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序文

パブリック クラウドやプライベート クラウドの導入をはじ
め、一般消費者向け IT の大規模化、モノのインターネット

（IoT）の登場など、クラウドは急激な膨張を続けています。 こ
の変化のペースの速さは、トラフィックの増大という形でネッ
トワーク インフラストラクチャへの要求が高まることにより、ビ
ジネスに課題をもたらしています。 

さらに、ネットワークに関する決定は、将来も十分通用するものでなければ、発展するクラウド 
エコシステムのメリットを組織で活かすことはできません。 この eBook では、ビジネスの意
思決定者向けに、ネットワークの構築とスイッチの選択が現在と将来の戦略上、ビジネス上の
メリットのためにいかに役立つかを説明します。 
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セクション 1
状況を理解する

「今後 3 年間で、大規模中規模組織の 70% 
がデータセンター間、データセンターから
データセンター エッジへのデータフローの連
携を向上させるため、ネットワークの大がか
りな再設計に着手する」 IDC FutureScape： 
Worldwide Data Centre 2015 
Predictions Web Conference、 
2014 年 12 月 9 日
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25324214 

本当に必要なのは、今の時点でネットワーク インフラストラ
クチャに行っ 行った投資が、長期にわたって最大の価値を
もたらすようになることです。 これにおいてはオープン アー
キテクチャが大きなメリットをもたらす可能性があり、ネット
ワークへの投資を決定する際に考慮すべき重要事項になり
ます。 

クラウドやデータ センターの戦略を成功させるためのバッ
クボーンとして、ネットワークをいかに構築するかは非常に
大きな意味を持ちます。 ネットワークの構築に何を用いるか
を理解して初めて、現在の要求に答えながら、将来の構築に
も十分に耐える基盤となるネットワークを築くことができる
のです。 ポイントとなるのは柔軟性と将来を保証された設
計です。これにより、急速に発展する業界で急増する要求に
応えるネットワークを構築できます。 ネットワークに適切な
注目を集め、オープンで応答性と拡張性に優れたネットワー
クを経済的に構築することで、長期の投資保護が現実のも
のとなります。 ネットワークの将来を保証し、コストのかかる
完全な置き換えを避けるためには、ビジネスに適切なビル
ディング ブロックを利用する必要があります。 

ネットワークはデータ センターの基盤であり、スイッチはネ
ットワークの基盤です。 現在はかつてないほど多様なスイッ
チのオプションがあり、さまざまなビジネスの要件に適した
オプションを利用できます。 これがネットワークにどう影響
するかを理解することが重要で、現在の時点で適切な選択
をすることが将来の運用コストと設備投資に影響を与えま

す。 例えば、ネットワークのコア レイヤーやアグリゲーション 
レイヤーは、高密度とハイパフォーマンスが絶対的に重視
され、カスタム シリコンを使用するスイッチのパフォーマン
スは、商用チップの設計によるスイッチを大きく上回ります。 
同様に、現在と将来のワークロードに対応するスイッチの機
能と、現在の 10GbE/40GbE インターフェイスから将来の 
100GbE、さらに 400GbE に拡張するための柔軟性を条件
にあげることで、数世代にわたる寿命を保証し、投資を保護
することにつながります。 

エンタープライズ環境とコンシューマ環境でプライベート/
パブリック データ センターやクラウドに配置されるデータ
とアプリケーションが増すにつれ、データ センターの重要性
は高まる一方です。 このような要求を受けて、将来のデータ 
センター ネットワークは、複雑さを増すことなく容量の拡大
が可能なオープンで柔軟なアーキテクチャであることが不
可欠となります。

シンプルさの勘所をこのネットワークは知っている

クラウドの潜在能力を十分に発揮させることは、データセン
ターやパブリック クラウド/プライベート クラウドを運用す
る企業やサービス プロバイダにとって継続的な課題であり
チャンスでもあります。 現在ネットワークを移動する大量の
ワークロードは一夜のうちに現れたわけではありませんが、
その増加の規模は間違いなく桁外れです。 このためネット
ワークに多くの期待がかけられてきましたが、多くの場合、
性急な解決策や構築でその場をしのぐ形になっています。 
独自のアーキテクチャの制約を受けながら、迅速にネットワ
ーク容量を拡大したい組織にとって、コストと時間をかけて
置き換えをするか、応急処置的で排他的な、機能が十分でな
いアドオンに投資を続けるのが現実の選択です。 本当に必
要なのは、今の時点でネットワーク インフラストラクチャに 
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セクション 2
課題を理解する 

「ネットワークはデータ センターにおいても、パ
ブリック クラウドの導入が増えているという点
においても非常に重要であり、ネットワーク パフ
ォーマンスのより徹底した監視が必要とされる」
ガートナー レポート、 Hype Cycle for Networking and Communications, 
2014、 Bjarne Munch and Jay Lassman、2014 年 7 月 22 日

クラウドとデータ センター
の環境は進化しています。 
ネットワーク パフォーマンス
の向上は、既存のレガシー 
システムを活用しつつ、オー
プン標準をベースに俊敏な
アーキテクチャを構築する
ニーズのバランスをとること
で達成されます。 これは難
しい課題です。

将来を考慮した設定であ
ることは重要な要素です。 

「今」の急速な成長に対応
しようと短期的な考えでそ
の場しのぎに対処すると、旧
来の複数階層のネットワー
ク設計にとどまり、将来の成
長に適したものにはなりま

せん。 その結果、後付けのソ
リューションとなり、パフォー
マンスを損ねる階層を追加
することで過度に複雑なネ
ットワーク設計が生まれま
す。 拡張性を前提条件に構
築することで、こうした断片
的なアプローチによる影響
を緩和し、将来の成長を保
護できます。

スイッチの仕様ではベン
ダー ロックインの問題も浮
かび上がります。スイッチと 
OS が密接に統合され、相
互に依存していると高コス
トが発生します。 このような
独自のアーキテクチャは、も
はや要求に応えることは不

可能ですが、ベンダー ロッ
クインは克服が難しい課題
でもあります。 柔軟性に乏
しいアーキテクチャは、コス
トを増大させ、ネットワーク 
アーキテクチャを複雑化さ
せて、ビジネスの要求に応え
るのを困難にします。 複数
のコンポーネントが導入さ
れることで、パフォーマンス
が低下し、遅延が増して、導
入と構成に長時間を要する
ようになります。 

営業のパフォーマンスも同
じく損なわれます。 短期的
な考えは支出と費用の継続
的なサイクルを生み、同じよ
うな対処でその時々の問題

拡張性を考慮したオープンで 
柔軟なネットーク アーキテクチャの 
構築

だけを解決することになって
しまいます。 このような受身
のアプローチでは、将来の
ビジネスの成長に応じるた
めさらに破壊的なアップグ
レードが必要になるのは明
らかで、コストがかかります。 
拡張性を考慮してオープン
で柔軟なネットワーク アー
キテクチャを構築すれば、長
期の投資保護を保証し、将
来にわたって最大の価値を
得ることができます。 
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セクション 3
機会を理解する 

すべてのネットワークやス
イッチが同じような構成で
あるとは限りません。 適切
なスイッチ設計と適切なネ
ットワーク アーキテクチャ
を適切な状況で用いること
は、ビジネスに最適なネッ
トワークの構成に不可欠で
す。 従来のスイッチから、専
用のハイパフォーマンス コ
ア スイッチの「ホワイト ボッ
クス」ソリューションまで、か
つてなく多くのオプションが
用意されています。 このた
め、特定のアプリケーション
に最適なスイッチを選ぶこ
とが難しくなっています。 ホ
ワイト ボックス スイッチで
コストを削減するのはどこ

なのか、専用のハイエンド 
システムでのみ実現できる
パフォーマンスを保証する
のはどの箇所かを理解する
ことで、費用対効果のよい形
でビジネス ニーズに応える
ことができます。

業務に合った最適なネット
ワーク

データ センター ネットワー
クとこれをサポートするスイ
ッチは、ビジネスにおけるパ
フォーマンスと効率性との
最適なバランスを考慮する
必要があります。 ハイパー
スケールのマルチサイト デ
ータ センターにおけるネッ
トワーク効率は、中規模や

大規模エンタープライズの
場合とは異なります。 個々
のビジネス ニーズを明らか
にすることが重要なステッ
プです。

ハイパフォーマンスのデー
タ センター ネットワークに
は、高性能のスイッチが必
要です。 このことは次第に、
最低で 40GbE のインター
フェイス速度を意味するよ
うになり、さらに、高密度で
トラフィックとアプリケーシ
ョン要求が最高水準にある
スパイン/コア レイヤーで
は要求が 100GbE に達す
ることもしばしばです。 トラ
フィック ボリュームが増大

を続け、100GbE スイッチ
の機能が向上する中で、現
在と将来のニーズに対応す
るため、データ センターは
この機能向上へ向かいつつ
あります。 ネットワークのバ
ックボーンに必要なパフォ
ーマンス レベルを達成する
には、スイッチの設計とアー
キテクチャも重要です。専用 
ASIC を用いたカスタム ス
イッチと商用シリコンには
パフォーマンスに大きな違
いがあります。

カスタム シリコン スイッチ
は、パフォーマンス、信頼性、
耐久性、性能の向上におい
てさらなる価値をもたらし、
長期間にわたって寿命を延
ばします。 金融サービスの
トランザクションなど、遅延
が増すことで大きく不利益
が生じるケースでも、カスタ
ム シリコンは大きなメリッ
トがあります。劣る設計で論
理スケールと物理スケール
との妥協を図る必要はない
のです。

しかしこれは、いずれか 1 つ
を選ばなければならないと
いう問題ではありません。 カ
スタム シリコン、商用シリコ
ン、ホワイト ボックス スイッ
チは、それぞれ補い合って利
用できます。 40GbE、さら
には 100GbE 対応のカスタ
ム シリコンを大規模ネット
ワークのマルチレイヤー ス
パイン スイッチとして使用
するのは、健全な投資となり
ます。 パフォーマンスの要求
が低いアクセス レイヤーで
は、商用シリコンやホワイト 
ボックスによる従来のスイッ
チが、営利と運用の両面で
意義のある選択です。 

内部にインストール/サポー
ト機能を備えた非常に大規
模のデータ センターでは、
パフォーマンス要求の優先
度が低めのリーフ レイヤー
の、大容量で価格が低く、回
転率の高い機能にホワイト 
ボックス スイッチを使用す
るのが妥当です。 同様に、小
規模のコアのエンタープラ
イズ環境では、小/中密度の
従来型 10GbE/40GbE 商
用スイッチがネットワーク規
模に適しています。 

「データ センター市場はさらなる変革への態
勢を整え、大手クラウド サービス プロバイダは 
10GE スイッチとサーバー接続から 100GE ス
イッチ、25GE サーバー接続への移行を見据え
ている」 Infonetics Research（現在は IHS Inc.

（NYSE： IHS）  
Cliff Grossner、Ph.D（Infonetics Research データ センター、クラウド、SDN ディレクティング アナリスト）、 2015 年 1 月 

ハイパフォーマンス DC の 
ネットワークには高性能 
スイッチが必要
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投資の保護

将来の使用に実際に耐えるスイッチング ソリューションは、
時間がたつに従って価値を発揮しなければなりません。 今
の時点で拡張性を考慮して構築することで、ネットワークが
将来も対応できるかどうかという不安はなくなります。 デー
タ センター ネットワークのコアにおけるインターフェイス
速度の標準は、10GbE から 40GbE、さらに 100GbE に向
けて急速に移行しており、400GbE に到達するのもそう先
のことではありません。 グローバル ネットワーク接続が数
百億規模に達する中で、既存のインフラストラクチャの数十
から数千ポートの規模を拡張できる能力は、長期にわたり
金銭的な価値をもたらします。

ネットワーク トポロジーも重要な要素です。 シンプルで一
貫したネットワーク アーキテクチャは、データ センター ネッ
トワークの拡張を成功させる鍵となる要因です。 シンプル
で高速のデータ パスを現在において保証するだけでなく、
ネットワークがシンプルで管理が容易なことは、設定のミス
を減らし、一般的にネットワークの俊敏性と柔軟性を高めま
す。 データ センターやクラウド内部で、 または複数のデー
タ センター サイト間やクラウド間で、新しいアプリケーショ
ンやサービスを導入して配信することも簡単に行えるように

なります。 さらに、インタークラウドや IoT が従来の（North-
South）データ センター トラフィックを新たなレベルに引き
上げるだけでなく、新しい（East-West）トラフィックにも影響
することが考えられる中で、拡張性は必須の条件になります。 

複数のファブリック アーキテクチャに対応したオープン ス
イッチは将来の成長に必要な柔軟性を確保する一方、ベン
ダーの固定化を排除します。オープン スイッチは、Clos、ス
パイン/リーフ、L2/L3、単一制御プレーンといった複数の導
入シナリオにおける複数のファブリック アーキテクチャに対
応が可能です。 これこそ、ビジネスに真のメリットをもたら
す投資保護です。

パフォーマンスの向上

スイッチは、現在のネットワークのニーズだけでなく、ビジネ
スとともに成長が可能であることが求められます。 スイッチ
を選択する際には、ほかにもパフォーマンスの条件を考慮
する必要があります。 高品質スイッチであれば、設定のしや
すさと保守に手間がかからないことが条件です。停止を伴う
アップグレードは過去のものです。 管理がシンプルであるこ
とも必要で、オープンな単一のビルディング ブロックによる
アーキテクチャでは、1 つのダッシュボード ビューでネット

ワークを把握し、一元管理が容易で、セキュリティーも強化
されます。

データ センターとクラウド ネットワークの分析も、最高レベ
ルのパフォーマンスを考慮した設計のスイッチによって改
善が可能です。 スマートなネットワーク分析により、ネット
ワークのホットスポットを特定し、マイクロバーストや遅延
の詳細を監視して、輻輳を排除するとともにネットワークの
信頼性を最大にできます。 大規模なデータ センター ネット
ワークでは、カスタム シリコンを使用した深いバッファー サ
イズのスイッチは、レガシー スイッチの課題である輻輳時の
アプリケーション パフォーマンスの問題を緩和するメリット
もあります。 

また、すべての 100GbE スイッチの拡張性が同じとは限ら
ないため、ポート密度も重要です。 スイッチのポート密度を
増すことで、複数のインターフェイスやファイバー接続を 1 
つの高速接続に集約し、「少ない能力で多くを処理」するさ
らに簡素化されたネットワークを実現できます。
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セクション 4
チェックリストを理解する 

データ センターとクラウド ネットワークのスイッチの価値を
最大限に引き出すには、次の点に考慮が必要です。

  業務に合った適切なツール： そのスイッチはコア レイヤー用か、アクセス レイヤー用か? 大規模データ センター ネット
ワーク向けか、エンタープライズ環境向けか? これにより、専用のシリコン スイッチ、従来の商用またはホワイト ボック
ス ソリューションのいずれが必要であるかを決定できます。 

  オープン： そのスイッチは特定のベンダーや OS に固定されないか? 答えはノーでなければなりません。 複数のファブ
リック アーキテクチャをサポートし、追加のネットワーク レイヤーが不要なオープン スイッチを検討してください。

   拡張性： そのスイッチは、現在と将来のニーズに対応しているか? ビジネスとともに成長し、ROI を改善できるだけの密
度を備えたスイッチを選択してください。

  パフォーマンス： 低遅延、低ジッターは、配信の予測性を高めます。 深いバッファーはトラフィックのスパイクを排除しま
す。 品質が重要です。 これを追求してください。 

  分析機能： ネットワークを単一のダッシュボード ビューで把握することで効率性が高まります。 ホットスポットを見つ
け、具体的でリアルタイムのネットワーク分析機能でセキュリティーを向上させます。 
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