ソリューションの概要

Aruba ESP
（エッジ・サービス・
プラットフォーム）

エッジがもたらす無限大
の可能性
テクノロジー市場では、十年ほどの間隔で大きな
転換が起こっています。ここ数十年では、モビリ
ティとクラウドの発展が転換の原動力となってき
ました。現在、私たちは新たに大きな変化の時期
へと入っています。データの時代 — これはクラ
ウドやデータセンターで生成されるデータのこと
ではありません。ビジネスが行われる場所で使わ
れるデータのことです — ユーザー、デバイス、
モノなどが一堂に会する場所です。
私たちはそれをエッジとよんでいます。
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しかし、エッジとは実際どこにあるのでしょうか？
それは、職場や病院、大規模なスポーツスタジア
ム、または学校やリモート・ワーカーの自宅であっ
たりします。これらの環境の中で、ユーザー、デ
バイス、モノから大量のデータが生成されていま
す。データを適切に取り入れている、つまりデー
タをリアルタイムで分析・実行できている組織は、
実用的なインサイトを取得でき、新しいサービス
開発に活用することができます。さらに、顧客満
足度を向上させ、優れたビジネス成果を達成する
こともできます。ビジネスの競争力のために。デー
タの適切な活用の有無は企業にとって

インテリジェント・エッジの課題

運命の分かれ目ともいえます。さらに重要なのは、エッジで

加え、分散型リモート・ワークへの不可逆的な転換を考慮す

生成されるデータを活用するうえで必要な正しい基盤がある
か、ということです。すべてのデータを役立てる能力のある
ネットワークが必要不可欠です。これが、今後はビジネスリー
ダーとその他大勢とを分けるものとなるでしょう。

過去に起こったテクノロジーの転換がすべてそうであったよ
うに、データ志向のエッジへの移行は、あなたのインフラスト
ラクチャの役割を変え、新たな課題を生み出します。企業の
ネットワークは、データの移動や、人とアプリやサービスとを
接続する上で、中心的役割を果たします。そこはこれまでと
全く変わりません。しかし、エッジでは、ネットワークはよ
り重要なものとなり、ネットワーク要件は、標準的な接続や
過去のアクセス テクノロジーを遥かに超えるものとなります。
現在企業ネットワークに接続している、莫大な数のモノにつ
いて考えてみましょう。IDC のレポートによると、今後 2 年間
に 550 億台のデバイスが接続され、2025 年までには 79.4 ゼ
タバイトのデータが生成されると予測されています。これに
ると、ネットワークと IT 部門はこのような転換についてい
くための適切なツールを必要としていることがわかります。
それにも関わらず、現代のネットワークは、人間の能力と経
験によって制約を受けています。それらを管理するオペレー
ターの力のおよぶ範囲においてのみアジャイルであり安全な
のです。現代のネットワークとこれを管理するチームは、エッ
ジに超大容量のデータがあることに対応できていないのです。

エッジでのビジネスの成果
成果

例

新たな収益源

小売業ではパーソナライズした体験を生みだし、買い物客が歓迎されていると感じ、それぞれの好みが
理解されていると感じることができます。データを革新的な方法で活用することにより、新しい製品、
ソリューション、オファーが提供できます。

パーソナライゼーションによる

スポーツスタジアムや博物館などの人が集まる大きな会場をイメージしてください。ターンバイターン

カスタマーエクスペリエンスの

方式のナビゲーションや拡張現実により、集まった人々のモバイル・エクスペリエンスを向上させるこ

向上

とができます。

ビジネス・アジリティ

リアルタイムのデータを活用することができる企業は、素早く市場の変化に適応し、対応することがで
きます。データがあれば顧客のニーズや好みの変化を分析、予測することができるため、データが鍵と
なります。新たなテクノロジーを迅速に導入できれば、新しい機会を収益化できます。

運用効率

製造では、作業者や機器が危険にさらされる前に、センサーが潜在的な故障を検知します。これにより
設備のダウンタイムを削減し、メンテナンス費用を削減できます。

従業員の生産性

オフィス環境または在宅勤務において、オンライン会議やコラボレーション・ツールがあれば、それぞ
れの居場所に影響を受けることなく、音声や映像を通じて従業員同士のシームレスなチームワークを実
現できます。
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IT リーダーたちは、ビジネスの継続性と耐障害性を向上させ

どこにでもあるセキュリティの脅威

ながら、この新たな時代にビジネスをサポートする体制が整っ

新しく、先進的なセキュリティの脅威は、日々出現してい

ているネットワーク、ツール、オペレーターの経験を確保す
るため、自社のインフラストラクチャおよびオペレーショナ
ルモデルを注意深く評価する必要があります。考慮すべきポ
イント：
サイロ型管理
キャンパス、ブランチ、データセンター、リモート・ワーカー
といった諸拠点にはりめぐらされている WAN、
有線 / 無線ネッ
トワークの独立した管理は、通信の遅れを生み、プロビジョ
ニング、監視、レポート機能、トラブルシューティングツー
ルなどのサイロ化を生み出します。Enterprise Management
Associates によると、組織の半数近くが 11 以上のツールを

ます。2019 年には、セキュリティ侵害が 2018 年から 11 %
以上増加しており、
330 億件もの記録が盗まれ、
2021 年までに、
企業は毎年 6 兆ドルもの損失を被ると予測されています。1
IoT デバイスは、厳重なセキュリティ対策を備えていません
し、ハッカーが入り込みやすくなっています。一方では、労働
者のモビリティや在宅勤務が IT 境界を拡大し続けています。
それは、従業員が、安全ではない個人のデバイスや公共の
Wi-Fi ネットワークから企業のリソースにアクセスすること
が多いためです。最後に、IT 管理者の管理下にないものも含
め、クラウドに移行するアプリケーションが増えていること
から、組織のデータ保護はよりいっそう難しくなっています。

使用しています。これはサービスの問題 / 停止が発生する可

財務面およびリソース面での障害

能性をより大きくしています。

組織の規模にかかわらず、新しいビジネス要件への適合は

可視性とインサイトの不足
現代のハイパー分散環境では、あらゆる場所でパフォーマン
スの問題が発生する可能性があります。残念なことに、既存
の問題 / 潜在的な問題の IT の可視性は、低下の一途をたどっ
ています。これは従来のオフィスまたはデータセンターの枠を
超えるインフラストラクチャやユーザーが増えているためで
す。IT 管理者は、サードパーティの監視やレポートツールを
通じてネットワークから収集できる情報に対して、通常はア
クションを起こすことができません。これは、データの粒度
が低いか、オペレーターが根本原因を診断するために複数の
ドメインやツールにおいて手作業でイベントを相互に関連付
ける必要があるか、のいずれかが理由です。これはエッジで

常に問題となります。新しい機器の購入、新しいプロセス、
そして時にはリソースの追加がしばしば必要となります。
投資資金が不足し、IT リソースが限られるような経済的に不
確かな状況下ではこうした問題はさらに深刻となります。

ARUBA ESP: あなたのエッジの基盤
エッジでのチャンスを収益化することの重要性を考えると、
企業にとって、適切なネットワークの基盤を所有することが
欠かせません。予期しないイベントに備えてビジネスの継続
性と耐障害性のニーズに迅速に対応できるようにしながら、
次の大規模なテクノロジーの転換期に備えて IT インフラスト
ラクチャを準備する必要があります。

特に問題となります。通常はオンサイトで作業する IT 管理者

そこで Aruba ESP ( エッジ・サービス・プラットフォーム )

IT 管理者は、個人の経験、旧式のツールや面倒なワークフ

クチャを採用し、柔軟性に優れたお支払いオプションと活用

がおらず、問題のトラブルシュートを実施できないからです。 が活躍します。エッジを統合、自動化、保護するよう設計さ
れた、業界初の AI 応用プラットフォームです。Aruba ESP は、
多くの手作業のプロセス
AIOps、ゼロトラスト・セキュリティ、統合インフラストラ
ローを何とか活用して、日常のネットワーク・オペレーション
に対処し、パフォーマンスの問題を回避しなければなりま
せん。Gartner によると、企業のネットワーク・オペレー
ション活動のうち、手作業が 65% を超えており、この手作
業が人的エラーやダウンタイムへとつながっています。また、
データの時代では、ネットワークに接続するデバイス、モノ、
場所が爆発的に増える中で、IT 管理者がすべてのものに遅滞
なく手作業で対応することは、難しい課題となっています。
また、Gartner は「オートメーションによって、手作業に起
因するエラーを 75% 以上削減でき、同時にオペレーション
効率が上がる」ことがわかったとしています。

モデルにより、以下の面で IT 管理者をサポートします。
• ビジネスに影響を及ぼす前に問題を予測し、迅速に特定
して解決。
• 消えつつあるセキュリティ境界からの高度な脅威から
保護。
• キャンパス、ブランチ、データセンター、リモート・ワー
カーといった諸拠点における数千の有線、無線、WAN の
デバイスを監視・管理。
• ネットワーク・サービスを迅速に導入。変化するビジネス・
ニーズに合わせて拡張も可能。
• 経済的に不確かな状況において、必要に応じたインフラ
ストラクチャへの追加投資が可能。
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Aruba ESP は、オンボーディング、プロビジョニング、オー

1.AIOps

ケストレーション、アナリティクス、ロケーション、管理を

Aruba ESP は AI と機械学習 (ML) を活用し、ネットワークの

含めたエッジサービスを提供します。これらはすべて、Aruba
Central を使ってアクセスできます。クラウドネイティブで画
面一つですべてを管理できるプラットフォームです。Central

可視性と、ネットワークの問題をユーザーが気が付く前に明
らかにすることに重点を置いたユーザー中心のテレメトリ・

データ機能を組み合わせ、IT 管理者がより速く対応できるよ
の SaaS 活用モデルは、迅速な導入を可能にし、キャンパス、 うにし、ネットワーク上のユーザーやデバイスが期待するサー
ブランチ、データセンター、リモートといった諸拠点における ビスレベルに確実に応えられるようにします。たとえば、ネッ

有線、無線、SD-WAN のオペレーションの統合管理、AIOps、 トワーク・オペレーターは、ユーザーが接続できないように
セキュリティを提供します。ネットワーク管理者は Central する DHCP の問題が発生したすべてのユーザー、デバイス、
を通じて AI インサイトを活用でき、ユーザーからのクレーム

やビジネスが困難な状況を迎える前に問題を素早く明らかに
し、解決することができます。

AP のリストを一目で確認できます。これらのインサイトをク
リックすると、根本原因が表示され、多くの場合、推奨され
る解決方法が示されるか、自動で実行されます。

Aruba ESP は 3 つのエリアにフォーカスしてネットワークの
基盤を構築しており、柔軟なお支払いオプションと活用モデ
ルが用意されています。

これらすべての機能を API で利用できるようにすることで、
Aruba ESP はサードパーティ・ソリューションへの拡張性も
備わっています。そしてこれは、組織がさらに他のビジネス・
プロセスでのオートメーション目標を推進できることを意味
します。

人工知能

Aruba Central

AIOps

クラウドネイティブ | 統合データレイク | SaaS とオンプレミス
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キャンパス
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2. ゼロトラスト・セキュリティ

そして、Aruba ESP プラットフォーム内で共通のデータレイ

ゼロトラストは、幅広い意味を持つ業界用語で、組織はその

クを使用することで、Aruba Central が多次元情報を相互に

ネットワーク境界の内外にある、いかなる存在も信頼すべき
ではないというコンセプトに基づいた、セキュリティ・フレー
ムワークのことです。Aruba ESP は Aruba のダイナミック・
セグメンテーションを使用して、ゼロトラストの原則を採用
しています。エンドポイントの素性を厳重に確認し、こうし
たエンドポイントにポリシーを適用し、アプリケーションア
ウェアのファイアウォールを併用します。そして、他のセキュ
リティプラットフォームと情報を共有することで新たな脅威
に適応可能にし、ネットワーク上のエンドポイントに対して
動的にポリシーを設定します。在宅勤務の従業員向けの内蔵
VPN サポートにより企業ネットワークをリモート・エッジま
で拡大できます。また、一元的に管理されたコーポレート・
ポリシーは、「ロールベースのアクセス制御」を使用して接
続の方法や場所を問わずユーザーとデバイスを監視します。

関連付けてコンテキスト付きで表示し、自動根本原因解析を
軸にパワフルな機能を開放し、ビジネスに影響を及ぼす前に
問題を予測し、さらに安定した分析を提供します。ネットワー
クのライフサイクル全体において単純なタスクを自動化する
ことにより、ネットワーク・オペレーターはイノベーション
の推進に集中でき、ネットワークを活用してエッジをただ稼
動させておくのではなく、エッジでビジネス価値を創出でき
ます。
柔軟なファイナンスおよび従量課金モデル
Aruba は、さまざまなファイナンスオプションと従量課金モ
デルを用意しており、現在の厳しい状況下でも企業がデジタ
ル変革を推進し、エッジで発生している機会を収益化でき
るようサポートします。HPE ファイナンシャルサービスは、
延払や機器リサイクル、その他のお支払いサポートなどに

3. 統合インフラストラクチャ

より、機器の取得を支援する柔軟なお支払いプログラムを用

Aruba ESP は、エッジからクラウドまで接続を保護するよう

意しています。

その基盤から設計されています。このプラットフォームを

また、Aruba ESP はクラウドベースまたはオンプレミスの

管理する Aruba Central は、クラウドネイティブのマイクロ
サービスベースのプラットフォームであり、分散したエッ
ジにおいて重要な環境に必要な拡張性と耐障害性を提供し
ます。最大で 5 種類のプラットフォームやインターフェー

Software-as-a-Service (SaaS)、あるいは Network-as-a-Service
(NaaS) として使用することができます。Greenlake for Aruba
では、Aruba ESP と、マネージドサービスを組み合わせ、月

次請求型へすることにより、資金やリソースを IT 管理以外
スが必要な他社のソリューションと比較してみましょう。 の優先すべき業務に振り向けることを可能にする「ハンズフ
Aruba Central お よ び Aruba ESP は、 有 線 / 無 線 / WAN と リー」の NaaS エクスペリエンスを IT 部門に提供できます。
いったすべてのネットワーク・オペレーションを、ブランチ、
キャンパス、データセンター、リモート・ワーカーといった
諸拠点において、画面 1 つのプラットフォームの中で一元化
しています。これによって、あちこちに情報を移動する、あ
るいは複数のビューの情報を関連付けるなどの、時間のかか
る手作業のプロセスが不要になります。

まとめ
エッジデータの時代には、膨大な量のデータやほぼリアルタ
イムで要求される判断に対応するため、現代のネットワー
ク・アーキテクチャは AI を搭載し、予測できる必要がありま
す。Aruba ESP は、Aruba ESP、ゼロトラスト・セキュリティ、

Aruba ESP インフラストラクチャは、物理形態、仮想形態の
どちらでも導入が可能です。さまざまなクラウドをサポー
トしているため、お客様は物理的な拠点、プライベート・

そして統合インフラストラクチャを組み合わせ、エッジでの
機会を活用できるようサポートします。ビジネス・アジリティ
の向上、新しい収益源の構築、顧客と従業員を大いに満足さ

クラウド、またはパブリック・クラウドに同じ方法で接続し、 せる強力な体験の創出を実現します。
保護できます。また、この機能により組織は、現場スタッフ
不要でセキュアなリモート・ワーク ソリューションを簡単に
導入できます。

詳細については、arubanetworks.com/ArubaESP をご覧く
ださい。
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