は、AI が IT およびビジネス上の目標を意図した 
とおりに達成していることを検証する上で必要となる、

貴重なスキルセットとなるでしょう。

 「2025 年までに、AI を活用したネットワーク アシュア

ランス ツールにより、明確に定義されたいくつかの特定の 
タスクは問題なく完全自動化される見込みです。しかし、運

用業務の大部分はより柔軟で文脈に基づいた意思決定を

必要とするため、オペレータである人間の専門知識と介入

がまだ欠かせないでしょう」。

— JP ヴァスール、シスコ フェロー

AI を活用したアシュアランス 
AI は様々な業界で強力な変革を起こしており、いまや IT の

運用に欠かせなくなってきています。それに伴い、AIOps 
は、カテゴリとしてしっかりと確立されつつあります。

AI、ML、および MR とは ?
簡単に言うと、AI はコンピュータに人間のような知能を与 
えてタスクを実行させる研究分野です。AI の最も重要なカテ

ゴリには、機械学習（ML）と機械推論（MR）の 2 つがあり

ます。機械学習は、明示的なプログラミングなしで、データを 

 「統計学的に学習する」能力と説明できます。一方、機械推論

は、習得した知識を活用して候補となる一連のオプションを

検討し、最適な成果を導き出します。 

このように、ML はシステムがデータを吟味して知識を推定

することを可能にします。ML は単なる学習や知識の抽出の

枠を超えて、時間を追うごとに、習得した知識を経験ととも

に磨いていきます。本質的に、ML の目指すところは「訓練」 
データに隠されたパターンを見つけて活用することです。 

一方、MR は特定分野の深い専門知識を必要とする問題の解

決に適しています。機械推論エンジンが新しいデータを運用で

きるようにするためには、人間がすべての知識を事前にわかり

やすく保存しておく必要があります。MR は ML を見事に補完

します。というのも、ML が提示した結論に基づいて考えられ

る原因や改善の方法を分析することができるからです。 

テクノロジー：AI
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ネットワーク障害によって生じたコスト

調査に参加したグローバル IT 大手企業の 97 %
が、過去 6 ヵ月間にビジネスクリティカルなアプリ 
ケーションのパフォーマンスに関する問題を経験
したと回答しています。ネットワーク障害によって 
生じた平均コストは、米国で 40 万 2,542 ドル、 
英国では 21 万 2,254 ドルでした。21

クライアント

• 人事

• 管理

• 顧客

• 財務

• エンジニアリング

• パートナー

• IT 運用

• ゲスト

• ハッカー

• ビデオ画面

• デジタルサイネージ

• ドアの鍵

• カメラ

• など

アプリケーション

• CRM SaaS
• サプライチェーン 
  エキストラネット

• コラボレーション

• 音声

• インダストリアル IoT
• 支払

• リモート コンシェルジュ

• ウェイファインディング

• セキュリティの監視

• インターネット

• イントラネット

• マルウェア

• など

人事

インターネット

SaaS 課金マイクロサービス

ドアの鍵

カメラ

管理

承認

ブロック

従業員
記録

デジタル
映像広告

ゲストまたは
ハッカー 

顧客データ 

ビデオ 
テレカンファレンス 

AI の導入を加速させるネットワークの 
複雑性

AI を活用したネットワークの推進を加速させる要因は多数あり

ます。ネットワークの複雑性とスケールが空前の増大を見せる

中、AI は IT 部門が一貫した水準のネットワークとサービスを

提供する上でますます欠かせない存在となっています。 

ネットワークは、トラフィック量やコネクテッド モバイル デバイ

スおよび IoT デバイス、相互接続されたアプリケーションやマ

イクロサービスの爆発的な増加を支えています。今日のネット

ワークはまた、オペレータである人間だけでは管理しきれない

ほどの膨大な量のデータを生み出しており、ましてやそれをタイ

ムリーに理解することなど困難な状況です。

97 %

図 11  ハイパーコネクテッドな組織のネットワークの複雑性

テクノロジー：AI
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翻訳（変換）

ビジネスの目的IT の目的

• 「what（何）を」を「how（どのように）」に翻訳（変換）する 
• 自然言語処理（NLP）

• デバイスの自動分類

• ポリシーの自動作成

• データから有用なインサイトを得る

• 修正のための専門的なガイダンス
アシュアランス アクティ

ベーション

物理および仮想インフラストラクチャ

AI を活用した 
IBN

AI を活用すると、ネットワーク担当チームは、ネットワークが

継続的にビジネス ニーズに沿って効果的に稼働するよう、この

膨大なデータを有効活用できるようになります。例えば、的確

なベースラインの確立や問題の正確な予測、複雑なシステムの

トラブルシューティングが可能になります。

ネットワーク戦略担当者はすでにこの事実を認識しています。

ネットワーク戦略担当者の 50 % 以上が、理想的なネット 
ワークを提供するために必要な、優先すべき投資対象は AI で

あるとしており14、その一方で、AI 技術の未成熟さがネット 
ワーク最新化の障壁となると考えるネットワーク戦略担当者は

わずか 17 % にとどまっています。14

ネットワークに由来する膨大なデータを使って、AI は通信環

境やネットワーク環境の複雑性を学習し、ネットワークを調整

する方法を動的に提案することができます。この能力は AI を 

IBN モデルにとって欠かせないものとしています。

AI と IBN のような高度なネットワーク技術は、明らかに破壊

的イノベーションをもたらしており、特にネットワークの運用に

おいてはそれが顕著です。新しいアプリケーションのテストにか

かる時間は、数週間から数分に短縮しています。ネットワーク 
問題のトラブルシューティングは、アシュアランス エンジンを

使って根本原因を特定し、修復案を求めると極めて容易になり

ます。実際、実用的なインサイトを提供するパワフルなダッシュ

ボードが装備されると、将来のネットワーク運用担当者は膨大

な可能性の中から原因を探るのではなく、ほんの一握りにまで

絞り込まれた場所のみを調べるだけで済むようになるかもしれ

ません。 

図 12  AI を活用したインテントベース ネットワーキング 

テクノロジー：AI
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ML と MR のネットワークへの応用方法

先に述べたように、ネットワークの運用とインテントベース  
ネットワーキングの重要な要素は、ネットワーク アシュアラ

ンスです。ネットワーク アシュアランスとは、ネットワークの 
状態と動作が期待どおりの意図に沿っているかどうかを継続

的に検証することです。機械学習と機械推論は、特に、以下 
の 3 つの主要なアシュアランス領域において、求められる 
ネットワーク パフォーマンスを提供するために活用できる 
特殊な能力をオペレータに提供します（下図 13 参照）。

複雑なイベント処理：ML をネットワーク テレメトリに

応用すると、特定のインテントに対して正常な稼働状態

とはどのようなものかを示すベースラインを確立するこ

とが可能になります。 

インサイトの関連づけ：ML はネットワークの運用に

ついてのより深いインサイトと可視性を提供するだけで

なく、将来に異常な状況が生じる可能性があることを 

予測するのにも役立ちます。MR は、同様の問題のワーク 
フローをトラブルシューティングした際に収集した、 
事前に読み込まれた専門知識を応用することにより、ML  
の能力をさらに高めます。 

修復：修復機能は、例えば MR が提供するナレッジ  
ベースを活用して最適な修正措置を特定することにより、

インテントとの整合性を保つことを可能にします。22  

ネットワーク アシュアランスにおける  
AI の現状と未来像 
当社が実施した「2019 Global Networking Trends 

Survey」のデータにより、企業における AI を活用したネット 
ワーク アシュアランスの導入状況が明らかになりました。

対応状況の見通しを測定するための標準的な 5 段階の 
レディネス モデルを用いたこの調査によると、現在、ネット 

機械学習 機械推論

適応可能なもの

ネットワーク アシュアランス機能

技術的アプローチ 大量のデータセットから数学的モデルを導出する 人間の知識、記号論理を習得する

予測分析、異常検出、分類、リグレッション 決定可能なワークフローの機械化

• 動的なベースラインおよび問題の特定

• インサイトおよび可視性

• 予測分析

• 自動トラブルシューティング

• 自動修正

図 13  ネットワーク アシュアランスにおける ML と MR の活用事例

テクノロジー：AI
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ワーク アシュアランスに AI の能力を活用していると回答し

たネットワーク戦略担当者は、わずか 22% でした。その原因

は、AI を活用したネットワーク アシュアランス ソリューション 
がまだ比較的新しいという事実にあるかもしれません。しか

し、回答者の 72 %が、今後 2 年以内に AI による予測イン 
サイトと規則に沿った修正（prescriptive remediation）の

導入を計画しています。14

図 14  AI を活用したアシュアランス レディネス

テクノロジー：AI

企業の現状

2 年後の予定

35%

28% 72%

43% 22%

個々のデバイスの可視性

アドホック デバイスの監視

ネットワーク デバイスの統計に

対する特定の時点での可視性に

制限がある

異なる管理ツール

アラームによってトリガーされる

デバイス レベルのインサイト

アラームベースのデバイス監視

あらかじめ設定されたしきい値に

基づく自動アラーム

異なる管理システム

集約された運用に関する

インサイト

ネットワーク全体の監視

ユーザ、アプリケーション、

ネットワーク デバイスに対し

あらかじめ設定したしきい値に

関するレポートを取得する

クロスドメイン（キャンパス、

ブランチ、WAN、データ

センター、クラウド）

適応型かつ予測型の

インサイト

ML ドリブン型および 
MR ドリブン型の高度な監視

AI を活用した適応型しきい値に

基づく高精度なアラーム

すべてのユーザ、アプリケーション、

ネットワーク デバイスのトレンドに

対する集約型リアルタイム監視 

規則に沿ったインサイト

（prescriptive insights）
の自動化

ML ドリブン型および 
MR ドリブン型の修正

AI ドリブン型アナリティクスに

よる規則に沿った修正

（prescriptive remediation） 

サービスしきい値を動的に

決定し適用する

ベスト エフォ
ート型

インテントベース

情報時代

デジタル時代

サービスドリブン型

コネクティビティドリ
ブン型

ソフトウェア定義型

質問：パフォーマンスの可視化およびアナリティクスに対する貴社の現在のアプローチを最もよく表している記述はどれですか。
2019 Global Networking Trends Survey、n = ネットワーク戦略担当者 1,556 名出典：
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AI の導入を進める上での考慮事項

シスコ フェローの JP ヴァスールによると、ネットワーク  
インフラストラクチャにおける AI の使用を評価する際には、

以下の事項を考慮する必要があります。

運用のベスト プラクティスを策定する：AI には何が不可

能で、何をさせるべきでないかを知ることは、AI には何が 

可能かを理解するのと同じぐらい重要です。ビジネスのどの

領域がAIから最も利益を得る可能性があるかを判断すると

きは、リスクとリスクが最も高い分野も特定するようにしま 

しょう。 

目的とする機能を明確にする：ML チームが明確に目的を

指定しない限り、データセットから興味深い事実を抽出する

ことのできるアルゴリズムはありません。ML を導入する前

に目標とパフォーマンス指標を明文化できることが最も重要

です。

人と AI の連携：人間が監視、承認、または変更の実施に関

与する必要が生じるまで、AI がどこまで自力で判断し対応

できるかを明らかにすることは、ビジネスにとっても、ネット

ワーク担当チームが管理能力を維持する上でも非常に重要

です。

AI に関する知識：AI への依存が高まるにつれて、ナレッジ 

ギャップが生じる可能性があります。そのため、ネットワー 

キングに関する専門知識は、AI が IT およびビジネス上の 

目標を意図したとおりに達成していることを検証する上で 

必要となる貴重なスキルセットとなり、AI システムにより 

提案された選択肢の中からオペレータが正しい選択をする

上で役立ちます。

1

2

3

4

データ依存性：データ収集を改善しましょう。AI は数学的計

算に依存して実用的なインサイトを導き出すため、計算の質は

活用するデータの質に比例します。ネットワーキングの専門家

は、あらゆる機能や領域においてデータの質が信頼できるもの

となるよう徹底する必要があります。 

AI をどこに応用するか：AI をどこに応用するかは、パフォー 

マンスやセキュリティ、データ容量、アプリケーションとデータの

プライバシーにより異なります。オンプレミス モデルのトレー 

ニングはいくつかありますが、今日の最も一般的な応用方法

は、クラウドベースの機械学習でしょう。クラウドは、複数の 

ソースから集約された膨大な量の匿名データを、ML の学習

および実行に使用するためのコンピューティングおよびスト 

レージ機能を提供します。場合によっては、そのデータに誰が

アクセスするのかや、地理的にどこにデータが保管されるの 

かなど、プライバシーに関する懸念をもたらすことがあります。

また、大量のデータセットからリアルタイムのインサイトを導き

出す場合、例えば、膨大なデータを生成するビデオ センサなど

に起こり得る遅延の影響を受ける可能性があるため、遅延の

暗示にも目を光らせましょう。

企業のパラダイムを変える：クラウドベースの AI の利点を活

かせるよう、貴社のデータ ポリシーを整合させることが理想的

です。数百万台のシステムを単一の AI 分析エンジンにつなぐ

ことにより、データのサンプル サイズは、単一のネットワーク  

エクスペリエンスから受け取ったデータを使って同じテクノロ

ジーにより生み出される結果よりも、飛躍的に良い結果を生み

出せる大きさに達します。IT チームは、AI の導入をサポートす

るクラウド向けポリシーの確立に向けた下地を作る上で重要

な役目を果たします。

5

6

7

テクノロジー：AI



2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート

37

キー ポイント

マルチクラウド環境におけるデータと 
アプリケーションのネットワーキング

すべての企業がいずれはクラウドベース サービスを 
必要とするようになりますが、それでも一部のデータと 
ワークロードを社内にとどめておく必要性はなくならない

でしょう。

• モノリシック（一体型）アプリケーションは、多くの場合、

相互接続されたマイクロサービスに分割され、コンテナ、 
オンプレミス、クラウド、そしてエンタープライズ ネット 
ワークのエッジに存在する多様な仮想ワークロードと物理

ワークロードを介して提供されています。

• 分散型のデータセンターは従来のデータセンターのように

は機能しないため、IT 組織は、この新たなアーキテクチャ 
のアプリケーションやネットワークの接続性に対する需要

を満たせるよう適応する必要があります。

• SD-WAN、直接クラウド アクセス、コロケーション施設、 
クラウド エクスチェンジなどは、より手頃な高帯域幅の 
ブロードバンドおよび 5G サービスとともに、手頃な価

格のクラウド サービスを使って効果的にビジネス要件を 
満たすためのアーキテクチャの重要な要素として新たに 
登場しています。

• IT 部門のリーダーやネットワーク戦略担当者の 29 % が、 
今後 2 年以内に自社のオンプレミス、ハイブリッド、 
およびマルチクラウド環境全体にインテントベース ネット 
ワーキング機能を導入するだろうと回答しています。

• クラウドへの依存が高まるにつれて、WAN のトラフィック

もますます増加しており、世界中のビジネス IP WAN の

トラフィックは 2022 年までに現在の 2 倍の 5.3 エクサ

バイト/月に達すると予想されています。

• 世界の 58 % 以上の企業がすでに何らかの形で SD-

WAN を導入しており、回答者の 94 % が今後 2 年以内に

ベーシックまたはより高度なインテントベース SD-WAN  
を導入するだろうと回答しています。

重要な指針

• 最もミッション クリティカルなクラウドベースのアプリケー 
ションやサービスを特定し、それらのアプリケーションへの

アクセスと保護を第一に提供する SD-WAN プランを優先

しましょう。 

• ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体に一貫したポリ

シーベースの自動化を拡大し、その際にあらゆるロケーション 
およびワークロードのプラットフォーム、ハイパーバイザ、 
コンテナ フレームワーク（クラウド ネイティブ、ベアメタル、

ハイパーバイザ、コンテナ、サーバレス）を考慮に入れるよう

注意しましょう。
• SDN/NFV はすでにデータセンター内のトラフィックの 

23 % をトランスポートしており、この数字は 2021 年まで

に 44 % にまで増加すると予想されています。

重要な調査結果

セクション サマリー

テクノロジー：マルチクラウド



2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート

38

セクション サマリー 
（続き）

• ネットワーク上にどのようなアプリケーションやサー 
ビス、マイクロサービスが接続されているかをより 
明確に把握するために、アプリケーション サービス

やワークロード、サービス コンポーネントを「拡張」 
ネットワークにマッピングしましょう。 

• データセンター、クラウド、およびネットワーク担当 
チームは互いに協力し、キャンパスやブランチ、データ

センター、エッジ/IoT、パブリック クラウド/SaaS プロ

バイダーのドメイン全体におけるサービスの一貫性を

構築する必要があります。

• アプリケーションとサービスでは、オンプレミスと 
クラウド間のワークロードを継続的に統合および配

信する必要があり、相互接続しこのモデルをサポート

する運用プロセスを導入した企業は、クラウドが約束

するスピードと柔軟性を活かすことができます。

マルチクラウド環境における 
データとアプリケーションの 
ネットワーキング
スピードとイノベーションに対するニーズにより、IT 組織は既存
のアプリを最新化し、あらゆるデバイスからいつでも情報にアク
セスすることを可能にする新しいアプリを、迅速に開発するよ
う迫られています。今日のアプリ開発者やビジネス ユーザは、
クラウドが持つアジリティやスケーラビリティ、セルフサービス
機能といった特徴を評価しています。 

しかし、IT 組織の 85 % がすでにパブリック クラウドを検
討または使用している一方で、クラウドへの移行ですべてが完
結するわけではありません。23 実際、「クラウドへの移行」と
いう表現は厳密には正しいとは言えません。シスコのクラウド  
プラットフォーム & ソリューション グループ バイスプレジデント 
兼 CTO、ヴィジョイ・パンディは、次のように述べています。
「過去数年間にわたり、貴重なワークロードのパブリック  
クラウドへの移行が試みられてきた中で、これは 2 つに 1 つ
の状況ではなく、ローカルで管理するべきワークロードやそう
することが不可欠なデータがあることが明らかになってきま 
した」。24

パンデイはまた、データをオンプレミスに留めておくという意思
決定は、規制やデータ保護など様々な懸念から生じていると 
指摘しています。「もうひとつの懸念は、データからたくさんの
洞察を引き出そうとすると、それだけ多くのデータ クランチング 
が必要になるということです。そのワークロードを処理するた
めに、ローカルのコンピュータとローカル ネットワークが必要
になります。すべての企業がクラウドベース サービスを必要と
する一方で、オンプレミスのニーズも決してなくなることはあり 
ません。だからこそ、マルチクラウドとハイブリッドに賭ける 
ことが最善の方法だと私は思います」。

重要な予測

「2025 年までに、ワークロードの 20 % が企業外部の 
ネットワーク エッジやマルチクラウド データセンター環境に

分散されると私は予想しています。これはつまり、従来であ

ればデータセンター内に留まっていたであろうトラフィックの  

5 分の 1 を、今後はエンタープライズおよびマルチクラウド  
ネットワーク全体で保証および保護する必要が生じること

を意味します」。

— ヴィジョイ・パンディ、シスコ  
クラウド プラットフォーム & ソリューション グループ  
バイス プレジデント兼 CTO

今日パブリック クラウドを使用している 
組織のうち、85 % がマルチクラウド戦略を
実行しており、12 ヵ月以内に 94 % に 
増加する見込みです。25

テクノロジー：マルチクラウド
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アプリケーション モデルの変化によるネットワークへの影響

従来から、ネットワークのパフォーマンスについては、以下の 2 つの主な要素に重点が置かれていました。 

• クライアントとモノリシックなサービスやアプリケーション間の通信（通常、中央のデータセンターでホスティングされる）

•  データセンター内のサーバとネットワーク ストレージ間の通信

IBMAWS

SaaS

SaaS

SaaS

プライベート

ハイブリッド クラウド

クラウド プロバイダー 

サービス プロバイダー 

セキュリティ

データセンターキャンパス ブランチ

Microsoft

コロケーション

アフター

エッジ 
マイクロサービス

Google 
クラウド

エッジ 
マイクロサービス

エッジ | IoT と運用テクノロジー（OT）

ハイブリッド 
クラウド

図 15  ビフォー：クライアント/サービス間とワークロード間の通信 

図 16  アフター：クライアント/サービス間とワークロード間の通信 

• しかし、アプリケーション担当チームがよりアジリティの高いアプリケーション モデルを採用し続け、それらがモノリシックではなく、 
複数のワークロードとサービス コンポーネントで構成され、必ずしも同じ場所になく、むしろデータセンターやオンプレミス環境

の外に分散されているような状況では、このアプローチではもう不十分です。

テクノロジー：マルチクラウド

プライベート

ビフォー

データセンターキャンパス ブランチ
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IT 部門の中には、クラウドへの移行によりネットワークを考慮 
する必要性が減ると考える人もいるかもしれませんが、この

考えは現実とはかけ離れています。データセンターやクラウド

の担当チームは、ネットワーキング担当チームと別々に業務を 
行うことができなくなるという事実は、すでに IT 部門の 

リーダーが認識しているとおりです。彼らは今、マルチクラウド

環境（パブリック、Infrastructure as a Service（IaaS）、 

SaaS）をサポートするためのネットワーク投資を最優先事項

のひとつと捉えています。14

シスコのデータセンター担当 CTO 兼名誉アドバイザーのトム・ 
エドサルは、次のように述べています。「アプリケーション、 
ワークロード、サービス、そしてデータが、接続されたエッジと

クラウド間のあらゆる場所に分散されるにつれ、サービスが 
望ましいパフォーマンスで、物理的場所を問わず安全かつ安定

して届けられることを保証する責任が IT 部門全体にのしかかり 

質問：現状維持に費やす時間を減らすことができるとしたら、以下の付加価値を与えるサービスのうち、どれにより重きを置きますか。

2019 Global Networking Trends Survey、n = IT 部門リーダー 505 名出典：

36

36

31

27

26

29

26

23

33

マルチクラウド環境（パブリック IaaS または SaaS）の導入サポートの強化

アプリケーションの導入を迅速化し、コストを削減するためにネットワーク運用プロセスの改善を行う

組織のネットワーク、アプリケーション、データをより強力に保護する

統合されたマルチドメイン間のネットワークポリシーの適用およびアシュアランス

ネットワーク DevOps 機能を構築する

ビジネス/アプリケーション ニーズとのプログラミング可能な API ベースのネットワーク整合化

ビジネスのイノベーションを可能にするためのネットワーク アナリティクスやインサイトを提供する

他の IT システムと統合/自動化された処理ワークフロー（SecOps や IT サービス管理 [ITSM] など）

基幹業務と協業し、ネットワークを活用したビジネス イノベーションを開発する

図 17  IT チームはマルチクラウド環境を実現するネットワークへの投資を優先している

ます。データセンター担当者は、ブランチ/エッジ、WAN、 
およびキャンパスのネットワーキングを担当するチームとこれ 
までよりもさらに緊密に協力し合わなければなりません」。

こうした変化が起こっている中で、IT およびネットワーキング 
部門のリーダーは今、何に重点的に取り組む必要があるので 
しょうか。

テクノロジー：マルチクラウド
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ハイブリッドおよびマルチクラウド環境への拡張は、エンタープ

ライズのあらゆるドメインに分散された、変化し続ける様々な

可変要素（アプリ、データ、ユーザ、そしてデバイス）を管理する

ことを意味します。そのため、インフラストラクチャ & オペレー 
ション（I&O）とネットワーキングの担当チームは、互いに協力

し合い、パブリック クラウドと SaaS のプロバイダーがネット

ワーキングに及ぼす影響や自社のオンプレミス環境への影響 
など、あらゆる課題に取り組まなければなりません。 

課題を理解するため、ネットワーキングの要件を 2 つの視点から

見てみましょう。

• ユーザとマルチクラウド間の接続性の最適化

• 「どこでもデータセンター」のネットワーキング

ユーザとマルチクラウド間の接続性の最適化

クラウド サービスが主流となる傾向は、それらのサービスへ

のリモート接続の重要性がこれまでになく高まることを意味し 
ます。このことはまた、リモート サイトを中央のデータセンター

に接続することを重視した従来型のワイド エリア ネットワーク  
アーキテクチャが、もはや最適ではないということも意味します。

レガシー

インターネット

データセンター

マルチクラウド

SaaS
WAN

現在SD-WANを導入済み

ブランチ

ブランチ WAN

ユーザ データセンター インターネット

MPLS

INET

マルチプロトコル ラベル 
スイッチング（MPLS）

ユーザ/
デバイス/
モノ

エッジ/マイクロサービス/
コンテナ

図 18  変化する WAN 環境

テクノロジー：マルチクラウド
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SaaS、IaaS、および分散型のエッジ サービスがネットワーク

接続さえあればどこででもホスティングできるようになった今、

旧式のハブアンドスポーク WAN アーキテクチャは組織に

とって妨げともなり得ます。 

SD-WAN、直接クラウド アクセス、コロケーション施設、 
クラウド エクスチェンジなどは、手頃な高帯域幅のブロード 
バンド サービスの可用性とともに、手頃な価格のクラウド  
サービスを使ってビジネス要件を満たすためのアーキテクチャ

の重要な要素として新たに登場しています。

SD-WAN

SD-WAN は WAN の管理に関するソフトウェア定義型アプ

ローチであり、中央コントローラがマルチクラウド アプリケー

ションのエクスペリエンスを最適化し、WAN の運用を大幅に

簡素化することを可能にします。 

SD-WAN が急速に導入されている最近の傾向は、SD-

WAN が高まるクラウドへの需要に多くの答えをもたらすこと

を示唆しています。そして事実、クラウドはこの SD-WAN の

採用を駆り立てている最も大きな要因となっています。SD-

WAN に関する IDC の調査における回答者の 75 %が、 

SaaS/クラウド サービスは現在の WAN テクノロジーの選

択にとって重要（または非常に重要）であると述べています。26

これは意外なことではありません。というのも、クラウド  
サービス プロバイダーが提供するバーチャル プライベート  
クラウドへの接続に使用されていた従来のオプションやサービス 
では、マルチクラウド シナリオにおいてエンタープライズ  
ネットワーク担当チームが制御できる範囲が限られるから

です。

当社の「2019 Global Networking Trends Survey」に

よると、世界の 58 % 以上の企業がすでに何らかの形で SD-

WAN を導入しており、回答者の 94 % が今後 2 年以内に 
ベーシックまたはより高度な SD-WAN を導入するだろうと

回答しています。14

また、5G サービスの利用可能な範囲が広まるにつれ、SD-

WAN はこのサービスをトランスポート独立型フレームワーク

にシームレスに統合し、最大限の柔軟性とパフォーマンス、改

善された常時バックアップ、およびコスト削減を実現します。

クラウドへの依存が高まるに
つれて、WAN のトラフィック
もますます増加しており、 
世界中のビジネス IP WAN  
のトラフィックは 2022 年 
までに現在の 2 倍の  
5.3 エクサバイト/月に 
達すると予想されています。12

IT 部門は、企業が期待する
サービスを提供し続けるため
に、マルチクラウド環境にも
自社のネットワークと同様の
制御を必要としています。

テクノロジー：マルチクラウド
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図 19  マルチクラウド対応のための WAN

企業の現状

2 年後の予定

従来型 WAN

専用線または MPLS

コア ロケーションとブランチ間の

専用線または MPLS

インターネットおよびクラウド 
トラフィックのバックホール

ハイブリッド WAN

MPLS、ブロードバンド、

およびモバイル

MPLS 補強のためのブロード

バンドおよび 3G/4G/LTE 
の導入

インターネットおよびクラウド 
トラフィックのバックホール

SD-WAN

コントローラベースの管理

最適化され、安全が確保された

プライベートおよびパブリック 
クラウド サービスの提供

インターネット/クラウドへの

ダイレクトアクセスとコロケー

ションの有効化

AI で最適化された WAN

AI 駆動型のパフォーマンス最適化

動的なパフォーマンス強化

ダイナミック ネットワーク、アプリ

ケーション、セキュリティ条件に

対する積極的な対応

インテントベース WAN

インテントとの予測的整合

アプリケーション パフォーマンスを

ビジネスの目的に常に整合させる

AI を活用したトラフィック トレンド
およびワークロードの予測

ベスト エフォ
ート型

インテントベース

情報時代

デジタル時代

サービスドリブン型

コネクティビティドリ
ブン型

ソフトウェア定義型

42% 58%

6% 26%47%21%

質問：WAN アーキテクチャの設計、展開、管理に対する貴社の現在のアプローチを最もよく表している記述はどれですか。

2019 Global Networking Trends Survey、n = ネットワーク戦略担当者 1,556 名出典：

テクノロジー：マルチクラウド



2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート

44

ダイレクトクラウド アクセス

ブランチ トラフィックを高価な WAN 回線経由でデータセン

ターに、あるいはハブアンドスポーク アーキテクチャ経由で一

本化されたインターネット ゲートウェイにバックホールする従

来型のアプローチは、クラウド サービスへの移行を妨げかねま

せん。このアプローチはコストがかさむうえ、ユーザエクスペリ

エンスを低下させる遅延を生みます。

これまで、ネットワーク アーキテクトは代替策のコストと複雑性 
の問題で、このアプローチから抜け出すことができずにいま 
した。というのも、代替策ではファイアウォールや URL フィル 
タリング、DNS 保護など各ブランチのルーターに分散され

たセキュリティ機能を展開および管理する必要があったため

です。

しかし現在では、「ダイレクトクラウド アクセス」または「ダイ

レクトインターネット アクセス」機能により、ユーザをブランチ

からクラウド サービスに直接かつ安全に接続することができる

ようになりました。これによりリモート サイト全体でのポリシ

ー管理がシンプルになり、暗号化や認証、セグメント化、ファイア 
ウォール、DNS の強制を含む多層防御のセキュリティを施行

しながら、新たなネットワーク サービスのプロビジョニング 
も自動で数分のうちに完了するようになりました。

ブランチ コロケーションIaaS/
SaaS

データ
センター

図 20  ダイレクトクラウド アクセスとコロケーション ハブを備えた安全な SD-WAN

テクノロジー：マルチクラウド



2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート

45

コロケーションとクラウド エクスチェンジ

キャリア ニュートラルなコロケーション（colo）施設は新し

くはありませんが、マルチクラウド時代においてより幅広い

役割を担うようになり、クラウド向けに最適化された新しい 

WAN アーキテクチャに欠かせない要素となりました。本質

的に、Equinix その他の相互接続サービスが提供する colo 
施設は、エンタープライズ WAN の延長となり、可視性、ハイ 
パフォーマンスのアクセス、中央管理されたセキュリティを複数

の SaaS および IaaS プロバイダーに提供しています（上図 

20 を参照）。

「どこでもデータセンター」のネット 
ワーキング
今日のデータセンターはもはや、一ヵ所に留まらなくなりまし

た。新たに登場した「分散型データセンター」は、アプリケー

ションとデータがハイブリッド、マルチクラウドおよびエッジ

環境などオンプレミスとオフプレミスの両方に分散された結

果生まれたものです。しかし、分散型データセンターは従来の

データセンターのようには機能しません。IT 組織は、この新し

いアーキテクチャにおけるアプリケーションとネットワークの接

続性への需要の高まりに対応するために適応し、テクノロジー

や運用をシフトさせる必要があります。

「どこでもデータセンター」により、IT 部門は、オンプレミスで

も、エンタープライズのエッジでも、ハイブリッドおよびマルチ

クラウド環境下でも、テクノロジーと運用の一貫性を確保する

ことが求められます。

自動化

データセンター内でのスケールや複雑性、ワークロード ポータ

ビリティの拡大に伴い、ネットワーク管理者は手動のプロセス

を自動化ツールに切り替え、ネットワーク ポリシーと接続性の

管理に適用しています。 

ソフトウェア定義型ネットワーキングや自動化、レイヤ 4 ～  
レイヤ 7 サービス向け NFV を採用することにより、データ

センター ネットワークは、アジャイルなオンプレミス クラウド

環境をサポートすることが実現可能になります。これにより、 
ネットワークのワークロードを中心としたオーケストレーション 

とコンピュート サービスおよびストレージ サービスが利用

可能になります。実際、コントローラベースの API 駆動型 

DevOps モデルをまだ導入していないデータセンター ネット 
ワークは、時代遅れだとみなすことができます。 

IT 部門のリーダーやネットワーク戦略担当者の 60 % 近く

が、何らかの形の SDN を自社のデータセンターにすでに

導入していると述べています。14 SDN/NFV はすでにデータ

センター内のトラフィックの 23 % をトランスポートしてお

り、この数字は 2021 年までに 44 % にまで増加すると予

想されています。23 SDN を導入していないデータセンター

は、アジャイルで柔軟なアプリケーション モデルをサポート

することに苦戦するでしょう。

IT 部門のリーダーや 
ネットワーク戦略担当
者の 60 % 近くが、 
何らかの形の SDN を
自社のデータセンター
にすでに導入している
と述べています。14

60 %

テクノロジー：マルチクラウド
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データセンター向けインテントベース ネットワー 
キング

SDN を基盤とするインテントベース ネットワーキングを活用

すると、データセンター担当チームは、定義済みのポリシーに

照らしてデータセンターの行動をリアルタイムで分析し、ネット 
ワークに変更を加えるための効率的で信頼性の高い手法を可能

にする、包括的なクローズド ループ型の検証アーキテクチャを

実現することができます。これにより、IT 部門は動的なワーク 
ロードの変化に対応し、ビジネスのアプリケーションに対する

ニーズと継続的に整合性をとることが可能になります。

データセンターのシナリオでは、ポリシーを有効化する前に検

証することも非常に重要です。IBN を活用すると、コンプライ

アンス ポリシーを含む、継続的で自動化されたネットワーク全

体の検証を通じてこれを実現することができます。

マルチクラウド環境への IBN の拡張

今日の組織に望ましいサービス レベルとセキュリティを確保する

ため、データセンター担当チームはオンプレミス環境外にも制

御と可視性を拡張する必要があります。IT 部門はワークロード 
の場所を問わずポリシーを一貫して展開できるよう、IBN ポリ

シーベースの自動化と施行をマルチクラウド環境に拡張するこ

とができます。 

当社の「2019 Global Networking Trends Survey」

の回答者の 29 % が、今後 2 年以内にインテントベース  
ネットワーク機能を導入することを計画しています。この機能に

より、マルチクラウド環境全体でネットワーク活動の自動化を

保証し、ビジネス インテントとの整合性を維持することができ

ます。14 

シスコのデータセンター担当 CTO のトム・エドサルは、次のよ

うに述べています。「IBN は、様々な最新技術の傾向とアジャ

イルな組織の刻 と々変化するニーズに対処できる、システムワイ

ドなネットワーキング モデルを考案するための、ネットワーキ

ング業界による最も大胆で包括的な取り組みです」。

「インテントベース ネットワーキング
は、様々な最新技術の傾向とアジャ
イルな組織の刻 と々変化するニーズ
に対処できる、システムワイドなネット 
ワーキング モデルを考案するため
の、ネットワーキング業界による最も
大胆で包括的な取り組みです」。

—  トム・エドサル、 
シスコ データセンター担当 CTO 兼名誉アドバイザー

オンプレミス、マルチクラウド、またはハイブリッドへの導入を

成功させる秘訣は、シンプルにすることです。そのためには、 
ネットワーク アーキテクトは以下のことを考慮する必要があり

ます。

• クラウドにオーバーレイ ネットワークを構築しない

• エージェントに依存しない。これにより、ワークロードを 
問わず幅広い適用が可能になる

• クラウドのスケールに応じて順応する

テクノロジー：マルチクラウド
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基盤となるネットワーク インフラストラクチャ

データセンターの基盤となるネットワーク インフラストラクチャ 
は、IBN システムの中核を成す自動化と分析をサポートするた

めのオープンなプログラマビリティとテレメトリを提供する必

要があります。データセンター ネットワーク インフラストラク

チャはまた、トラフィックの大幅な増加にも対応する必要があ

2021 年までに、データ 
センター内のトラフィックは、
データセンター トラフィック
全体の 72 % を占める 
ようになるでしょう。23

世界のデータセンターの 
IP トラフィックは今後  
5 年間で 3 倍に増加する
と考えられています。23

72 %

ります。世界のデータセンターの IP トラフィックは今後 5 年

間で 3 倍に増加すると考えられています。全体的に、データ

センターの IP トラフィックは 2021 年までに 25 %（年平均

成長率）増加するとされています。23

Cisco Global Cloud Index によると、2021 年までに、 
データセンター内のトラフィックは、データセンター トラフィック 
全体の 72 % を占めるようになり、データセンターから

ユーザへのトラフィック（15 %）とデータセンターからデータ

センターへのトラフィック（14 %）を大幅に上回ると予想され

ます。23 

コンピューティング トラフィックとファイルベースおよび一部の

ブロックベースのストレージ トラフィックによるニーズの高まり

に対応するため、イーサネット スイッチ パフォーマンスの継続

的向上が求められます。3 倍

400 Gbpsスイッチングが主流になり、800 Gbps、さらに

1.6 TbpsのIEEE規格が検討されている現在、イーサネットの

資本および運用上の利点は魅力的であり、一部のワークロード

では従来のファイバチャネルスイッチングの代替となることは避

けられないでしょう。
ネットワーク インフラストラクチャには、クライアント/アプリ

ケーション間（north-south）のハイパフォーマンスなトラ 
フィックと、急増するサーバ間または VM 間（east-west）の

トラフィックの両方に対応する柔軟性と能力が求められます。

今日、これは一般的に、1 つ以上のコントロールレイヤ オー 
バーレイ プロトコルによりサポートされる、平面的な「リー

フ & スパイン」アーキテクチャにより実現されています。

テクノロジー：マルチクラウド
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アプリケーション サービスやワークロード、サービス コンポー 

ネントを拡張ネットワークにマッピングする：ネットワーク 

戦略担当者と実務担当者は、ネットワーク上にどのような 

アプリケーションやサービス、マイクロサービスが接続されて

いるかをより明確に把握する必要があります。 

アプリケーション パフォーマンスを優先した SD-WAN  

戦略を策定する：最もミッションクリティカルなクラウドベース 

のアプリケーションやサービスを特定し、それらのアプリケー 

ションを第一にサポートすることを優先した SD-WAN プラン 

を策定しましょう。 

サイロ化されたネットワーク全体のアクセス ポリシーと 

アプリケーション ポリシーの橋渡しをする：あらゆる場所で 

ポリシーベースの安全なセグメント化を実現するため、 

WAN やデータセンターといった異なるネットワーク ドメイン 

間のグループやポリシーをマッピングする IBN システムの 

能力を活用することを検討しましょう。

NetDevOps に関するスキルセットを構築する：ワーク 

ロードとサービスは、データセンター内だけでなく離れた 

拠点間のオンデマンド ネットワーク サービスも必要とする

ため、ネットワークにそのニーズを明確に伝える必要がありま

す。これには、アプリケーション要件とネットワーク ポリシー 

の橋渡しをする方法を理解するための、NetDevOps に 

関するスキルセットが求められます。 

AI の進歩を活用して SDN を強化する：AI の能力を活用し

て、トラブルシューティングを迅速化し、変更管理を向上させ、

コンプライアンスを保証しましょう。

4

5

6

7

8

貴社のネットワークをマルチクラウド向けに
設計する際の考慮事項

現代の拡張・分散されたアプリケーション環境においては、 
ネットワーク & クラウド アーキテクトやデータセンター担当 
エグゼクティブ、インフラストラクチャ & 運用担当チームは、 
アプリケーション エクスペリエンスを最適化するネットワーク

戦略を構築する必要があります。それにあたり、最初に考慮す

べき事項をいくつかご紹介します。

組織のアプリケーション戦略を参考にする：すべてはアプリ

ケーションから始まります。IT およびネットワーク戦略担当

者は、組織の拡大するワークロードとデータ フットプリントを

しっかりと把握している必要があります。

マルチクラウドに一貫性を持たせるために連携する：組織は、

自社のマルチクラウド環境（オンプレミスを含む）が 1 つと

なって機能するようにする必要があります。様々な複雑性の 

中で、データセンターとネットワークの担当チームは協力して、

自社のキャンパスやブランチ、データセンター、エッジ/IoT、 

およびパブリック クラウド/SaaS プロバイダーのドメイン 

全体で一貫性を確立し、コスト、パフォーマンス、可視性、 

セキュリティ、そしてユーザエクスペリエンスの最適化を目指 

しましょう。

ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体に一貫した 

ポリシーベースの自動化を拡大する：あらゆるロケーションお

よびワークロードのプラットフォーム、ハイパーバイザ、コンテナ  

フレームワーク（クラウド ネイティブ、ベアメタル、ハイパー 

バイザ、コンテナ、サーバレス）に、ポリシーベースの自動化を

導入することを検討しましょう。

1

2

3

テクノロジー：マルチクラウド
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キー ポイント

ネットワーク アクセスおよびワイヤレス

• OpenRoaming などの新しいソリューションは、接続

状態を維持しながら、シームレスかつセキュアに Wi-Fi 6 
および公衆 5G ネットワーク間のグローバル ローミング

を可能にします。

• ネットワーキング担当チームが、ワイヤレス ネットワークの

プランニングや管理、トラブルシューティングや修復を行う

ためには、より精緻なアナリティクスおよび AI を用いた

技術が必要です。

• IT 部門が、アプリケーションやデータ、ユーザやデバイス

を守るためには、様々なアクセス ネットワークを跨ぐ一貫

したアクセス ポリシーを自動で管理、運用、伝達すること

が必要となります。

• ワイヤレス  ネットワークには、新しい没入型メディア  
アプリケーションや IoT デバイスの要求を特定し、動的に

対応できることが求められるようになります。

• ネットワーク戦略担当者の 35 %は、ネットワーク運用に 
おいて人と時間を最も要する作業はネットワーク問題のトラ

ブルシューティングだと認識しています。

• 組織の 34 %は、いまだに有線とワイヤレス ネットワーク

間のアクセス管理を手動アプローチで行っています。 

• 組織の 40 %は、攻撃対象を縮小するために、ポリシー

の自動化およびセグメント化を行っています。また 15 %
は、AI によるアクセス ソリューションを活用しています。 

• 今後 2 年以内に、組織の 27 % がインテントベース ネット

ワーキング アクセス モデルを採用する予定です。

重要な指針

• Wi-Fi 6 と 5G を用いることで、どのように貴社の業務

要件が変わり、また、どのようにワイヤレス戦略に影響する

かを検討しましょう。

• 安全なオンボーディングの自動化および全モバイル/IoT 
デバイスのセグメント化を行うためのロードマップを作成

しましょう。

• あらゆる種類の IoT デバイスの安全かつ大規模なオン 
ボーディングを実現するため、デバイスの自動分類の利用

を検討しましょう。

• 位置情報サービスやネットワーク アナリティクスが、貴社 
にどのようなビジネス メリットをもたらすかを評価しま

しょう。 

• 2022 年には、世界中のネットワークに接続したすべての

デバイスのうち、43 % をワイヤレス デバイスが占めると

予想されています。

• 2022 年には、ネットワークに接続したすべてのデバイスの

うち、51 %を IoT M2M デバイスが占め、その大部分が

ワイヤレス接続していると予測されます。

重要な調査結果

セクション サマリー

テクノロジー：ワイヤレス
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• 特別または要求が多いユースケース（Bluetooth や 

Zigbee、Thread など）に必要な特化ワイヤレス

技術を一般的な管理レイヤでどのように管理できる

か検討しましょう。

ネットワーク アクセスおよびワイヤレス

世界中のビジネス  IPトラフィックは、2022 年までに  

63.3 エクサバイト/月に達するでしょう。これは 2017 年の  

IP トラフィックの 3 倍にあたります。3有線アクセスは、 
イーサネット（10 Mbps）やトーケンリング（16 Mbps）、 

FDDI（100 Mbps）などの比較的小さい領域の共有有線 

LAN から始まりましたが、シリコンや光学の継続的なイノベ

ーションにより、今日お客様が実装できる LAN や MAN に

用いるスイッチを使った 400 Gbps イーサネット コア ネット 
ワークにまで発展しました。 

さらにイノベーションが進めば、テラビットのイーサネットの実

現も夢ではなく、決定的（deterministic）な IoT アプリケー

ション用の Time-Sensitive Networking（TSN）などの 
新技術も近い将来に発展するでしょう。しかしながら、今日の 
モバイルファーストの社会では、ワイヤレス アクセスの発展に注

目が集まっています。無線 LAN（Wi-Fi）または公衆モバイル  
ネットワークを使ったワイヤレス ネットワーク アクセスによって、

想像もできなかったような変化が起こっています。 

セクション サマリー  
（続き）

重要な予測

「2025 年までには OpenRoaming などワイヤレスへ 
の取り組みが普及することで、IT 組織やサービス プロ 
バイダーがゼロトラスト アクセス システムを利用し、ユー

ザに安全に証明書を共有し、またエンドユーザがシームレ

スかつ安全にあらゆるワイヤレス アクセス ネットワーク

間をローミングできるようになる見込みです。ユーザエク

スペリエンスは円滑でポリシーにより保護され、どこから

ネットワークに接続しても最高の状態でサービスが提供

されるでしょう」。

— マット・マクフィアソン、 
シスコ ワイヤレス担当 CTO

「2025 年までの間に、IEEE 802.11ax 規格に基づい

た Wi-Fi 6 ネットワークおよび計画中の Wi-Fi 6 の

拡張が、あらゆる場所で Wi-Fi の主流な形式となるで

しょう。2024 年頃には、現在開発中の IEEE 802.11be 
規格に基づく次世代 Wi-Fi が（おそらく Wi-Fi 7 と 
して）市場に出始めるでしょう」。

— アンドリュー・マイルズ、 
Wi-Fi アライアンス ディレクターおよび前チェアマン、 
シスコ テクニカル リード

「デジタル ビジネスの変革により、ワイヤ 
レスの変革が求められ推進されています
が、それと同時に、ワイヤレスの変革により
新しいビジネスの変革の可能性が開かれて
います。これは好循環です」。

— ギレルモ・ディアズ、シスコ カスタマートランスフォーメー 
ション部門 シニア バイス プレジデント

テクノロジー：ワイヤレス
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2022 年には、世界中のネットワークに接続したすべての 
デバイスのうち、43 % がワイヤレス  デバイスであり、 

24 %（67 億台）がスマートフォンとなると予測されています。

同時に、2022 年には IoT M2M デバイスの数も 146 億

台にまで増え、ネットワークに接続したすべてのデバイス

の 51 % を占めるようになり、その大部分がワイヤレス接続さ

れていると予測されます。12

快適なモバイル ユーザエクスペリエンスの
提供

Uber や Waze、Webex など、仕事の仕方やライフスタイル

を大きく変えた様々なモバイル アプリケーションは、もはや生

活の一部となってきました。人々は、それらが提供するモバイル 
エクスペリエンスが、いつでもどこでもシームレスに体験できる

ことを求めています。また途切れることなく通信できることで、

安定した 4K 動画の視聴、超高速ブラウジング、高品質な IP 
通話を満足にできることを望んでいます。 

ワイヤレス ネットワークは、新しいビジネス イノベーションの

創出においても重要な役割を担っています。高画質ビデオ、 

AR、VR などの没入型メディア アプリケーションの導入が進む

につれ、リーダーたちはチャンスが訪れたらすばやく対応でき

るよう、デジタル化の新しい取り組みをサポートするための、 
パフォーマンスやキャパシティ、カバレッジ、セキュリティが 
ネットワークに備わっていることを確認したいと考えています。

「想像してみてください。買い物客に、位置情報サービスや 

AR を使ってパーソナライズされた関連性の高いエクスペリ

エンスを提供できたとしたらどうでしょう」と、シスコ ワイヤレス  
テクノロジー担当 CTO のマット・マクフィアソンは説明しま

す。「あるいは、倉庫に無数のセンサーを設置して、自律走行す

る電動ロボットや車両を使って注文の処理や商品の発送までを

自動化できたとしたら？」。

「今日のビジネスを動かしているのは
エクスペリエンスであり、ワイヤレス
接続技術の進歩によって、様々な新
しい次世代エクスペリエンスが提供
可能になります。Wi-Fi 6 と 5G の
良いところをとって組み合わせること
で、ネットワーク担当チームは、これ
らのエクスペリエンスを実現すること
ができるでしょう」。

— マット・マクフィアソン、 
シスコ ワイヤレス テクノロジー担当 CTO

テクノロジー：ワイヤレス
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新しい Wi-Fi 6 と公衆モバイル 5G ネットワークはいずれも、

そのような要件に対応可能な飛躍的に向上したパフォーマンス

を約束します。Wi-Fi 6 は、データ レートの高速化と低遅延化

を実現し、高密度環境に対応すると同時に、全体的なパフォー

マンスを大きく向上させます。同様に、2020 年に一部の国で

本格的な商用展開が予定されている公衆モバイル 5G ネット 
ワークは、2022 年までに 4G の 4 倍以上の高速通信を実現

する見通しです。12 

モバイル ユーザはまた、エンタープライズ、クラウドおよび 
公共インターネット アプリケーションにアクセスする際には、

透明性の高いエクスペリエンスを求めています。その中には、

様々なネットワークへのオンボーディングやローミングも含ま

れます。 

5G を Wi-Fi 6 で補完することにより、プライベート/パブリック  
エリアを問わず、屋内でも屋外でも、透明性が高く常時接続

のエクスペリエンスをユーザに提供することが可能になりま

す。大量のデータを消費する新しいアプリを使用していると、 
多くのユーザはモバイル データ プランの上限に容易に達し

てしまいますが、5G を Wi-Fi 6 で補完することでこうした 
アプリへの対応も可能になります。

このビジョンを現実化するため、Wi-Fi アライアンスの  

Passpo in t  テクノロジーをさらに発展させたものが

OpenRoaming です。28 まだ初期段階ではありますが、 
シスコと大手ワイヤレス企業数社によるコンソーシアムであ

る OpenRoaming Foundation は、プライベートおよび 
パブリック ワイヤレス ネットワーク全体でシームレスかつセキ

ュアなローミングを実現するという、野心的な目標を掲げてい

ます。

アクセス ネットワークのクラウドベースのフェデレーション

（クラウド サービス間の認証連携）やモバイル キャリアを含む  

ID プロバイダーを介して、様々な Wi-Fi 6 ネットワークと公衆  

5G ネットワーク間での簡単かつセキュアなグローバル ロー

ミングを可能にします。OpenRoaming は先日開催された 

Mobile World Congress でテストを兼ねたデモを実施

し、成功を収めました。28 

スマートフォンやタブレットなどのデュアルモードのデバイス

を使用する場合、ユーザは自宅や会社のプライベート Wi-Fi  
ネットワーク、公衆 Wi-Fi ホットスポット、および公衆 5G  
ネットワーク間をシームレスに切り替えることができます。

Wi-Fi はモバイル オフロード
の仕組みとして広く活用されて
いますが、5G 時代にはその 
必要性がさらに増すでしょう。
予測では、5G のオフロード 
はそのトラフィックの 70 % を
超え、4G ネットワークの 59 
% を上回る見込みです。27

70 %

「OpenRoaming では、モバイル ユーザ
はどの Wi-Fi ネットワークを使用すべきか
を推測で選んだり、突然画面が切り替わる 
キャプティブ ポータルに煩わされたり、 
安全でないユーザ名やパスワードを使用
させられたりすることは二度となくなりま
す。ユーザはどこへ移動しても接続状態を
維持でき、ダウンロード、ストリーミング、
ビデオ チャット、ゲーム、そして仕事さえ
も思うままに行うことができるようになり
ます」。

— マット・マクフィアソン、 
シスコ ワイヤレス テクノロジー担当 CTO

テクノロジー：ワイヤレス
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ワイヤレスの成功に向けた IT の準備

ネットワークの運用は、望ましいモバイル ユーザエクスペリ 
エンスを提供できるよう、新たに浮上するこれらのビジネス要件

に先回りして対応する必要があります。というのも、ワイヤレス  
ネットワークの展開とメンテナンスに対する従来型のアプロー

チは持続できなくなるからです。

中でも、ワイヤレス ネットワークのトラブルシューティングは、

従来から大半のネットワーク担当チームにとって、リアクティブ

で複雑な、人と時間を最も要する作業となっています。ネット

ワーク担当リーダーたちが、今日のネットワーク運用において

最も時間を要する作業は、ネットワーク問題のトラブルシュー

ティングだと認識していることは意外ではありません。14

さらに物事を複雑にしているのは、新たに登場する Wi-Fi 6  
および 5G ネットワークに加え、IoT デバイスが BLE、 

Zigbee、Thread といった複数のニッチなワイヤレス プロト

コルと通信ができるという事実です。IT の課題は、ネットワーク 
管理の取り組みがこうした異なるネットワーク間で分断され 
ないようにすることでしょう。

多くの IoT 活用事例は、メインストリームである Wi-Fi 6  
および 5G ネットワークに集中すると予想されますが、IT 部門

は共通の管理レイヤを介して、固有または要求の多い活用事例

に必要な特化型のワイヤレス テクノロジーを管理する方法を

検討する必要があります。 

先手を打つためには、NetOps 担当チームは、ワイヤレスの

プランニング、モニタリング、トラブルシューティングおよび修

復に対する、よりプロアクティブなアプローチを取ることが求

められます。このためには、アナリティクスと AI によるモニタ 
リングを活用し、ワイヤレスのパフォーマンスと健全性の可視

性をさらに高める必要があります。 

ネットワークアクセスの対応状況の現状お
よび未来像

従来型の手動アクセス ネットワークの運用に頼っていては、 

IT はモバイル ユーザをサポートすることはできません。代わり

に、組織にはすべてのネットワーク ドメインをカバーするソフト

ウェアドリブンのアプローチが必要です。 

ネットワーク管理システムは、ユーザやワークロードが動き続

けても、様々なアクセス ネットワークを跨ぐ一貫したアクセス  
ポリシーを自動で管理、運用、伝達できることが必要となり

ます。さらに、IT がビジネスをリアルタイムでサポートできる 
よう、データとインサイトを引き出し、AI を活用して問題をより

的確に予測し、ルーティン タスクを自動化することが求められ 
ます。また、IoT アプリケーションのさらなる普及を考慮する

と、ネットワークは IoT デバイスを自動的に認識して分類し、

関連するポリシーを適用する必要があります。 

これらの機能を併用することにより、従業員や顧客、ビジネス 
リーダーは Wi-Fi 6 と 5G が提供する利点を存分に活用

することができます。同時に、これらの機能は、IT がワイヤレス

の氾濫を耐え抜くだけでなく、セキュリティを確保しモバイル 
世界で最高のユーザエクスペリエンスを提供することを可能に

します。 

テクノロジー：ワイヤレス



2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート

54

「2019 Global Networking Trends Survey」で、当社は

ネットワーク戦略担当者に、セキュアなアクセス アーキテクチ

ャ導入の 5 段階レディネス モデルに関して、現状でどの段階

にあるかを尋ねたところ、回答者の 72 %が、AI を活用した

アクセスまたはインテントベースのアクセスを 2 年以内に導入

する予定であると回答しました。これに対し、導入済みと答えた 

回答者はわずか 18 %でした。これらを導入することで、ポリ

シーを動的に作成および変更することが可能になり、最終的に

はユーザがどこにいてもどこへ移動しても、ユーザとサービス 
間でエンドツーエンドでアクセス ポリシーをビジネス意図に 
一貫して整合させることが可能になります。14

企業の現状

2 年後の予定

オープン アクセス

未確認の有線/
ワイヤレス アクセス

ユーザに対し、キャンパスおよび

ブランチ ネットワークへの未確認

の有線/ワイヤレス アクセスを

提供する

制御されたアクセス

認証済みユーザおよびデバイスの

アクセス

認証済みのユーザやデバイスに

対して、承認済みのデータや

アプリケーションへの一元化

された有線/ワイヤレス アクセス

を提供する

ソフトウェア定義型アクセス

SD ポリシーの自動化

ユーザにはソフトウェア定義型の

ポリシー自動化、アプリケーション

にはデバイス アクセス機能を提供

する。キャンパスおよびブランチ

全体の統合型マクロセグメンテー

ションとマイクロセグメンテーション

によりリスクを大幅に軽減する

AI を活用したアクセス

機械学習によるポリシー作成

機械学習およびソフトウェア定義型

の自動化により、ビジネス ニーズに

基づいた動的アクセスおよび使用

に関するポリシー作成機能を提供

する

インテントベース アクセス

ドメイン間のポリシーの自動整合

複数のプライベートおよびパブリック 
ネットワーク ドメインにおいて常に

高い安全性を保つために、すべての

ユーザ、デバイス、アプリケーション、

サービス間で、AI ドリブン型

アクセス ポリシーとビジネスの

目的を常に整合させる

ベスト エフォ
ート型

インテントベース

情報時代

デジタル時代

サービスドリブン型

コネクティビティドリ
ブン型

ソフトウェア定義型

18%

28% 72%

82%

質問：ネットワーク セキュリティに対する貴社の現在のアプローチを最もよく表している記述はどれですか。

2019 Global Networking Trends Survey、n = ネットワーク戦略担当者 1,556 名出典：

図 21  セキュアなアクセスに対する対応状況

テクノロジー：ワイヤレス
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Wi-Fi 6、5G、および OpenRoaming に備える：ネット

ワーク担当リーダーは OpenRoaming の機能を提供する

ために、Wi-Fi 6 と 5G がどのように互いを補完し、デバイス 

や Wi-Fi オペレータ、サービス プロバイダーと連携して機能 

するかを考慮に入れたワイヤレス ロードマップを作成する 

必要があります。 

ロケーションベースのサービスを検討する：小売、ヘルスケア、 

および教育業界の多くのビジネス エグゼクティブは、より優

れたカスタマーエクスペリエンスを提供するために、屋内の

ロケーションベースのサービスの利点をすでに活用しています。

当社の調査によると、回答者の 51 % がすでにロケーション

認識型のワイヤレスを使用し、モバイル アプリケーションを介

して、よりパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを 

可能にしています。また、その他の回答者の 40 % が機会を 

評価している最中であると答えています。14 

エッジ ネットワーク デバイス上で実行されるマイクロサー

ビスに備える：コンテナベースのワークロードに対応する 

Kubernetes やその他の管理およびオーケストレーション 

機能の登場により、ネットワークまたはアプリケーション  

サービス コンポーネントをエッジのワークロード対応ネット 

ワーク デバイス上でホスティングし始めることは、アプリ 

ケーション担当チームにとってますます魅力的になってい

ます。このことが貴社のネットワークのポリシーやパフォー

マンス、セキュリティ、セグメント化の要件にどのような影響を

与えるかを検討しましょう。

4

5

6

デジタル時代のアクセスおよびワイヤレス 
接続を可能にするための考慮事項

ワイヤレス アシュアランス ツールは今後必須となる：ほとん

どの業界において、クライアントとモノの両方でアクセスは圧

倒的にワイヤレス接続となりつつあります。ネットワーク戦略

担当者は、すべての IT および IoT アクセス ネットワーク全体

で、一貫したワイヤレス エクスペリエンスを提供するために、 

高度なワイヤレス アシュアランス システムおよびツールを 

整備する必要があります。

ポリシーベースの有線およびワイヤレスのセグメント化は 

多くの悩みを解消する：アクセス、コア、およびブランチ ネット 

ワーク全体でポリシーベースの自動化を導入することにより、

ユーザとアプリケーションのグループに基づいてセグメントや

マイクロセグメントを動的に作成および管理することが可能に

なり、攻撃や脅威からネットワークを守る動的なゼロトラスト  

バリアを構築することができます。

IoT を広範囲に広げる前に、AI 駆動型のデバイス分類を

活用する：安価な IoT センサやモニタ、その他のデバイスを 

高価なセキュリティ ソリューションで保護することは経済的 

に理にかなっていません。しかし、デバイスの自動分類と 

ポリシーベースの自動化を活用すると、IoT デバイスおよび 

アプリケーションのグループに基づいて、IoT のセグメントと 

マイクロセグメントを動的に作成および管理することが可能に

なります。

1

2

3

テクノロジー：ワイヤレス
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キー ポイント

変化しつつあるネットワーク セキュリティの役割

重要な指針

重要な調査結果

セクション サマリー

• アプリケーション、データ、およびアイデンティティがクラ

ウドとネットワーク エッジに移行している今、境界ベース

のセキュリティだけでは今日の脅威から効果的に保護でき

なくなっています。

• 多種多様なデバイスやモバイル ユーザがネットワークに 
接続されたアプリケーションにどこからでも接続すること

により、可視性と制御の喪失など新たな課題が生じてい

ます。

• インテントベースのネットワーク機能にセキュリティを統合

することにより、ネットワーク全体での効果的なポリシー

の適用、保護、および修正を合理化する強力な組み合わせ

が誕生します。

• ネットワーク担当リーダーの 75 % 近くが、AI を活用した 
適応型または自動ポリシーの定義と施行を 2 年後には 
すると確信しています。

• ネットワーク戦略担当者は、AI に次いで 2 番目に優先順

位の高い投資分野としてセキュリティを挙げています。

• ネットワーク担当チームの 43 %が、組み込み型のネッ

トワーク セキュリティ機能の改善を優先事項に挙げてい

ます。

• 2019 年に、CISO の 48 %が「修正までの時間」を、 
主な重要業績評価指標（KPI）として挙げており、この 
数字は 2018 年の 30 % から上昇しています。

• 以下の 5 つの主要分野においてネットワーク セキュリティ 
機能を開発しましょう：可視性と脅威検出、ゼロトラスト  
アクセス、継続的保護、信頼性の高いネットワーク インフ

ラストラクチャ、および SecOps と NetOps のワーク

フローの統合。

• 分散されたネットワーク全体で、セキュリティ上の脅威が

どこに存在しようとも効果的に管理できるよう、あらゆる

ネットワーク自動化/アシュアランス計画にゼロトラスト 
セキュリティ戦略が含まれていることを確認しましょう。

• インフラストラクチャやプロセスを更新する際には、ネット 
ワーク担当チームは、ネットワーク自体に改ざん対策を 
徹底できるよう、信頼できる要件を考慮に入れる必要があ

ります。

• SecOps および NetOps 担当チームはデータの共有 
方法を検討し、脅威の予防、検出および対応のワーク

フローを合理化するツールを統合する必要があります。

テクノロジー：セキュリティ
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セクション サマリー 
（続き）

「2025 年までに一部の最先端 IT 企業は、限定的にではあり

ますが、修正を迅速化し SecOps チームの負担を減らす、 
完全自動化されたネットワーク対応セキュリティ ワークフロ

ーを導入し終える見込みです。IBN プラットフォーム、AI/ML  
テクノロジー、およびセキュリティ ツールとネットワーク ツール

の統合により、組織のセキュリティ ポスチャやネットワークに 
リスクを及ぼさない、明確に定義された一部の活用事例の自動

化が可能になるでしょう」。 

— ウェンディ・ネザー、 
シスコ アドバイザリ CISO チーム長

「2025 年には、量子コンピューティングはまだ初期段階にある

でしょう。しかし、量子コンピューティングを使って現行の暗号 
化手法が破られるという新たな危機に対処する取り組みは、 
すでに行われています」。

— デイビッド・マックグルー、シスコ フェロー

のユーザ、モノ、およびアプリケーションのアイデンティティを、

キャンパスまたはブランチ、VPN、パブリック ネットワーク、 
またはクラウドなど、それらが存在する場所にかかわらず要求

する、より分散されたモデルの 1 要素に過ぎません。

IT 部門はサイバーセキュリティの課題に効果的に対処するため 
に、ネットワークとセキュリティの利点を組み合わせて活用する 
必要があります。ネットワーク戦略担当者はいち早く、ネット 
ワーク セキュリティへの投資の重要性を認識しています。どう 
すればネットワーク担当チームがビジネス ニーズをもっと 
満たすことができるかという質問に対し、当社の「2019 Global 

Networking Trends Survey」の回答者は、セキュリティ

を AI に次いで 2 番目に投資すべき領域として挙げました。 
そのうち 43 % が、組み込み型のネットワーク セキュリティ 
機能の改善を優先事項に挙げています。14

セキュリティとインテントベースのネットワーキング モデルを 
収束することにより、組織はすべてのネットワーク サービス全体 
にビジネス ロールのポリシーを適用し、脅威に迅速に対応 
できるようになります。

この新たな現実において、NetOps 担当チームと同チームが

管理するネットワークは、以下の 5 つの重要分野においてきわ

めて重要なセキュリティ上の役割を担います。

可視性：CISO はこの新たな分散型アプリケーション 
およびデータ モデルにおいて可視性を維持することに 
ついて懸念を抱いています。 

ゼロトラスト アクセス：ユーザ、デバイス、およびアプリ

ケーションがどこからネットワークにアクセスするかに 
かかわらず、すべて同様に疑いを持って扱う、一貫した 
信頼モデルの導入には、ネットワークが不可欠な要素とな

ります。 

重要な予測

変化しつつあるネットワーク  
セキュリティの役割
モバイル、マルチクラウド、および IoT モデルの導入は、ネット

ワーク セキュリティに新たな課題と機会を生み出しています。

従来型のエンタープライズ ネットワークの境界は今や、すべて

テクノロジー：セキュリティ
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継続的保護：ネットワークは、感染したデバイスを封じ込

めるために自動的かつ迅速に措置を施すことができる、 
分散型の検出機関と執行機関の両方として機能する必要

があります。

信頼性の高いネットワーク インフラストラクチャ：社外 
秘の情報を探したり、ネットワークの運用を中断させよう

とする悪意のある攻撃者による脅威が拡大しつつある今、 
組織はネットワーク システムや個々のネットワーク デバイス

を攻撃から守らなればなりません。 

SecOpsとNetOps 
のシームレスなワーク 
フロー：C I S Oは自社

の S e c O p s および

NetOps担当チームは 
協力し合っていると認識 
しており、うち95 %が 
非常にまたはきわめて 
協 力的だと答えてい 
ます。30しかし、いずれの 
チームもいまだに、別々の 
データやワークフロー、 
ツールを使用してデータ

を収集および分析して 
いる傾向があります。SecOpsおよびNetOps担当チーム

は、脅威の予防、検出および対応を自動化するという共通

の目標を達成するために、ワークフローを合理化し、データ

を共有し、ツールを統合する方法を再検討する必要があり 
ます。

1 2 3
きめ細かい制御を適用し、

ラテラル ムーブメントを予

防するために、ネットワーク

をセグメント化する。

脅威検出や脅威対応の

ためのきめ細かいネット

ワーク分析と可視性を提

供する。

ネットワーク セキュリティ

の管理を統合し、自動化

のための基盤を作る。

Forrester Research によると、ゼロトラスト ネット 
ワーク モデルは以下の 3 つのことに対応できる必要が
あります。29

2019 年に、CISO の 48 % 
が「修正までの時間」を、主な
重要業績評価指標（KPI）と
して挙げており、この数字は 
2018 年の 30 % から 
上昇しています。30

48 %

ガートナー社の調査によると、
「SecOps にとって、ネットワーク 
トラフィックへのアクセスは、トラ 
フィック フローのレトロスペクティブ
分析、盗難の試みの特定、ネット 
ワーク フォレンジック、およびマイクロ
セグメンテーションのワークフローを
サポートする」。31

テクノロジー：セキュリティ



2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート

59

ネットワーク セキュリティの課題

スケールの拡大と複雑化

IT は、拡大および複雑化する変化の速いモバイルファースト 
およびクラウドファーストの環境と、対策がますます困難になる

セキュリティ脅威から、組織とそのデータを守らなければなり

ません。

ワークロード：アプリケーション、データ、アイデンティ

ティがクラウドまたはインターネットに移行するのに伴

い、IT モデルは従来の組織の境界を越えて拡張し続け

ています。このようにハイブリッドおよびマルチクラウド  
コンピューティングやエッジでホストされるマイクロサービス 
の出現により、ワークロードを保護する方法に方向転換が

求められています。境界ベースのセキュリティだけでは、 
今日の脅威を効果的に防ぐことはできません。 

クライアント：また、多種多様なデバイス（ユーザ デバイス

や相互接続された IoT デバイス）や多種多様なユーザ（従

業員、請負業者、サードパーティ）が混在し、それらがあら

ゆる場所にあるネットワーク接続されたアプリケーション

に様々な場所から接続することが、さらなる複雑性をもた

らしています。30 

インフラストラクチャ：最後に、脅威が巧妙化するにつれ、

攻撃者はますます、基盤となっているスイッチングおよび 
ルーティング インフラストラクチャを妨害して、データを

盗聴、窃盗、操作し、ネットワークのその他の部分に攻撃を 
しかけようとしています。32 

「他の大規模な組織と同じように、私たち
も規模を拡大して複雑性に対処する必
要があります。私たちは毎日、47 TB の
インターネット トラフィックを調査し、 
280 億件のフローを分析し、1.2 兆
件のセキュリティ イベントを記録して 
います」。

― マリサ・チャンセラー、シスコ  
インフラストラクチャ セキュリティ担当ディレクター

脅威の背景：革新し続ける攻撃者

サイバーセキュリティ攻撃の見返りがますます魅力的になるに

つれ、攻撃の性質はさらに巧妙化し続けています。特に懸念が

高まっている脅威の傾向には、以下のようなものがあります。

• ネットワークベースの自己増殖型ランサムウェア

• 暗号化されたトラフィックの中に隠れた暗号化されたマル 
ウェア攻撃（2017 年の悪意のある攻撃全体の実に 70 % 
を占めた）4 

• パッチ未適用、無監視状態の IoT デバイスに侵入した IoT  
ボットネット 

進化する脅威の背景についての最新情報は、「Cisco 

Cybersecurity Series Threat Report」をご覧くだ 
さい。33

 

テクノロジー：セキュリティ
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法規制の遵守

セキュリティ担当チームはまた、新たな法規制への対応にも 
頭を悩まされています。こうした法規制を遵守するためには、

効果的なセキュリティ ポリシーが整備されていることを保証

し、示さなければなりません。 

EU 一般データ保護規則（GDPR）が 2018 年に施行され、 
データ プライバシーに対するプロアクティブなアプローチが 
要求されるようになりました。また、ヘルスケア、金融サービス、

小売、政府その他のセクターには、追加のコンプライアンス 
基準が義務付けられ、コンプライアンス違反をした場合は 
重い罰金が課せられる恐れがあります。

シスコ年次サイバーセキュリティ レポート（2019 年）出典：

49 %

42 %

36 %

27 %

23 %

33 %

21 %

19 %

38 %

マルウェア

悪意のあるスパム

フィッシング

ランサムウェア

モバイル マルウェア

不正なファイル共有

認証情報の窃盗

19 % ファイルレス マルウェア

情報漏洩

スパイウェア

サイバーセキュリティ

質問：この 1 年間、どの種類のセキュリティ インシデント/攻撃に遭遇しましたか。

図 22  今日のサイバー脅威

テクノロジー：セキュリティ

IoT デバイスの普及：攻撃対象の拡大

コネクテッド IoT デバイスは十分なセキュリティがないまま

に増え続けています。その主な理由は、これらのデバイスが  

IT により認識または検出されないためです。コネクテッド  
デバイスが増えるたびに、組織における攻撃対象も拡大し 
ます。IoT デバイスに関するネットワークレベルの攻撃には、 
分散型サービス拒否（DDoS）攻撃、RFID のスプーフィング、

パスワードを標的とした悪意のあるソフトウェアによる脅威な

どがあります。

 
可視性のギャップ

新しいクラウド アプリやマイクロサービスの増加は、IT の可視

性や攻撃対象の制御にギャップを作りかねません。現状では

ユーザは、安全でない可能性があるアプリケーションや、過度 
なアクセス許可を要求するアプリケーションをインストール 
して、自分で有効化することができるようになっています。 
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最終的には、インテントベースのネットワーキングとセキュリ

ティを組み合わせることにより、ネットワークにアクセスしてい

るユーザやモノについての継続的な可視性と制御を得ること

ができます。また、この組み合わせは完全なゼロトラスト アク

セス モデルにも寄与し、脅威の予防、検出、迅速な対応を（ネット 
ワーク上ではなく）ネットワーク内に構築し、あらゆる場所で 
一貫した保護を提供します（下図 23 を参照）。

 
ネットワークの可視性と脅威の検出

「目に見えないものは守れない」というのが従来にも増して 
真実となっている昨今、IT 部門がネットワーク資産と情報を 
保護するためには、可視性が不可欠です。これには、異常な 
活動を監視してポリシーを設定するために、ユーザ、デバイス、

アプリ、モノが存在する場所を問わず、それらを可視化すること

が含まれます。

「私たちは大規模な SaaS への 
移行に取り組んでおり、過去に持って
いたような従来の可視性や制御を 
失いつつあります」。

― マリサ・チャンセラー、シスコ  
インフラストラクチャ セキュリティ担当ディレクター

モバイル デバイス（会社および個人所有）の台数は増加し、 
範囲は拡大し続ける見通しであり、個人所有デバイス持ち込みの

傾向は、個人所有のスマートフォンやラップトップ、タブレットな

どが重要なアプリケーションにアクセスすることを意味します。

このような傾向が続けば、今後さらに可視性と制御が失われる

でしょう。 

 
インテリジェント ネットワークを活用して 
セキュリティの課題に対処する

インテリジェント ネットワークを備えた NetOps 担当チーム

は、組織とそのデータを安全に守るための継続的闘いにおいて  

SecOps の強い味方となります。セキュリティ機能が基盤と

なる場所にインテントベースのネットワーキング モデルを採用

することにより、IT 部門は、何が新しくて、何が重要で、何が異

常かを、分散したネットワーク全体のどこにそれらが存在しよ

うと関係なく、自動的に効率よく判断できるようネットワークに

求めることができます。

テクノロジー：セキュリティ

「多くの IoT デバイスにはセキュリティ
がほとんど内在しておらず、デジタル
認証や認証情報を使用することが稀
なため、侵害されやすくなっています。
そのため、デバイスの認識、分類、およ
びネットワーク アクセス ポリシーの
有効化を自動化することが、セキュ 
リティ侵害を予防または阻止する上で
最も重要になってきています」。

— ティム・シゲティ、シスコ IoT 主席エンジニア
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アクセス、WAN、データセンター、マルチクラウド、および IoT 
ネットワーク全体を可視化することにより、ネットワークを通過

するあらゆるフローをマッピングすることが可能になり、正常な

ネットワーク行動の動的なベースラインを決定することができま

す。完全な可視性を提供するインテリジェント ネットワークを 
採用することで、ネットワーク担当チームは、暗号化されたトラ 
フィックでさえも、セキュリティ担当チームが従来よりすばやく 
正確に脅威を検出および修正するのを支援する貴重なリソース

を得ることができます。

ゼロトラスト アクセス

高度な可視性を基盤に構築した包括的なゼロトラスト セキュ

リティ モデルは、問題のデバイスやワークロードの種類や場所

を問わず、NetOps 担当チームがアクセスを管理することを

可能にします。このモデルを適切に適用すると、ユーザがネット

ワークに接続していない時でも、プライベート クラウドおよび

パブリック クラウド内のワークロードやデータを保護すること

ができます。ゼロトラスト モデルの主な機能には、以下のもの

が含まれます。

ネットワーク アクセスを保護する：ゼロトラスト アクセス  
モデルでは、有線およびワイヤレス ネットワークに誰が（何 
が）、いつ、どこでアクセスでき、ユーザと IoT エンド 
ポイントがどのようにしてアクセスできるかについて、IT が

厳密に制御します。また、グループベースのポリシー管理

とエンドツーエンドのクライアント/アプリケーション間の

セグメント化を使ってゼロトラスト アプローチを適用し、

ネットワーク上のリソースへのアクセスを制限することがで

きます。

アプリケーション侵害をプロアクティブに阻止する：IT ス

タッフは、攻撃者がすでに侵入している場合に攻撃対象を

縮小する上で役立つ、データセンター内外のワークロード

間の不正なラテラル ムーブメントを緩和することができ

ます。 

アプリケーションへの不正アクセス リスクを軽減する： 
ユーザの種類（従業員、請負業者、サードパーティなど）を 
問わず、オンプレミスまたはオフプレミスのアプリケー

ションにログインするユーザに対し、二要素認証（2FA）を 

アプリおよびワークロード

SaaSデータセンター パブリック クラウド

ID およびモノ

デバイス/IoT

WAN

継続的な可視性
プロセス挙動の可視性ユーザー/デバイスの可視性 接続全体の可視性

オンプレミスおよびマルチクラウドのトラフィックに対する可視性

ゼロトラスト 
アクセス

アプリのマイクロセグメンテーション 認証および承認

エンドツーエンドのネットワーク セグメンテーション

常時保護
侵入からの保護ユーザ/デバイスの保護 イングレス/エグレスの保護

マルウェアからの保護

ブランチ/
キャンパス

ユーザ/
リモート

図 23  統合型ネットワーク セキュリティ モデル 

テクノロジー：セキュリティ
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使った本人確認と使用デバイスのセキュリティ検証を要求

することで、パスワードの盗難または弱いパスワードによ

るアプリケーションやデータへの不正アクセス リスクを

軽減します。

信頼できるネットワーク インフラストラクチャを構築
する

組織のデジタル化が進み、脅威がエスカレートする中で、ネット

ワーク インフラストラクチャと個々のネットワーク デバイスの

安全性と完全性を検証する必要性が高まっています。

「信頼できる」ネットワーク インフラストラクチャを構築する

には、製品ライフサイクル全体にセキュリティを包括的に導入

することが必要です。そうすることで、製造から流通、展開、 
継続的運用までのサイクルを通じて改ざんや操作から保護する

ことが可能になりますが、サードパーティのリセラーやシステム 
インテグレータ、マネージド サービス プロバイダーはこれらの

プロセスに関与することが多いため、このことが特に重要とな

ります。 

設備をアップグレードする際には、ネットワーク担当チームは、

ハードウェアに固定されたセキュアブート、セキュアな一意の 
デバイス識別子（Unique Device Identifier (UDI)）、 
キーを破棄して工場出荷時のリセットをアクティブにする機能

など、いくつかの重要な機能を考慮に入れる必要があります。

概して、ネットワークは現在および未来の脅威にうまく対処でき

るようになりつつあります。NetOps および SecOps 担当

チームが、継続的な可視性、保護、および信頼を達成するため

に互いに協力できるよう、これらの高度なセキュリティ機能を

自社のネットワーク デザインや運用に組み込むための対策を

講じるかどうかは、これらのチーム次第です。 

いつでもどこでも保護

すべてのエンタープライズ ユーザおよびシステムを保護する 
には、ネットワークは時代の流れに沿って、従来の境界の 
外へと保護範囲を拡大する必要があります。SD-WAN を

はじめとするインテントベースのアーキテクチャは、ネット

ワークへのあらゆる出入にまで保護を拡張する完全なセキュ

リティ スタックを、エッジにまで展開・管理するための、中央

制御型のプラットフォームを提供します。完全な保護のため、

このスタックにはネットワーク セグメンテーション、ファイア

ウォール、Secure Web Gateway（SWG）、マルウェア

対策、DNS レイヤ セキュリティが含まれている必要があり

ます。

万一、悪意のあるファイルがセキュリティをくぐり抜けた場合

は、マルウェア検出がネットワークにすばやく指示し、感染し

たデバイスを制限または隔離されたネットワーク セグメントに 
自動的に移します。そして、脅威インテリジェンスを継続的に

更新することにより、悪意のあるファイルをブロックし、その

インテリジェンスをエンドポイントや上流のクラウドに伝える

ことにより、再びそのような脅威が生じた際にシステムがそれ

らをブロックできるようにします。

テクノロジー：セキュリティ
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ネットワーク セキュリティの現状と未来像

では、継続的保護を実現するための全体的なネットワーク セキュリティ モデルの構築において、多くの組織はどの段階にあるの

でしょうか。 

当社の「2019 Global Networking Trends Survey」で、私たちはネットワーク担当リーダーに、ネットワーク セキュリティに 
対する自社の現在のアプローチを、当社の 5 段階の対応 モデルと比較して評価するよう依頼しました。現時点で組織は 5 つすべての 
段階に均等に散らばっており、その 4 分の 3 近くが、AI を活用した何らかの形の自動セキュリティ ポリシーの定義と施行を当該期

間内に導入すると確信しています。14

企業の現状

2 年後の予定

サイロ化されたネットワークおよび

セキュリティ

境界コントロール

境界コントロールのポイントが

ネットワークにほとんど統合

されていない

セキュリティ アプライアンスが

オーバーレイとしてネットワーク上

に構築されている

統合型ネットワーク 
セキュリティ

一元的な可視化

ユーザおよびデバイスを動的に

学習し、機能グループに配置して

いる

一元管理されたネットワーク 
セキュリティ

ポリシーベースの統合型

セグメンテーション

複数のドメインにエンドツーエンド

の自動セグメンテーションを

導入している 

データおよびアプリケーションに

対する脅威をエンドツーエンドで

可視化している

適応型ネットワーク 
セキュリティ

AI を活用した適応型ポリシーの

適用

高度なアナリティクスおよび機械

学習により、変化する条件に常に

適応するセキュリティ ポリシーと

脅威検出機能を備えている

自動化されたネットワーク 
セキュリティ

脅威やビジネス背景に適応している

新たな脅威を自動的に検出して

阻止している

ポリシーおよび規制の変化に

適応している

ベスト エフォ
ート型

インテントベース

情報時代

デジタル時代

サービスドリブン型

コネクティビティドリ
ブン型

ソフトウェア定義型

37% 39% 24%

26% 74%

質問：ネットワーク セキュリティに対する貴社の現在のアプローチを最もよく表している記述はどれですか。

2019 Global Networking Trends Survey、n = ネットワーク戦略担当者 1,556 名出典：

図 24  インテントベースのネットワーク セキュリティへの対応状況

テクノロジー：セキュリティ
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ネットワーク運用の 
トレンド

2020 グローバル ネットワーキング 
トレンド レポート
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事後対応型から 
ビジネス最適化へ

キー ポイント

• 従来のネットワーク運用モデルは持続可能性に欠け、 
デジタルへの需要が常に増え続ける中で、必要なビジネス  
サービスをサポートすることができません。  

• IT 部門は IT の運用を最新化し、従来型の反復的なネット 
ワーク タスクの多くを自動化または排除する、コントロー 
ラベースのシステムや AI を活用したツールに対する 

DevOps アプローチを採用しています。 

• 高度な最新のオープンネットワーク プラットフォームは、

他の IT およびセキュリティ システムと運用プロセスへの 
スムーズな統合を可能にし、ビジネス アプリケーション 
開発者に新たな機会をもたらします。

• ネットワーク運用の次の時代には、リーダーやチームは 
事後対応型の運用モデルを離れ、ビジネスが必要とする

まさにそのサービスを継続的に提供できるようになるで

しょう。

• チームの 73%が、ネットワークの現状を維持するためだ

けに作業時間の半分以上を費やしています。

• IT リーダーは「現状を維持」するだけの日々のメンテナン

ス作業からリソースを解放できたとしたら、ネットワーク

チームのリソースをマルチクラウドやアプリケーションの

迅速な配備、ネットワークやアプリケーション、データの

保護向上に優先的に注ぐだろうと答えています。

• IT リーダーの 3 分の 1 以上が、他の IT チームや事業部

門とネットワークとのスムーズな調整および統合を実現する

ことの重要性を優先事項に挙げています。

重要な調査結果

運用

セクション サマリー
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重要な予測

ビジネスと IT のかけ橋：「各チームはネットワークの 
メンテナンスに費やす時間のバランスを再調整して外部

の取り組みに向け、ネットワークが組織のニーズにより

的確に対応し、ビジネスの変革を支援できるようにする

ことに重点的に取り組むでしょう。運用チームの新しい

役割として、ビジネスの目的とアプリケーション要件を、 
ネットワーク ポリシーに変換するという業務が加わるで

しょう」。

NetOps が監視範囲をクラウドにまで拡張：マルチ 
クラウドでのビジネス サービスが当たり前になると、 

NetOps チームは可視化と予測型監視の範囲を WAN 
やパブリックネットワークから、クラウドのポイント オブ 
プレゼンスにまで拡張するようになります。また、エン 
タープライズの IBN システムは、クラウド サービスの 
エクスペリエンスの質を確保・維持するのに必要な、より

詳細なインサイトを獲得するために、サービス プロバイ

ダーやクラウド プロバイダーのシステムからのデータを

統合するようになるでしょう」。

— リッチ・プレーン、シスコ  
カスタマー エクスペリエンス担当 CTO

セクション サマリー  
（続き）

運用

• コントローラベースの自動化およびアシュアランス モデルを 
導入する際には、ネットワーク担当チームは以下の 3 つの

重要なプロセス領域に集中的に取り組む必要があります：

ライフサイクル管理、ポリシー管理、アシュアランス管理。

• サービス品質、コスト、アジリティおよびセキュリティを 
改善するために、ネットワーク管理者は個々のデバイスの管

理から離れて、エンドツーエンドのネットワークシステムを 
コントローラを介して管理することや、ネットワーク コント

ローラに注意を向けるべきです。

• ネットワーク担当チームは、効率性を高め、ビジネス ニーズ 
により迅速に対応できるよう、ネットワークを IT プロセス 
に統合し、エンドツーエンドのワークフローを合理化す

るためのオープンプラットフォームの DevOps 主導型 
アプローチを採用する必要があります。 

• ネットワーク運用チームは、ネットワークを改善し、ビジネ

スでより良い成果を挙げるために、新たに登場した AIOps 
機能を装備する必要があります。

重要な指針
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事後対応型からビジネス最適化へ

当社の「2019 Global Networking Trends 

Survey」によると、IT リーダーの 63 % が、 

ビジネス ニーズに動的に対応することのできる 

高度なネットワークを 3 年以内に配備することを 

予定しています。14 

63%

シスコが実施した調査によると、IT 部門の上層部が自社のデジタル変革の指揮を執っています。 
デジタル変革を達成するために、彼らは同じくらい重要なもうひとつの変革、つまり新たに 
登場したデジタルへの需要を満たすための IT インフラストラクチャと運用の最新化も推進して
います。34

ネットワーク担当チームは、オープンプラットフォームのDevOps 主導型アプローチを採用することにより、効率性を高め、ビジネス  
ニーズにより迅速に対応できるよう、ネットワークを IT プロセスに統合し、エンドツーエンドのワークフローを合理化するための 
ツールやテクノロジーを初めて手に入れます。

このアプローチはネットワーク ドメイン間で運用の橋渡しをすると同時に、アプリケーションと直接統合して、基幹業務の変化する 
ニーズにより的確に対応する機会を提供します。

ネットワーク運用についての新しい考え方と新しい働き方を採用することにより、IT リーダーおよび IT 部門は、既存のサービスの 
改善またはビジネスに対応する新しいサービスのどちらであっても、基幹業務が要求するまさにそのサービスを提供できるようになる

でしょう。

運用
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ネットワーク運用の現状と 
未来像
デジタル変革をサポートするための運用対応状況

当社の「2019 Global Networking Trends Survey」

の中で、私たちは IT リーダーとネットワーク戦略担当者に、 
アシュアランス管理に関するネットワーク運用対応状況に対する

自社の現状を、事後対応型からビジネス最適化までの 5 段階

の成熟度に照らして分類するよう依頼しました。 

自社は現在、予測型またはビジネス最適化の段階にあると思う

と回答したのはわずか 23 % にとどまった一方で、71 % が 

2 年後にその段階を目指していると回答し、組織がエンター

プライズ ネットワークに対する高まる需要に備えることに緊急

性を感じていることを強調する結果となりました。14 

ネットワークの進歩がもたらす
ネットワーク運用の変化 
ネットワーク テクノロジーの最近の急速な進歩は、いずれネット 
ワーク運用のほぼすべての側面を変化させるでしょう。中でも、

大きな変化が予想される領域を以下に示します。

IT プロセスへのネットワーク運用の統合

主に 1 つの領域を専門とするエンジニアによりテクノロジー  
サイロごとに運用されていた従来のネットワーク運用モデル

は、急速に衰退しつつあります。当社の調査では、IT リーダー 
の 3 分の 1 近くが、ネットワークとその他の IT 部門との 
より良い調整や統合を実現することの重要性を強調する一方

で、26 % が基幹業務に携わるために自社の能力を高めること

の重要性を明らかにしました。14さらに 27 % が、別々のネット

ワーク ドメインにサイロ化されたデザインと運用アプローチが

妨げになっていると回答しました。14

運用
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インテントベースのネットワーキング コントローラが提供する

オープン インターフェイスのおかげで、NetOps 担当チームは

孤立した運用サイロを捨て、完全に統合された IT ワークフロー

の一部となるでしょう。IT リーダーの 34 % がこの変化を、 
ネットワーク担当チームが組織のニーズをより的確に満たす 
ために最も役立つ変化だと回答しています。14 

サービスの中断についてユーザ

から報告を受けてから対応している

サービスに影響を与えうる大部分

の問題を、ネットワーク アラートに

反応する形で特定し解消している

サービスへの影響を、アラートを

通じて特定し解消している

ネットワークの健全性、パフォー

マンス、およびキャパシティを

積極的に監視している

サービスに影響を与えうる問題を、

それらが実際に起こる前に

アナリティクスおよび自動化技術を

用いて予測的に修正している

健全性およびパフォーマンスを、

ビジネス インテント システム、

アナリティクス、および自動化

機能に基づいて動的に管理して

いる
事後対応型

ビジネス最適化

情報時代

デジタル時代

予測型

反応型

事前対応型

質問：ネットワークの運用レディネスに対する貴社の現在のアプローチを最もよく表している記述はどれですか。

企業の現状

2 年後の予定

38% 39% 23%

29% 71%

2019 Global Networking Trends Survey、n = ネットワーク戦略担当者 1,556 名出典：

図 25  ネットワーク運用に対する対応状況：アシュアランス管理

運用
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しかし、望ましいレベルの IT アジリティと継続的な意図の 
整合を達成するためには、NetOps 担当チームはネットワーク  
ドメイン全体（アクセス、WAN、データセンター、クラウドなど） 
ならびに IT サービス管理（ITSM）や SecOps システム 
といった他の IT ドメインとの統合を改善する責任を負います。 

この図は、NetOps がどのようにしてオープンプラットフォーム 
とネットワーク DevOps アプローチを活用し、他の内部さら

には外部のシステムとネットワーク テクノロジーやプロセスを

統合することができるかを説明したものです。 

IT およびビジネス インテントとの完全な
整合

本来、ネットワークは従業員や顧客、パートナーをサポートする

ために必要なサービスを提供するため、つまり、ビジネスを運営

するために存在します。しかし、現実には従来型の手動による

運用アプローチは多くの場合、動的なビジネス ニーズに対応 
するには不十分です。これは変わりつつあります。 

インテントベースのネットワークを導入すると、ネットワークの

運用ははるかに自動化が進んで動的になり、ビジネスや IT の

意図から直接情報を得るでしょう。そのような意図には、アプ

リケーションのパフォーマンスに関するニーズやセキュリティ 
ポリシー、コンプライアンス、IT プロセスなどが含まれます。 

ビジネスの目的
• アプリケーション

•  コンプライアンス

• セキュリティ ポリシー

デジタル ビジネス

進化したマルチドメインな
ネットワーク インフラストラクチャ

物理および仮想インフラストラクチャ

インテントベース ネットワーク

エ
ン
ター

プラ
イズ

のイ
ンテントベース ネットワーク コントロ

ー
ラ

セキュリティ

オープン プラットフォーム

     ク
ラ
ウ
ド
活
用 機

械
学
習ア
ナ
リ
テ
ィ
ク
ス
お
よ
び
アシ

ュア
ランス ポリシーおよ

び
翻
訳（

変
換
）

自動化およびアクティベーショ
ンネットワーク運用

ネットワークの
ライフサイクル管理

ネットワーク 
サービスの

アシュアランス

ネットワーク 
ポリシーの
自動化

外部
エコシステム

IT 運用 マルチクラウド

セキュリティ

図 26  オープンプラットフォームのネットワーク DevOps アプローチを使った統合の機会

運用
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時の経過とともに、ビジネスと IT の意図のネットワーク ポリ

シーへの転換は、ネットワーク運用担当者の役割に不可欠と 
なるでしょう。 

 

ネットワーク運用の複雑性を軽減する自動化

運用タスクの自動化が、ネットワーク運用の姿を変えつつある

ことに疑いの余地はありません。IT リーダーとネットワーク 
戦略担当者の 4 分の 1 が、今後 5 年間で自社のネットワーク 
戦略やデザインに最も大きな影響を与えるであろうテクノロ

ジーとして自動化を挙げています。14 

しかし、このことはネットワークの設定やメンテナンスを手動で

行う従来型のアプローチを廃止することを意味します。チーム 
の中にはこれに不安を抱く人たちもおり、IT リーダーの 20 %  
が、自動化および AI テクノロジーを採用することに対して 

NetOps 担当チームの中に抵抗があることを、最新化の主な

障壁として挙げています。14 

 
予防的 vs. 事後対応型の問題とインシデント
管理

先に述べたとおり、多くの組織が、自社は運用対応状況の事後

対応型の段階にあると考えています。ここでの課題は、回答者

の 25 % が指摘するように、事後対応型の運用マインドセット

が自社のネットワーク目標を達成する妨げとなっていることで

す。35これも変わりつつあります。AI の活用と他の IT システムと

の統合により、NetOps 担当チームは、問題がインシデント化

してサービスに影響を与えるずっと前にそれを解決する、予防 

 的メンテナンスの状態に達することができるでしょう。

人間と人工知能の連携

ネットワーク エンジニアは、ネットワークの複雑性に対処する

ためにあらゆる手助けを必要としています。

だからこそ、NetOps 担当チームはより正確なパフォーマンス 
ベースラインの確立、異常検出、根本原因の自動分析、修正ガイ

ダンス、予測インサイトなどを提供することのできる、機械学習

や機械推論といった新しい AI 駆動型の運用（AIOps）機能

を導入しているのです。

数千件ものイベントをひとつひとつ調べる代わりに、NetOps 
担当チームは最も重要なイベントだけを、上位の修正オプション 
と併せて正確に提示するこれらのテクノロジーにますます依存

するでしょう。AIOps 担当チームはまた、この結果を微調整

し、コンテンツを充実させ、知識を主要なビジネスおよびサー

ビス管理システムに統合するかもしれません。

運用
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ベスト プラクティス、検証済みの設計、実績あるプロセス、調整

に関する推奨事項を提供します。

このモデルの中核を成すのは、ライフサイクル管理、ポリシー

管理、アシュアランス管理という 3 つの重要なプロセス分野で

す。IBN によって運用がシンプル化されることで、これらのコア  
プロセスを軸に、運用の変革を計画・実現することができ

ます。

AIOps への移行は加速して 
います。というのも、IT リーダーの 
42 % が、AI は将来、自社の 
自動化された運用に最大の 
影響をもたらすと考えている 
からです。35

運用テクノロジーの接続性をネットワークの
運用に 

IoT デバイスはビジネス資産であるとみなされ、それらが生み

出す運用データはビジネスの運営に不可欠であるという事実

は、インフラストラクチャ管理に対する新しいアプローチの必要

性を明確に強調しています。

• リアルタイム モニタリングなどの IoT の活用事例におい

て、運用の問題は、深刻な、時には会社の存続を脅かすほ

どの結果をもたらす可能性があります。

• 大規模なネットワークでは、IoT デバイスが数百万台に及

ぶこともあるため、それらを管理するには、自動化を導入

するしか手はありません。

• 場合によっては、本社とリモートの IoTデバイス間で常

時接続が確保されないケースもあります（このことが、 
エッジおよびフォグ アナリティクスへの投資を促進して 
います）。

次世代のネットワーク運用 
フレームワークのご紹介
インテントベース ネットワーキングを活用した未来のネット

ワーク運用への対応を支援するため、シスコ カスタマーエクス

ペリエンス テクノロジーのエキスパートらがフレームワークを

構築しました。このフレームワークは、戦略に関するガイダンス、 

42 %

運用

新たな価値観：ネット
ワーク コントローラの
管理

シスコ カスタマーエクスペリエンス 
のソリューション アーキテクトである

ジェイク・ハーティンガーは、ネットワーク運用における 
重大な変化の 1 つは、重点を置くポイントが、デバイスか

らコントローラにシフトすることである、としています。 
これまでネットワーク管理者は、デバイスにログインして、 
プロビジョニングやネットワーク情報の収集を行うの 
が一般的でした。 

コントローラベースの自動化およびアシュアランス  
モデルでは、管理者は、コントローラの管理、統合、コン

トローラ関連のプロセスに重点を置くことになります。 
組織がこの 1 つの変化を取り入れる範囲が広くなればな

るほど、サービスの質、コスト、アジリティ、セキュリティを

より迅速に改善できるようになります。36 
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ライフサイクル管理

コントローラ主導型の自動化およびプロビジョニング システム

に変更するにあたっては、ハードウェア、ソフトウェア、セキュリ

ティの標準に、より厳密に準拠することが求められます。コマン

ドライン インターフェイス（CLI）で変更を行うユーザの場合、

コマンドがポリシーとして定義されていないために、今後のアップ

デートでコントローラによってコマンドが上書きされるという事

態が発生する可能性があります。 

このシナリオを回避するには、リリース管理や変更管理を中心

とした、明確に定義されたライフサイクル管理手順を確立する

必要があり、特に、システムとして機能するネットワークまたは

サービスに重点を置いた自動化が必要となります。 

つまり、ネットワーク コントローラの管理には、新しいコン 
トローラ ハードウェア、ソフトウェア、統合ポイント、API の

管理、およびポリシー機能やアシュアランス機能を管理する 
ユーザインターフェイスの構成の管理が必要となります。コント

ローラの機能は近い将来に向けて刻々と変化していくため、 
ネットワーク コントローラ用のライフサイクル管理プロセスを

定義し、統合することが極めて重要になります。

イベント管理

パフォーマンス/
キャパシティ管理

インシデント管理

問題管理

変更管理

リリース管理

セキュリティ管理

ソフトウェアのライフサイクル 構成管理

アシュアランス管理ライフサイクル管理 ポリシー管理

健全性障害解決プロビジョニング ポリシー定義 ポリシー管理コンプライアンス
コントローラの
リリース管理

新しいプロセスの柱

新しいまたは変更中の
プロセス 

統合が必要となる可能性がある
従来型のプロセス

図 27  新しいネットワークのための新しい運用モデル 

運用
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ポリシー管理

ネットワーク ポリシーの管理も必須となります。その理由は、 
ネットワーク コントローラがうまく機能し持続可能性を実現す

るためには、ネットワーク デバイス ハードウェア、ソフトウェア、 
構成、統合に関するより厳格な標準とガイドラインが必要と 
なるためです。ポリシーはまず定義し、その後、更新しなければ 
なりません。また、定義された標準が常にプロビジョニング 
されるよう、ネットワーク コントローラの範囲内で設定する必

要があります。加えて、コンプライアンス検証メソッドを用いた

ポリシーの検証も必須となります。 

ポリシーの変更は、適用範囲が極めて広くなる可能性があり、

数千台のデバイスの構成に影響を与えるケースも考えられるた

め、ポリシーは規則に沿って行われるものでなければならず、

テストを実施して、有効・承認済みであることを確認できなけ

ればなりません。やがて、変更が有効化される前にシミュレー

ションを行うモデルベースのポリシー検証モデルが普及すれば、

構成オプションの柔軟性は高くなるでしょう。

ビジネス アラートや条件に対応

する形で、ネットワーク デバイス
に手動で変更を加えている

あらかじめ定義されたインフラ

ストラクチャ ライフサイクル 
マーカーおよびセキュリティ 
アラートに対応している 

インフラストラクチャ全体のコン

プライアンスを維持するために、

定義されたリリース プロセスおよび

変更プロセスを確立している

コントローラ、デバイス ハード

ウェア、ソフトウェア、構成基準を

積極的に管理している 

明確に定義されたツールおよび

変更プロセスを確立している

自動化ツールを用いて、適合性の

あるコントローラおよびインフラ

ストラクチャを一貫して配備して

いる 

明確に定義されたライフサイクル

変更のトリガーおよび手順を確立

している

コントローラのオーケストレー

ション機能および自動化機能に

より、ビジネスの目的に基づいて

ライフサイクル コントローラや

インフラストラクチャの変更を

継続的に行っている 

事後対応型

ビジネス最適化

情報時代

デジタル時代

予測型

反応型

事前対応型

図 28  ネットワーク運用対応状況：ライフサイクル管理

運用
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アシュアランス管理

小規模なネットワークであれば、人が頭と手を動かして管理で

きるケースが多いものの、規模が大きくなると、ツールやネット

ワークデータ、明確に定義されたプロセスなしでは、管理はほぼ

不可能です。今日の運用担当チームのうち、サービスに影響を 
及ぼす問題を、高度なアナリティクスを用いて事前に特定・ 
修正できているのは、わずか 5 分の 1 となっています。14 

AI を活用したインテントベースのネットワーキング モデルに

より、アシュアランス管理が改善され、それらリソースがアナリ

ティクス、API 統合機能、関連付け機能、高度なインベントリ

およびレポート機能、エンリッチメント機能と統合されます。特

に、アナリティクスとエンリッチメントは、ネットワーク障害に

関する詳細な追加情報を提供し、迅速な問題解決と健全性の

向上を促します。また、AI を活用したシステムが大規模に追加 
されることで、システムはそこから学習してさらに改善してい

くはずなので、運用チームへのメリットは今後も続いていくで

しょう。

より大規模なネットワークにおいては、サービスの質の向上、 
問題解決の迅速化、運用効率の改善が可能になります。 

AlOps チームは、アシュアランスのワークフローの完全自動

化に向け、フィルタリング、エンリッチメント、ビジネスまたは 
サービス管理システムとの API 連携に力を注ぐことになると 
考えられます。

当社では、中心となるこれら 3 つのプロセス分野に加え、従来

の ITSM プロセス、IT ドメイン、システムとの関係にも着目し、

他に統合できそうな分野を特定することを推奨しています。

インフラストラクチャ ネットワーク

に、セキュリティ ポリシーやサー

ビス ポリシー、アプリケーション 
ポリシーが整備されていない

標準的なセキュリティ ポリシーが

整備されているが、インフラストラク

チャ全体に手動で適用している

静的サービス プロファリングと

ポリシー運用管理を、インフラ

ストラクチャ全体に一貫して

適用している

アプリケーションおよび業務

サービスに対するサービスレベル

要件は、すべて手動で定義して

いる

コントローラベースの自動化および

ツールセットのプロビジョニングを

用いて、アプリケーションやビジネス

の変化する要件に応じてポリシー

の変更を開始し、複数のドメインに

対し、ほぼリアルタイムで整合させて

いる

変化するビジネス状況に対応する

インテントベースのシステムや

コントローラによって、時間、キー 
イベント、その他のビジネス環境

に基づいたエンドツーエンドの

ポリシー変更が可能である

事後対応型情報時代

デジタル時代

予測型
ビジネス最適化

反応型

事前対応型

図 29  ネットワーク運用対応状況：ポリシー管理

運用
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NetOps が監視範囲をクラウドにまで拡張：マルチクラウド

でのビジネス サービスが当たり前になると、NetOps チーム

は可視化と予測型監視の範囲を WAN やパブリックネット 

ワークから、クラウドのポイント オブ プレゼンスにまで拡張す

るようになります。また、エンタープライズの IBN システムは、

クラウド サービスのエクスペリエンスの質を確保・維持するの

に必要な、より詳細なインサイトを獲得するために、サービス 

プロバイダーやクラウド プロバイダーのシステムからのデータを 

統合するようになるでしょう。 

モデルベースの変更管理：ネットワーク上で行う変更に対する

「What-if」分析など、さらに高度な NetOps プロセスは、

データセンター以外の場所にも拡張され、広く普及するものと

考えられます。 

自動運転、自動修正のワークフロー：影響が比較的小さい 

ワークフローは完全自動化され、人間のオペレータが一切介入

することなく、ネットワークが自ら、改善策やライフサイクル管

理を実行できるようになります。データドリブン型の、目的との 

整合性が確認されたアプローチを導入することで、エラーの 

可能性が最小化され、サービス継続性が格段に向上します。

4

5

6

シスコ カスタマーエクスペリエンス担当 CTO、リッチ・プレーン 
は、組織のニーズに沿った業務にネットワーク運用担当チーム

がもたらす効果は、これからの 5 年で格段に大きくなる、とし

ています。どのように実現されるのかについて、以下に彼の予測

をご紹介します。

エンドツーエンドのアシュアランス：ネットワーク運用チーム

は、あらゆるクライアント/デバイスと、様々な場所でホスティン

グされているビジネス サービスとの間で、予測型の問題検出や

根本原因の分析が行えるようになり、ネットワークがサービス 

パフォーマンス低下の原因かどうかを判断したり、原因となって

いる場所を特定できるようになります。 

ビジネスと IT のかけ橋：ネットワークの監視とトラブルシュー 

ティングに専念していたネットワーク運用チームは、ビジネス 

そのものや、ネットワークをビジネスニーズに的確に対応させる

方法など、他の領域にもフォーカスできるようになります。運用

チームの新しい役割として、ビジネスの目的とアプリケーション

要件を把握し、ネットワーク ポリシーに変換するという業務が

加わるでしょう。 

NetOps と SecOps が単一の情報源を活用：NetOps 

チームと SecOps チームは、データ共有とハンドオフの自動

化、プラットフォームおよびツール間のインタラクションによって

可能になる、統合化・合理化されたワークフローを構築するで

しょう。 

1

2

3

2025 年、ネットワーク運用の未来

運用
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ネットワーク関連の 
人材に関するトレンド

2020 グローバル ネットワーキング ト
レンド レポート
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最新ネットワークに求められる新たなスキルセット

キー ポイント

• 多くの業界で、新しいテクノロジーによって様々な手動タ

スクが削減されています。IT 業界も例外ではありません。

• IT およびネットワーキング担当者に朗報です。ネット 
ワーク プログラマビリティなど、需要の高い新しいスキル

セットを習得した人材の求人ニーズは、いまだ高い状態が

続いています。

• ネットワーク運用業務の自動化が進むにつれ、ネットワーク 
管理者は、ネットワークのライフサイクル管理、ポリシー 
管理、アシュアランス管理に関連する新たな運用業務を 
担うようになります。 

• ネットワーク戦略担当者は、ビジネスとの整合性の向上、 

IT プロセスの統合、セキュリティの向上、データ活用の 
改善など、より付加価値の高い役割を担うようになり

ます。

• 平均すると、現在、ネットワーク担当チームの時間と 
リソースの最大 55 % がネットワーク保守管理タスクに 
費やされています。

• IT 部門リーダーの 27 % が、高度なネットワークへの 
移行を妨げている最大の障壁として「必要なスキルの欠

如」を挙げています。

• IT 部門リーダーの 22 % が、トレーニング、継続的な教

育、認定に投資することで社員の技能再教育を図ることを

優先しています。

• ネットワーク戦略担当者は、スキル強化を図るべき分野と

して、AI、IT/OT の統合、自動化、ネットワーク DevOps 
を挙げています。

戦略担当者：以下のうち 1 つまたは複数の役割を担うのに必

要な、技術・ビジネス・ソフトウェアに関する専門知識の習得を 
検討しましょう。

• ビジネス トランスレータは、IT のパフォーマンスと、変化

するビジネスの目的との整合性を図る業務を担当します。

• ネットワーク ガーディアンは、ネットワーク アーキテクチャ 
とセキュリティ アーキテクチャをつなぐ役割を果たします。

• ネットワーク データ アーキテクトは、ネットワーク アナリ

ティクスと AI の活用を担います。

• ネットワーク インテグレーション アーキテクトは、ネット

ワークと IT ドメイン全体の統合を担当します。

重要な指針

重要な調査結果

人材

セクション サマリー
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実務担当者：複数のスキルをうまく組み合わせて、以下の 
新しい分野で 1 つ以上の役割を担えるよう、技術的スキルと 
ソフトウェア  スキルを積極的に習得する必要があるで

しょう。 

• ネットワーク コマンダは、ネットワーク ライフサイクル

管理を担当します。

• ネットワーク オーケストレータは、ポリシーへの変換 
および自動化を担います。

• ネットワーク ディテクティブは、サービス アシュアランス 
およびネットワーク セキュリティを担当します。

リーダー：未来に対応するネットワーク担当チームを構築 
するため、以下の推奨事項をご検討ください。

• 継続的学習の文化を育む

• スキルアップと新規採用の最適なバランスの模索

• トレーニングと能力開発への増資

• ビジネス感覚の向上を目的とした人事異動

• インクルーシブな（多様な人材を受け入れて一体となって

働く）職場環境の促進

重要な予測

セクション サマリー 
（続き）

人材

「2025 年までに、ネットワーク担当チームの 75 % に

おいて、ネットワークの現状維持に費やす時間が 3 分 の  

1 以下に減り、その分空いた 3 分 の 2 の時間を、イノベー 
ションの実現、ビジネス価値の創出に使えるようになり

ます」。

— ジョー・クラーク、シスコ  
ディスティングイッシュト エンジニア
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最新ネットワークに求められる 
新たなスキルセット
次の 2 年間で、高度なネットワーキング テクノロジーは、ネットワークに関連するほぼすべての役割を 
変えることになるでしょう。IT 部門は、ビジネス変革の中心的役割を担うようになるため、IT 担当者

もそうした変化に対応する必要があります。

基幹業務が新しい IoT アプリケーションや新しいクラウド サービスを導入

する場合も、新たなコンプライアンス ポリシーを適用する場合も、必要な 
ネットワーク サービスを遅延なく、安全に提供するために、IT 担当者は、ネット

ワークへのニーズと自らの役割を理解する必要があります。

本レポートのこのセクションでは、ネットワーク戦略担当者、実務担当者、IT 部門

リーダーという IT 部門の鍵を握る 3 つの役割が、今後どのように変化するかを

検討し、急激に進化するエンタープライズのネットワーキング環境を管理する上

でこれらの役割に必要となる、新しいスキルセットを明らかにしたいと思います。

ビジネス リーダーの 60 %は、組織のビジネス変革戦略を牽引するのは、 
IT 部門であると考えています。とはいえ、経営幹部の 93 %が、 
スキルギャップによって、スピーディな変革が阻まれていると述べています。34

人材

• IT 部門およびネットワーク全体の統括

• ネットワーク戦略と予算の管理

• ネットワーク戦略の策定、ロードマップ 
やアーキテクチャの構築、採用する 
テクノロジーの選出

• ネットワークの導入・展開、構成、 
保守管理、トラブルシューティング

役職：CIO、IT インフラストラクチャ担当

バイス プレジデント、IT ディレクター
役職：ネットワーク ストラテジスト（戦略

担当者）、IT/ネットワーク アーキテクト、

ネットワーク マネージャ

役職：ネットワーク エンジニア、 
ネットワーク アドミニストレータ（管理者）、

ネットワーク サポート エンジニア

IT 部門リーダー ネットワーク 
戦略担当者

ネットワーク 
実務担当者
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変化するネットワーキング  
スキルセットへの対応
エンタープライズ向けネットワークの進化に伴って、その構築や

管理に必要なスキルが変化するのは当然のことです。最近実施

された 2 つの調査で、IT 部門のリーダーとネットワーク戦略

担当者が、通常業務の分野にも、あまり一般的ではない分野に

も、スキル ギャップがあると考えていることが明らかになりま

した。 

情報テクノロジー分野における 
最大のスキル ギャップ

IT 部門の人材に関する調査結果によれば、IT 部門全体で求

められている技術的スキルや専門知識の上位に挙がるのは、 
クラウド、エンタープライズ アーキテクチャ、ビッグデータ

およびアナリティクス、DevOps、サイバーセキュリティとい

った高度なテクノロジーに関する技術や知識です。34 そして、 
スキルギャップに関する上位 4 項目に、クラウド、エンター 
プライズ アーキテクチャ、データ アナリティクス、DevOps 
が挙がっていることは、IT 部門の役割が変化していることを 
示す確固たる証拠であると言えるでしょう。

51 %

46 %

42 %

41 %

37 %

41 %

35 %

30 %

43 %

クラウドに関する専門知識

エンタープライズ アーキテクチャ

ビッグデータおよびアナリティクス

モノのインターネット

アプリケーション開発

クラウド ネイティブ アプリケーション開発

自動化

29 %

27 %

プログラミング/スクリプティング

ユーザーインターフェースおよびエクスペリエンス デザイン

26 %

9 %

AR/VR

人工知能および ML

サイバーセキュリティ

DevOps

質問：ビジネス変革をサポートする上で IT 部門に必要な技術的スキルまたは専門知識のうち、最も重要なのは何ですか。

Next-Generation IT Talent Strategies、シスコ、2018年10月、n = IT および会社役員 600 名出典：

図 30  IT 部門に見られる代表的なスキル ギャップ

人材
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最大のネットワーキング スキル ギャップ

当社の「2019 Global Networking Trends Survey」の中で、IT 部門リーダーとネットワーク戦略担当者に、自社の将来のニーズに対応

したネットワークの構築・保守管理に関して、現在の IT 担当チームの対応状況を評価するよう依頼しました。 

リーダーと戦略担当者は概して、自社のネットワーク担当チームの能力に対し、かなりの信頼を示しました。IT 部門リーダーが最も 
注力すべき分野として挙げたのは、アナリティクスと AI に加え、ビジネス スキルとアプリケーション開発スキルでした。ネットワーク

戦略担当者も、ギャップが見られる分野としてアナリティクスと AI を挙げ、さらに、改善が必要な重要分野として、IT/OT の統合、 
自動化、ネットワーク DevOps を挙げています。14 

58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78

アナリティクス、AI、機械学習に関する
専門知識

ビジネス スキル

アプリケーション開発

マルチドメイン統合

IT プロセスのリエンジニアリング 
および統合

プログラミング

ルーティング技術、スイッチング技術、
およびそれらの運用

ワイヤレス技術、モビリティ技術、
およびそれらの運用

自動化スキル（Day 1、2、3）

クラウド ネットワークに関する専門知識

IoT — IT/OT の統合

ネットワーク プロバイダー管理

SecOps ネットワーク セキュリティ

ネットワーク戦略およびアーキテクチャ

ネットワークおよびセキュリティにおけるコンプライアンス

ネットワーク DevOps

ネットワーク戦略担当者 IT 部門リーダー

質問：ネットワーク担当チームの現在のスキルセットや能力について考えた時、将来のニーズを満たすネットワークの構築・保守管理に対するチームの対応状況はいかがでしょうか。次の各分野について評価してください。

2019 Global Networking Trends Survey、n = 2,061 名（IT 部門リーダー 505 名、ネットワーク戦略担当者 1,556 名）出典：

図 31  ネットワーク担当チームの様々なスキルセットの対応状況に対する信頼 

人材
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ビジネス感覚
対象となる事業分野または機能分野に関する
深い知識 42 %
技術的なスキル
設計、構成、プログラミング、展開、および管理 37 %
ソフトスキル
クリティカル シンキング、問題解決力、
リーダーシップ、交渉力 36 %
テクノロジーに関する専門知識
クラウド、セキュリティ、データ アナリティクス、
IoT スキルなど 33 %

質問：ビジネス変革計画をサポートするのに必要な IT のスキルおよび専門知識の中で、最もギャップが大きいのはどの分野ですか。

Next-Generation IT Talent Strategies、シスコ、2018年10月、n = IT および会社役員 600 名出典：

図 32  最大のスキルギャップとして挙がるビジネス感覚

ビジネス スキル、ソフト スキルに対するニーズの増加

当社が独自に実施した IT 部門の人材に関する調査で、今日の IT 部門における最大のスキルギャップは「ビジネス感覚の欠如」である

ことが明らかになっています。34 組織がインテントベース ネットワークに移行するためには、このギャップを埋めることが必須となる

でしょう。ビジネスの言語を用いることで、IT 部門は、ビジネスの目標や目的をハイレベルな IT ポリシーに効果的に変換できるように 
なり、ひいては、インフラストラクチャやデバイスの構成も決定できるようになります。

将来ますます顕著になる分野横断的な役割

近い将来、IT 部門の役割の一部は、複数の分野にまたがる役割

へと進化していきます。例えば、ネットワーク管理者は、現在の

スキルセットに加えて、プログラミングやデータ アナリティクス

の能力を身につけることで、新たに生まれた

役割を担えるようになり、貢献できる範囲

がいい形で広がり、自らの仕事の価値を高

めることができます。 

こうした分野横断的な役割を担うには、

特定分野の技術的スキルと言語ベースの

スキルを、ユニークかつ需要の高い組み

合わせで、備えている必要があります。 
例えば、実務担当者の場合、ネットワーク

のプログラムに、API とプログラミング言

語のスキルを使えるでしょう。あるいは、 

Ne t Ops  チームと  SecOps  チームが 
連携を図り、合理化されたチーム間の運用ワークフローを 
構築するという形も考えられます。

シスコのアプローチ：ビジネス感覚の養成 

シスコでは、IT 担当者を製品開発部門に配属し、クリティカル  
シンキングや根本的な問題解決といったビジネス感覚やソフト  
スキルを養う「カスタマー ゼロ」と呼ばれるプログラムを構築し

ました。このプログラムは、会社の競争力維持に貢献するため

の従業員の自己変革や変化への対応を後押ししています。

人材
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ネットワーク戦略担当者の新たな
役割
ネットワーク戦略担当者の仕事の中で、特に早急に対応すべき

なのは、間違いなく、よりアジャイルで、ビジネスとの整合性の

取れたネットワーク アーキテクチャを実現するための、効果的

でリスクの低いロードマップの策定です。また、セルフサービス

のネットワーク カタログの作成、ネットワークと IT プロセスの

統合、NetOps と SecOps のワークフローの統合、IT と運用

テクノロジー（OT）の統合を行い、IT を最適化することも求め

られています。組織は、ロケーションベースのパーソナライゼー 
ション、ワークスペース活用の最適化、あるいは遠隔地の専門

「私たちには、ミッション クリティカル 
なインフラストラクチャの設計、構築、
運用に対応できるネットワーク  
エンジニア、インフラストラクチャ  
エンジニアが必要です。また、 
インフラストラクチャ上で実行され、
ワークフローやタスクを自動化する
革新的なアプリケーションを構築で
きるソフトウェア開発者も必要です。
効率性の高い組織には、効果的に 
連携しながら仕事を進められる、 
ソフトウェアとインフラストラクチャ 
の両分野のドメイン エキスパートで 
編成されたチームがあるのです」。37

— スージー・ウィー、 
シスコ DevNet 担当シニア バイス プレジデント兼 CTO 

家の適用など、ネットワークを活用したビジネス イノベーション 
の設計に対する支援を必要としています。

未来の戦略担当者：ネットワークという枠組
みを超えた価値の提供

シスコの「ディスティングイッシュト エンジニア」の肩書を持つ

ジョー・クラークは、ネットワーク戦略担当者は今後、現在多く

の戦略担当者が担っている役割の範囲を超えた機能を果たす

ようになると考えています。ネットワーク戦略担当者の役割は

進化し、以下の役割のいずれかを担うようになるでしょう。

IT のパフォーマンスと変化するビジネスの目的とを整合させる

ビジネス トランスレータ：

トランスレータは、ビジネスのニーズをサービスレベルの要件

に的確に変換し、ネットワーク全体で適用・監視できるようにし

ます。ビジネス価値およびイノベーション創出のために、ネット 
ワークとネットワーク データの有効活用に取り組むのも、 
トランスレータの仕事です。

ビジネス スキル：ビジネス要件を確認し、それらをネット 
ワーク要件に変換します。

DevOps スキル：ネットワーク プラットフォーム API と

自然言語処理（NLP）テクノロジーを活用し、ビジネスの

目的と IT をつなぐ方法を理解します。

人材
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ネットワークと IT ドメインの統合を担当す

るネットワーク インテグレーション アーキ

テクト：

インテグレータは、ネットワークを IT プロ 
セスや外部のシステムに統合する業務を行

います。ビジネスの目的が、関連するすべて

のドメインに反映されるよう、ネットワーク 
の各ドメインを統合することもインテグ 
レータの役割です。

IT プロセスの再構築および統合： 
IT プロセスとワークフローを理解し、

効率アップを目指してネットワーク 
運用業務の変更・統合を行います。

ITSM サービスの運用：情報テクノロ

ジー インフラストラクチャ ライブラリ 
（ITIL）のプロセスを理解し、ネット 
ワーク アシュアランス システムと ITSM 機能の効果的な

関連付けを行います。 

DevOps スキル：オープンネットワーク プラットフォーム 
が提供する API、およびそれらが他の IT システムとの 
ワークフロー統合を可能にする仕組みについて理解し

ます。

ネットワーク アーキテクチャとセキュリティ アーキテクチャを

つなぐネットワーク ガーディアン：

ガーディアンは、ネットワークの分散されたインテリジェンスを

セキュリティ アーキテクチャや SecOps プロセスに組み込み

ます。ネットワーク ガーディアンは、ネットワーキングとセキュ 
リティの融合という、非常に重要な役割を果たすようになるで 
しょう。

セキュリティ スキル：ネットワーク セキュリティ アーキテク 
チャを定義し、ネットワーク セキュリティ テクノロジーを

導入し、ネットワークがセキュリティ全般に対して担う役割

を把握します。

DevOps スキル：ネットワーク プラットフォーム API 
がどのように SecOps システムとの統合を可能にするの 
かを理解します。

ネットワーク アナリティクスと AI の活用に取り組むネット 
ワーク データ アーキテクト：

ネットワーク データ アーキテクトは、ネットワークの膨大な 
データと AI を活用した新しいツールを有効活用し、IT サー 
ビスの改善やビジネスへの情報提供に取り組みます。

アナリティクスおよび AI スキル：より良い意思決定を 
迅速に行うためにデータを活用します。AI テクノロジーを

理解し、AI をネットワーク アシュアランスにどのように活

かせるか、サービス全般を保証するために他の IT システム

とどのように統合するかを把握します。

シスコのアプローチ：継続的な IT 学習パス 

シスコでは、エンタープライズ、セキュリティ、データセン 
ター、サービス プロバイダー、コラボレーション、DevNet、

その他の先進的なトピックに関するいくつかの IT 学習パスを 
開発し、エンジニアに最先端のスキルを身につけるチャンスを 
提供しています。さらに当社では、アソシエート、スペシャ 

リスト、プロフェッショナル、エキスパートの全レベル 
向けに継続的教育を提供し、無料または割引価

格で受講できるトレーニングや認定制度

を用意しています。

人材
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ネットワーク ライフサイクル管理を担当するネットワーク  
コマンダ：

コマンダは、ネットワーク全体の健全性と、ネットワーク  
コントローラおよび基盤となるネットワークの継続運用を 
確保するためのプロセスおよび業務を担当します。 

必要なスキル：インテントベース ネットワーキング環境 
で自動化およびオーケストレーションを実行するコン 
トローラの運用、保守管理、調整を行うスキル。プラット

フォームと他のシステムとの統合の持続可能性を確保す

る能力。これらコントローラのライフサイクルを理解し、

コントローラとその基盤となるネットワークの継続的な

健全性、セキュリティ、コンプライアンス、安定性を確保

するスキル。

ビジネス インサイト スキル：ビジネスそのものを理解 
した上で、どうすればネットワークでアクセスできるデータ 
を、意思決定や新たな機会の創出に活かせるかを理解 
します。

ネットワーク実務担当者の新た
な役割
デジタル変革が組織の戦略の中核を成すものとなるにつれ、 
ネットワーク実務担当者は、反復的な管理タスクよりも、ビジネ

ス目標に貢献する付加価値サービスに重点を置かなければな

らなくなります。とはいえ、高度なネットワークでの自動化が進

み、時間のかかる IT エンジニアのタスクが減れば、それも簡単

に実現できるようになるでしょう。

未来のネットワーク エンジニア：接続性 
以外の価値の提供

インテントベースのネットワークが広く普及するようになると、

ネットワーク実務担当者の役割は進化し、ライフサイクル、プロ

セス、アシュアランスというネットワーク運用管理領域の 1 つ

または複数をサポートするようになります。このシナリオにおい

て、ネットワーク実務担当者には、以下のうち 1 つ以上の役割

を担うためのスキルが求められるようになります。

「今日、成功するネットワーク エン
ジニアは、新しいテクノロジーと従
来のテクノロジーとを統合する能力
や、ネットワーキングとソフトウェア
開発との間にあるギャップを埋め
る能力を備えています。そのような 
エンジニアは、DevOps という 
考え方を持ち、テクノロジーとビジ
ネス目標とをリンクさせる方法を 
よく理解している必要があります」。

— ジョー・クラーク、 
シスコ ディスティングイッシュト エンジニア

人材
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必要なスキル：組織が予防策を講じられるよう、AI を活用

したインサイトに基づいてトレンドを特定して優先順位を 
付けるスキル。異常の検知および修正機能を継続的に 
改善するため、フィードバックを収集し、アナリティクス  
システムに提供するスキル。ネットワークの問題の検出 
および解決プロセスを IT およびセキュリティ プロセスに

統合するスキル。

ポリシーへの変換および自動化を担うネットワーク オーケスト

レータ：

オーケストレータは、ビジネス ニーズをネットワーク ポリシー

に変換する方法を理解し、それらポリシーの自動化を管理する

必要があります。オーケストレータは、他のネットワークや IT 
ドメインとポリシーとの整合性を図る役割も果たします。

必要なスキル：インフラストラクチャ自動化ツール、自動化

プロトコル、データ モデルの導入方法の習得。Linux、 

Python、ネットワーク プログラマビリティ開発者ツール

に精通。一般的なデータ形式の理解。アジャイルなソフト

ウェアの開発メソッドに精通し、ネットワーク コントローラ

やデバイスの操作を可能にする API やツールキットを使い

こなすスキル。 

ネットワークおよびサービス アシュアランスを担当するネット

ワーク ディテクティブ：

ディテクティブは、ネットワークがビジネスの目的達成に貢献で

きるよう、高度なアナリティクスや AI を活用したネットワーク  
アシュアランス ツールを巧みに使って調整を行います。ディテク 
ティブには、IT サービス管理プロセスとの統合が求められる

と同時に、SecOps チームと密接に連携し、ネットワークの

異常検知がきちんと機能していること、潜在的なセキュリティ  
ホールが修正されていることを確認する役割も担います。

反復的な管理タスクは、 
今日のネットワーク実務担当
者の時間とリソースの最大  
55 % を占めています。14

55%

IT 部門リーダー：ネットワー 
キング関連の人材のギャップを
埋める対策を
技術的なスキルを今身につけることは、将来、デジタル変革を

成功させるためには極めて重要です。当社の「2019 Global 

Networking Trends Survey」では、IT 部門のリーダー 
に、能力開発のための現在取り組みについて尋ねました。最

も多く挙がったアプローチは、技能再教育、新たな人材の 
獲得、バランスの再考でした。

人材
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再教育 
トレーニング、継続的な教育、認定取得への投資を増やす 22
拡大
新しい人材を雇用し、社内のタレントプールを拡大する17
再編成
ネットワーク運用の自動化に投資し、人材をより戦略的なプロジェクト
に異動させる

17
増強
アウトソーシング サービスを利用して一時的に社内チームを
増強する

13
アウトソーシング
ネットワーク担当者の新たな役割や機能を、社内の人材から
外部サービスに置き換える

11
リプレイス
新しい人材を雇用し、既存スタッフと入れ替える8
文化
学び続けるチームになるようチーム文化を変える8
特になし
既に必要な人材がいる4

56 %

質問：将来のネットワークニーズの計画、導入、および維持に必要な人材の現在の不足に対処するために、

組織のIT部門リーダーが優先すべき主要なアプローチはどのようなものですか？

2019 Global Networking Trends Survey、n = IT 部門リーダー 505 名出典：

図 33  ネットワーキング スキルのギャップを埋めるための優先アプローチ

人材のギャップ
必要とされている新しいスキルセットの習得は、現在のチームメンバー
にとってハードルが高い可能性がある。

22
保持
チームの再教育に投資していく中、需要の高い技能を備えた新しい
人材をどうすれば保持できるか。

22
抵抗
「自動化への移行」が自らの業務にもたらす長期的な影響について、
チームメンバーが懸念している。

17
タイミング
ビジネスニーズの変化する速さに現在のチームの再教育が追いつけない。15
時代遅れになる 
テクノロジーが刻 と々変化する中で、再教育にかける時間とコストが確実に
利益を生むという確信が持てない。

13
文化
変わっていく必要性があると感じているチームメンバーがあまりいない。11

44 %

質問：より高度なネットワークの構築やサポートにうまく対応するために、貴社のネットワーク担当チームの再教育を計画する際、

最も心配なのは、どのような点ですか。

2019 Global Networking Trends Survey、n = IT 部門リーダー 505 名出典：

図 34  技能再教育に対する最大の懸念

リーダーは再教育に対して懸念を抱いているものの、IT 部門のビジネス スキルと技術的スキルの両方において、

優先アプローチとして挙がったのは「新たなスキルの習得」でした。

人材
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IT 部門リーダーへの推奨事項：未来に対応
するネットワーク担当チームの構築

シスコ カスタマー トランスフォーメーション担当シニア バイス  
プレジデント、ギレルモ・ディアスによれば、IT 部門のリーダー

が、ビジネスのデジタル変革を後押しする能力を備えたネット 
ワーク担当チームを構築するにあたっては、以下の 5 つの戦略

が役立つと考えられます。

継続的学習の文化を育む：継続的に学習する文化を育むこと

は、IT 部門リーダーにとって必要不可欠です。こうした取り組み

は、ネットワーク実務担当者と戦略担当者が、新しいテクノロ 

ジー運用プロセスに対応するためのスキルを定期的に習得する

助けとなります。これは、社内または社外で能力開発の機会を 

チームに提供し、多様な教育・体験・接触の場を与えることで、

実現することができます。

スキルアップと新規採用の最適なバランスの模索：当社の調査

によると、リーダーは、スキルのギャップを埋めるためにスキル

アップ（再教育）に頼るようになってきています。ただし、新し 

いテクノロジーについては、それとは逆の傾向が見られます。 

多くの組織は、新興のテクノロジー、特に AI や ML 関連の職

務には新たな人材を求めています。能力開発と新規採用との適

切なバランスは、ビジネスや運用の目標、さらにはネットワーク

変革のどの段階にいるかによって変わってきます。

1

2

トレーニングと能力開発への増資：IT 部門リーダーを対象と

した最近の調査で、デジタル変革に成功している組織のほう

が、IT スタッフのトレーニングや能力開発に約 10 % 多くの時

間を費やしていることがわかりました。34 テクノロジーの変化

のスピードに対応できる IT 部門は、より迅速に、よりスマート

に、より質の高いデータドリブン型の意思決定を行い、ビジネス 

目標をサポートすることができます。

3

「新規採用に比べると、社員の再教
育のほうが費用はかかりません。 
社外の市場に能力を求め、新たな 
スペシャリストを採用すれば、当然
ながら、給与や求人費用がかかるだ
けでなく、オンボーディングの費用、
組織の暗黙の慣習を教え、プロセス
に慣れさせるまでの費用もかかりま
す。既存の社員には、特定の新しい
スキルや能力が欠如しているかも 
しれませんが、即戦力となる数多く
のスキルを持っている可能性が 
高いのです」。38

— コリン・スワード、 
シスコ ヨーロッパ、中東、アフリカ、ロシア担当 CIO

人材
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ビジネス感覚の向上を目的とした人事異動：IT 部門および 

ビジネス部門のスタッフを短期間のローテーションで配置交換

することで、理解が広がり、より広い文脈で考えられるようにな

り、その後のやり取りの生産性も向上します。さらに具体的に

言えば、ネットワーキング、アプリケーション、ビジネスに関わる 

部門をローテーションさせれば、テクノロジー、プログラマ 

ビリティ、ビジネス感覚に関するスキルを兼ね備えた人材を 

育成することができます。 

インクルーシブな（多様な人材を受け入れて一体となって

働く）職場環境の促進：前述の推奨事項の中心にあるの

は、人材です。高いレベルでインクルーシブな職場を作る

ことは、組織の既存の人材を最大限に有効活用することを 

意味します。求人、従業員の管理、能力開発、報奨において 

ダイバーシティやインクルージョンを優先している企業は、

そうでない企業よりも優れた成果を上げています。これを実

現するのにまず必要なのは、インクルーシブな組織環境に必

要な条件を整える経営幹部のリーダーシップ、行動基準への 

コミットメント、プログラム、ポリシー、 

トレーニングです。次世代の IT 部門は、 

ダイバーシティとインクルージョンの 

文化を「語る」だけでなく、日常業務 

の中でそれを「実践」する必要があり

ます。

スペシャリスト レベルアソシエート レベル プロフェッショナル レベル エキスパート レベル

エンジニアリング

ソフトウェア

今後
導入予定

4 5

シスコのアプローチ：新たな人材を引きつける 

優れた人材は、偶然見つかるものではありません。そのため当社では、IT ユニバーシティ、 

Cisco Networking Academy、Cisco International Internship Program
といった独自のプログラムを活用し、新たな人材の発掘・採用を行っているほか、Cisco 

Veterans Programを活用し、テクノロジー関連のキャリアに関心のある退役軍人の 
トレーニングや雇用にも取り組んでいます。

新たなトレーニング要件への対応を支援するため、シスコが提供しているものをはじめ、各種ネットワーク 
カリキュラムや認定の更新が急速に進められています。37

新たなニーズへの対応：拡大したシスコの認定スイート

人材
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このレポートについて

「2020 グローバル ネットワーキング トレンド レポート」は、IT 部門リーダー、戦略担当者、 
実務担当者に、エンタープライズ ネットワーキングの現在および将来のトレンドに関する 
インサイトと、ネットワーキングのテクノロジー、運用、人材/能力に関する重要な指針を提供 
するものです。このレポートは、シスコ独自の調査に基づいており、13 ヵ国、2,061 名の IT 部門

リーダーおよび戦略担当者を対象とした「2019 Global Networking Trends Survey」

で得られた新しいデータを掲載しています。さらに、高度なネットワーキング テクノロジーへと 
移行する組織に向けて、シスコのリーダー、フェロー、ディスティングイッシュト エンジニアが提供 
する専門的な分析や推奨事項も掲載しています。

このレポートをクリフ・アプシーに捧げます。 
お客様に最高のデジタル エクスペリエンスを提供する 
ことに情熱を注いできた彼に刺激され、私たちは、 
皆様の役に立つ、より良いレポートを作りたいという想いを 
強くしました。クリフと共に過ごせたことに感謝します。 
彼を失った寂しさはこれからも永遠に続くでしょう。

このレポートについて

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco、Cisco ロゴおよび Webex は、 
シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧に 
ついては、シスコ Web サイトの商標ページをご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの 
所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という用語の使用は、シスコと他社との間のパートナーシップ

関係を意味するものではありません。（1909R）
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