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（230 文字）Perspidem doloriam, atem eost, 
voluptia sit, estet aspeles equias denis rerum 
velignis exped qui nimporro omnim alitaturibus 
culluptatur, omnim quamusantiis ius doloribuadi 
to odi quam. quis ratioreste volor adit.

（375 文字）Atem eost, voluptia sit, estet aspeles 
equias denis rerum velignis exped qui nimporro 
omnim alitaturibus culluptatur, omnim 
quamusantiis ius doloribus ullaboria aris estes 
adi to odi quam, quis ratioreste volor adit dolorit 
asini santion senissincil mint lant qui od 
quaerem. Ipsam officte nos atque enit facea 
nonsed eossitiberat rendam et eari res earit.

（230 文字）Perspidem doloriam, atem eost, 
voluptia sit, estet aspeles equias denis rerum 
velignis exped qui nimporro omnim alitaturibus 
culluptatur, omnim quamusantiis ius doloribuadi 
to odi quam. quis ratioreste volor adit.

（375 文字）Atem eost, voluptia sit, estet aspeles 
equias denis rerum velignis exped qui nimporro 
omnim alitaturibus culluptatur, omnim 
quamusantiis ius doloribus ullaboria aris estes 
adi to odi quam, quis ratioreste volor adit dolorit 
asini santion senissincil mint lant qui od 
quaerem. Ipsam officte nos atque enit facea 
nonsed eossitiberat rendam et eari raes earit.
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本文ホワイト - CiscoSansTT Regular 10/12（195 
文字）apitatur suntibus ulparib usamenduntia 
voloremodis simustium autem ium imuscim 
aioreprem vitimuscim aioreprem vitis des aut 
facepe porem.

（368 文字）Omnim alitaturibus culluptatur, omnim 
quamusantiis ius doloribus ullaboria aris estes 
adi to odi quam, quis ratioreste volor adit dolorit 
asinis peruptas et ius, eium facius endiorepudit 
doluptiis qui santion senissincil mint lant qui od 
quaerem. Ipsam aspero con et ad ut et officte 
nos eium fugita eaquod que quiamet eliqui 
dolorescias eossitiberat.

マルチコアアーキテクチャとシスコのカスタムハード
ウェアによるパフォーマンスのアップグレード、企業
規模の拡大に必要なポート密度の向上、スループット
を低下させることなくトラフィックを保護するための暗
号化パフォーマンスの高速化を実現できます。

ユーザー中心の設計によって、電力効率の向上、高
度な自己冷却、および迅速な在庫管理が可能になり、
運用コストを削減できます。

Catalyst 8000 エッジプラットフォームを導入すれば、
これまで以上のビジネス成果を達成できます。
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Cisco® Catalyst® 8000 エッジ プラットフォーム 
ファミリは、ビジネスファーストのレジリエンスとクラ
ウドネイティブな俊敏性を実現する、柔軟かつ拡張性
に優れたセキュアな WAN エッジを提供します。

高度な機能として、SD-WAN、マルチクラウドオンラ
ンプ、5G ワイヤレス WAN、およびセキュア アクセス 
サービスエッジ（SASE）アーキテクチャに適した、業
界をリードするパフォーマンスや自動化機能などが備
わっています。

SD-WAN のゼロタッチプロビジョニングの安全性を
確保するファームウェア防御で、ハードウェアを基点
とした信頼性を実現し、デバイスを保護します。

Cisco Catalyst 8000 エッジ 
プラットフォーム ファミリ

最適化された 5G、SD-WAN、クラウドセキュリティ、およびマルチクラウド
アクセスを使用して、包括的な WAN エッジを構築
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図 1. Catalyst 8000：クラウド規模のパフォーマンスとセキュリティを WAN エッジで実現

主な利点と機能

接続エクスペリエンスの実現

業界をリードするセキュリティサービスとネットワーキ
ングサービスが、オンプレミスまたはクラウドで統合
され、WAN エッジの SD-WAN に優れたパフォーマ
ンスを提供します。

• セキュア アクセス サービスエッジ（SASE）アー
キテクチャ：Cisco Umbrella® クラウド セキュリ
ティ サービスをサポートしているため、Cisco SD-
WAN を利用して、クラウドまたはオンプレミスか
らセキュリティサービスとネットワーキングサービス
を柔軟に提供できます。

• ソフトウェア定義型 WAN：Catalyst 8200 シリー
ズ、Catalyst 8200 エッジ uCPE、および Catalyst 
8300 シリーズの動的なコンピューティングリソー
スの割り当て機能により、SD-WAN サービスのパ
フォーマンスが最大 4 倍向上します。第 3 世代の 
Cisco QuantumFlow Processor™ を基盤とする 
Catalyst 8500 シリーズは、Catalyst 8500 シリー
ズの中でも特に暗号化の処理が速く、高いポート
密度を実現し、SD-WAN トンネルのパフォーマン
スも優れています。Catalyst 8000 ファミリでは、
セグメンテーションの強化、アプリケーションの最
適化、Cloud OnRamp 機能などを使用でき、
Cisco SD-WAN を最大限に活用できます。

• セキュアなリモートアクセス：ユーザーのロールと 
ID およびデバイスに基づく柔軟な接続、検査の分
散、および一元化されたポリシーの適用により、
5G 対応ネットワークを使用できます。

• エッジインテリジェンス：統合されたモジュラコン
ピューティング（Cisco UCS E シリーズ）、ユニファ
イド コミュニケーション、およびストレージを単一
のフォームファクタに統合し、ブランチまたはリモー
トオフィス向けのオールインワン プラットフォーム
の基盤を提供します。

クラウドネイティブの俊敏性

オープンで全面的にプログラム可能なソフトウェア
アーキテクチャにより、クラウドスケールでの自動化
と多様なマイクロサービスのサポートが実現し、クラ
ウドへの移行が簡単になります。

• オープンかつプログラム可能：API がサポートされ
るオープンかつ全面的にプログラム可能なソフト
ウェアアーキテクチャにより、大規模な自動化が
可能になり、ワークロードのクラウドへの移行と同
時に IT 機能のゼロタッチ化も実現できます。

• マイクロサービス対応：Catalyst 8000 ファミリは、
コンテナベースのアプリケーションと他社製エコシス
テムのパートナーをサポートする分散型分析アーキテ
クチャを提供します。



At a glance  Cisco Public

アプリケーションの可視性

アプリケーションとユーザーはかつてないほど分散さ
れており、インターネットは事実上新しいエンタープ
ライズ WAN になりました。組織が継続的にインター
ネット、クラウド、SaaS を導入するなかで、ネットワー
クチームと IT チームは、自社が所有していない、あ
るいは直接制御できないネットワークやサービスを介
して、一貫性と信頼性のある接続とアプリケーション 
パフォーマンスを提供するという課題に直面していま
す。対象の Catalyst 8000 エッジプラットフォームに
は、Cisco ThousandEyes がネイティブに統合されて
いるため、インターネット、クラウド、および SaaS 
全体の可視性が拡張されます。

• アンダーレイネットワークをホップごとに可視化し
て、詳細なパスや評価指標などを取得。

• SD-WAN オーバーレイのパフォーマンスとルー
ティングポリシーをモニタリング。

• SaaS と自社所有のアプリケーションの到達可能性
およびパフォーマンスを評価。

• SD-WAN の展開前、展開中、展開後にグローバ
ルリージョン全体のネットワークパフォーマンスお
よびアプリケーション パフォーマンスのベースライ
ンを確立することで、リスクの軽減と重要業績評
価指標（KPI）の検証を実現。

• 障害ドメインの分離に加え、トラブルシューティン
グと解決を大幅に迅速化し、ユーザーへの影響を
未然に防ぐのに役立つ実用的なネットワークインサ
イトを提供。

ビジネスファーストのレジリエンス

あらゆるサービスをどこにでも柔軟に展開でき、イン
テリジェントなキャパシティプランを導入できるため、
IT 部門はパフォーマンスや稼働時間を損なうことなく、
5G をはじめとした、進化するテクノロジーを導入でき
ます。

• サービスのレジリエンス：5G ベースのエッジサービ
スを促進する Catalyst 8000 プラットフォームは、
ワイヤレス WAN の柔軟性を提供し、必要に応じ
てリソースを増やしてエッジコンピューティングと仮
想化をサポートする機能を企業に提供します。

• 運用のレジリエンス：Catalyst 8000 ファミリの高
度なテレメトリデータを活用する Cisco 
vAnalytics は、回線とアプリケーションの使用状
況に関するインサイトを提供し、インテリジェント
なキャパシティプランと異常検出を支援します。

• ビジネスのレジリエンス：エッジプラットフォームは、
投資の保護とコスト削減を実現します。5G やその
他の新しいテクノロジーへのアップグレードが容易
で、従来のテクノロジーをサポートする下位互換性
も備えています。

SD-WAN のセキュアなファームウェアとサプライ
チェーン

Catalyst 8000 エッジプラットフォームは、業界をリー
ドする SD-WAN パフォーマンスだけでなく、業界トッ
プのマルチレイヤセキュリティも提供します。
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• Catalyst 8000 ファミリには、SD-WAN ファーム
ウェア、Public Key Infrastructure（PKI）、および
製品の信頼性を保護する新しい組み込み型モ
ジュールのトラストアンカーを含む、シスコの 
trustworthy ソリューションが搭載されています。

• バリューチェーンのセキュリティ：サードパーティ ク
ラウド プロバイダーのリスクドメインの制御と管理。

• Cisco Secure の開発ライフサイクル：開発と 
セキュリティのベストプラクティスの組み合わせに
より、優れた SD-WAN ファブリックを実現。

マルチクラウドによる移行

世界は予測できないほどのペースで変化しており、そ
れをサポートするテクノロジーも急速な変化を遂げて
います。従業員の分散が進んでリモートで働くように
なり、アプリケーションがクラウドに移行するにつれ、
進化できるネットワークアーキテクチャを構築する重
要性がますます高まっています。そこで必要となるの
は、ネットワーキングに対する新しいアプローチです。
マルチクラウドの世界を管理するための、最良のネッ
トワーキングとセキュリティを組み合わせた新しいモ
デルが求められています。このように変わりゆく環境
では、あらゆる場所からの接続が発生し、アプリケー
ションはクラウドにもオンプレミスにも導入できます。
必要な場所に迅速にサービスを導入する必要がありま
す。IT 部門は、パフォーマンスや拡張性を損なうこと
なく、セキュアなアクセスと一貫したユーザーエクスペ
リエンスを提供できる柔軟性を必要としています。
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主なユースケース

• マルチクラウド接続：多様なコンテナベースの
アプリケーションと他社製クラウドエコシステ
ムのパートナーをサポート。

• SD-WAN：セキュアなクラウドアクセス、セグ
メンテーション、アプリケーションの最適化な
どを実現するソフトウェア定義型 WAN を 
作成。

• 5G ワイヤレス WAN：シンプルかつ着脱可能
なインターフェイスモジュールまたはセルラー
ゲートウェイを使用して、最新のワイヤレス 
WAN テクノロジーでリモートサイトに接続。

• セキュアなアクセス：高度なマルチレイヤ 
セキュリティでネットワークを保護し、アプリ
ケーション認識型エンタープライズ ファイア
ウォール、侵入防御システム（IPS）、URL フィ
ルタ、レイヤ 2 の暗号化、および継続的な 
DNS モニタリングを提供。

• エッジコンピューティング：サービスの展開を
迅速化し、ミッションクリティカルなアプリケー
ションが最も必要とされるエッジからのアクセ
スを実現。

シスコが選ばれる理由

Cisco Catalyst 8000 エッジ プラットフォーム ファミ
リは、優れた拡張性と安全性を備え、マルチクラウド
に最適化されるよう設計されています。業種や地域を
問わず、あらゆる規模のお客様のニーズに対応できる
のはシスコだけです。シスコは広範なポートフォリオ
を提供し、サードパーティのテクノロジーエコシステム
で選択肢を最大限に増やします。30 年以上にわたる
ネットワーキングの経験と、SD-WAN とセキュリティ
におけるリーダーシップを兼ね備えています。

Cisco DNA ソフトウェア

SD-WAN およびルーティング用の Cisco DNA のサブ
スクリプションは、3 つのサブスクリプション階層で利
用できます。サブスクリプションは、個別のトランザク
ションとして購入することも、Cisco DNA エンタープラ
イズ アグリーメントへの登録として購入することもでき
ます。ソフトウェアライセンスは、クラウドとオンプレ
ミス間で移動できます。また、別の階層に簡単にアッ
プグレードでき、ソフトウェア サポート サービス
（SWSS）が含まれます。詳細はこちらをご覧ください。

シスコサービス

シスコのカスタマーエクスペリエンス（CX）に基づく 
サービスを利用して成功を加速させます。シスコの信
頼できる専門家たちのサポートを受けられるため、簡
単かつ安心して SD-WAN を導入できます。 
サービスを見る

Cisco ThousandEyes

ThousandEyes エージェントをアクティブ化するには、
有効な ThousandEyes エージェントライセンスが必要
です。ThousandEyes の既存のサブスクリプションは、
対象の Catalyst 8000 エッジプラットフォームで利用
できます。ThousandEyes のサブスクリプションの詳
細については、https://www.thousandeyes.com/
signup/?utm_source=Cisco&utm_
medium=referral&utm_campaign=CiscoSD-
WAN をご覧ください。

購入のご相談

購入オプションの詳しい情報やシスコのセールス担当
者への問い合わせをご希望の場合は、 
https://www.cisco.com/c/en/us/buy をご覧くだ 
さい。

関連資料

• Catalyst 8000 エッジ プラットフォーム ファミリ

• Catalyst 8000 にアップグレードするメリット

• Cisco SD-WAN

• Cisco SD-WAN Cloud onRamp
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