
製品概要
Cisco Application Networking Services とは

Cisco® Application Networking Services （ANS） とは、 ネッ トワーク全体に完全に統合された

アプリケーシ ョ ン ネッ トワーキング技術を提供する製品ラインです。 ANS 製品は、 アプリ

ケーシ ョ ンの機能を確実に活用するために必要なアベイラビリテ ィ、 セキュリテ ィ、 高速化

を提供します。

Cisco ANS 製品は Cisco Data Center 3.0 ソリューシ ョ ン セッ トに不可欠なコンポーネン トで

あり、 エンドツーエンド型アプリケーション配信ネッ トワークの構築を可能にし、企業規模お

よびグローバルに分散する全ユーザへのアプリケーションの確実な導入と配信を実現します。

アプリケーシ ョ ン配信テク ノロジーの導入がビジネスに必要な理由

企業やサービス プロバイダーのお客様が、 次に示すよ うな多 くの理由から  Cisco ANS ソ
リューシ ョ ンをデータセンターおよびブランチ オフ ィスに導入しています。

• より迅速なアプリケーシ ョ ンの展開：ネッ トワーク  インフラスト ラクチャを迅速にプロビ

ジ ョニングして、 タイムリーかつ費用有効にアプリケーシ ョ ンを稼働させることで、変動

するビジネス デマンドへの動的な対応が可能になります。

• 高い資金収益率、効率、および利用率：お客様は、既存のサーバ リソースの利用を最適化

し、ネッ トワークに不要なサーバ機能の負荷をオフロードすることで、サーバ ファームの

拡張や中央集中型のアプリケーシ ョ ンに関連したコスト を削減することができます。

• アプリケーシ ョ ン使用率、 顧客満足度、 エンドユーザの応答速度の向上： アプリケーシ ョ

ンの応答速度が上がれば、 クライアン トやお客様の満足度が高まり、 生産性が向上し、 企

業の競争力も強化されます。

• ブランチ オフ ィス サーバの統合 ： ブランチ オフ ィスに存在する多数のファイル サーバ、

プリン ト  サーバ、 およびスト レージにより、 運用コスト （OpEx） が増大し、 データ保護

のリスクが生じます。 ブランチ オフ ィスの統合は、 ブランチ サーバのデータセンターへ

のサーバ移動の先駆けとなります。

• 運用コストの削減および IT 部門の生産性向上 ： より効率の高い機器を使用することによ

り、 IT 部門とネッ トワーク  インフラス ト ラクチャにかかる経費を削減できます （ブラン

チ サーバ、 データセンター サーバ、 ロード  バランサなどの削減） 。 プロビジ ョニングの

簡素化、 管理サイクルの削減、 仮想化から得られる独自のメ リ ッ トにより、 ITサイクルの

軽減を達成できます。

• ネッ トワーク  レイヤだけでな く、 アプリケーシ ョ ン レイヤにも迫る最新のセキュリテ ィ

脅威：従来のファイアウォールのほとんどは、 アプリケーシ ョ ンベースの攻撃に対応して

いないため、 アプリケーシ ョ ンに対する攻撃が不安材料になっています。

Cisco ANS を使用するお客様の利点

IT 部門における意思決定者は、 統合化、 予算制限、 および適合認定に対処しながら、 ユーザ

に信頼性の高い適切なアプリケーシ ョ ンやサービスを提供しなければならないという課題に

取り組んでいます。 Cisco ANS のアプリケーシ ョ ン ネッ トワーキング製品とテク ノロジーを

使用すると、 企業はインフラス ト ラクチャ全体およびあらゆる場所のすべてのユーザに向け

てエンドツーエンドのビジネス プロセスを配信しながら、 そのために必要なリソースを最適

化できます。

データセンター アプリケーシ ョ ン配信ソリューシ ョ ン

シスコの革新的なデータセンター ソ リ ューシ ョ ンを導入すると、 アプリケーシ ョ ンのパ

フォーマンス、 アベイラビリテ ィ、 セキュリテ ィが向上し、 ビジネスやアプリケーシ ョ ン目

標の達成を支援すると同時に、 運用環境の効率を最大化します （図 1）。
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Cisco ACE Application Control Engine

Cisco ACE プラッ ト フォームは、 アプリケーシ ョ ン配信ソリューシ ョ ンの包括的なセッ トで

あり、 アプリケーシ ョ ンのアベイラビリテ ィの確保、 アプリケーシ ョ ン パフォーマンスの高

速化、アプリケーシ ョ ン保護、およびデータセンターのコスト削減を実現します。 Cisco ACE
は次のような利点をもたらします。

• アプリケーシ ョ ンのアベイラビリテ ィ を最大化

• アプリケーシ ョ ンのパフォーマンスを高速化

• 包括的なアプリケーシ ョ ン セキュリテ ィ

• Total Cost Of Ownership （TCO; 総所有コスト） の削減

Cisco ACE モジュールと  ACE 4710 アプライアンス

Cisco ACE アプリケーシ ョ ン スイッチはデータセンター向けの最先端のアプリケーシ ョ ン配

信ソリューシ ョ ンであり、 コンテンツ スイッチング機能一式と、サーバ ロードバランス機能

を提供します。 Cisco ACE アプリケーシ ョ ン スイッチは、 Cisco Catalyst® 6500 シリーズ ス
イッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータ向けのサービス モジュールとして、 また、 便利な

アプリケーシ ョ ン フォーム ファクタ （Cisco ACE 4710） 上で使用できます。

Cisco ACE XML Gateway

Cisco ACE XML Gateway はスタン ドアロンのアプライアンスです。 XML サービスと  Web
サービスに対して中核的な Cisco ACE 機能を拡張するほか、XML を使用するアプリケーシ ョ

ンと  Web サービスのセキュリテ ィおよびパフォーマンスを向上します。

Cisco ACE GSS 4400 シリーズ Global Site Selector アプライアンス

Cisco ACE GSS アプライアンスは、 データセンターのアベイラビリテ ィ を確保するために、

データセンター間のグローバルなロードバランスとインテリジェン トなフ ェールオーバーを

提供します。 また、 ビジネスの継続性を確実にするため、 DNS と  DHCP、 および DNS ベー

スの Distributed-Denial-of-Service （DDoS） 攻撃からの保護をサポート します。

Cisco CSS 11500 シリーズ コンテン ト  サービス スイッチ

Cisco CSS はレイヤ 4 ～ 7 のモジュール型ロードバランシング アプライアンスで、柔軟な構

成、 オンボードの Secure Sockets Layer （SSL） 暗号化/復号化、 および圧縮機能を備えてい

ます。

ブランチ オフ ィスおよび WAN 向けアプリケーシ ョ ン配信ソリューシ ョ ン

Cisco Wide Area Application Services ソフ トウェア

Cisco Wide Area Application Services （WAAS） は、 WAN 上の TCP ベースのアプリケーション

のパフォーマンスを最適化する、包括的なアプリケーション高速化および WAN 最適化ソリュー

ションです。 Cisco WAAS を導入すると、 IT に求められる 3 つの主要な目標を達成できます。

• すべての従業員が、 どこからでも中央集中化アプリケーシ ョ ンを  LAN 並みの速度で利用

することができます。また、エンドツーエンドでの可視性とセキュリテ ィ を損ないません。

• コストのかかるブランチ オフ ィス サーバ、 スト レージ、 バックアップ インフラスト ラク

チャをデータセンターに統合すると同時に、 WAN 帯域幅の使用率を最適化できます。

• ブランチ オフ ィスにおけるスト レージ統合、 バックアップ アプリケーシ ョ ンの高速化に

より、 適合認定とデータ保護を最大化することができます。

Cisco WAAS ソリューションは、Cisco WAAS ソフ トウェア、一連の Cisco Wide Area Application
Engine （WAE） アプライアンス、 Cisco ISR 2800 シリーズ、 および Cisco ISR 3800 シリー

ズ用ネッ トワーク  モジュール （NME） で構成されます。

Cisco Application and Content Networking System

Cisco Application and Content Networking System （ACNS） ソフ トウェアを使用すると、 お

客様は自社内でコンテンツ配信ネッ トワーク （CDN） を確立できます。 また、 リモート  サイ

トへの大規模でコスト効率の高いコンテンツ配信とビデオ スト リーミングを WAN を介して

効果的に実現します。

Cisco ANS が適している導入条件

Cisco ANS の導入により、 次の要件を持つお客様のニーズを満たすことができます。

次の要件を備えた企業のお客様 ：

• データセンター内に Cisco Catalyst 6500 シリーズ インフラスト ラクチャが構築されている

• シスコ  アプリケーシ ョ ン配信ソリューシ ョ ンをすでに展開している （Cisco CSS ローカ

ル ディレクタ、競争力のあるロード  バランサまたはコンテン ト  スイッチ、CDN ソリュー

シ ョ ンなど）

• ハイ  アベイラビリテ ィ を必要とするミ ッシ ョ ンクリテ ィ カルなサーバ、またはパフォーマ

ンス容量が異なっているために、最適化されたパフォーマンスが必要なト ラフ ィ ックの多

いサーバ グループ
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• ブランチ オフ ィスの資産を含む、資産 （サーバ、帯域幅など） の効率性と使用率を向上さ

せるためのイニシアチブ

• 運用、 セキュリテ ィ、 または準拠性の理由によるコスト削減のための統合化プロジェク ト

• パートナーまたはクライアン トに提供されるサードパーテ ィ製または社内のビジネス ア

プリケーシ ョ ン

• （特に長距離の） リモート  ユーザ/オフ ィスによってアクセスされる低パフォーマンスのア

プリケーシ ョ ン

• 多数のブランチまたは販売店

次のサービスを提供するサービス プロバイダーのお客様 ：

• ト ラフ ィ ッ クの多い Web ポータルのサポート

• マネージド  サービスまたはホステッ ド  サービスの提供

ANS 製品の適用性

取り組むべき分野により、 ANS ソリューシ ョ ン関連の意思決定が異なります。

• ネッ トワークの運用 ：主要な課題は統合、 展開、 および管理性

• IT ： 主要な課題は動作期間、 使用率、 設備支出 （CapEx）、 OpEx、 および TCO

• アプリ ケーショ ン ： 主要な課題はアプリ ケーショ ンのアベイラビリ ティ 、 パフォーマン

スのほか、 Customer Relationship Management （CRM） 、 Enterprise Resource Planning
（ERP） 、 人間関係、 サプライチェーン、 e- コマースなどの戦略的アプリケーシ ョ ンのセ

キュリテ ィ

• サーバの運用 ：主要な課題はサーバとスト レージのアベイラビリテ ィ、 効率、 TCO

• セキュリテ ィの運用 ：主要な課題は周辺機器とアプリケーシ ョ ンのセキュリテ ィ

迅速な導入を支援するシスコのサービス

データセンターは複雑な環境で運用されています。 シスコのサービスは、 データセンターに

変更を加える際に生じるリスクを軽減し、 Cisco ANS ソリューシ ョ ンの迅速な導入を支援し

ます。 シスコの製品およびテク ノロジーに関する専門知識は、 実際のネッ トワークから得た

実務経験と、 最新のテク ノロジーや実装における幅広い経験に基づいて、 絶えず改善されて

います。 シスコは業界をリードする実績により  IT とビジネスの要件を明確にする支援をし、

スケーラブルな環境において、 高速、 安全、 かつアベイラビリテ ィの高いアプリケーシ ョ ン

へのアクセスを実現します。

関連情報

Cisco ANS
http://www.cisco.com/jp/go/ans

データセンター ソリューシ ョ ン

Cisco ACE
http://www.cisco.com/jp/go/ace/

Cisco CSS
http://www.cisco.com/jp/go/css11500/

Cisco ACE XML Gateway
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/contnetw/acexmlgw/

Cisco GSS
http://www.cisco.com/jp/go/gss/

ブランチ オフ ィスおよび WAN ソリューシ ョ ン

Cisco WAAS
http://www.cisco.com/jp/go/waas/

Cisco ACNS
http://www.cisco.com/jp/go/acns
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