
"Enterprise SDN Solutions" 
Enables to Perform 
Secure Unified Network 
Management on IoT era.

『2つのSDN』で
IoT時代のネットワークをセキュアに統合管理

IoT(Internet of Things)時代を迎えて
IoT(Internet of Things)時代を迎えて、パソコン・タブレット・スマートフォンなどのコンピュータ類だけでなく、ありとあらゆるモノ(デ バ
イス)がネットワークへ接続されていきます。カメラ、家電製品、ウェアラブルデバイス、自動車、医療用機器、各種センサーなど、接続され
るデバイスは多種多様です。この結果、インターネットに接続されるデバイス数は、2015年の100億個から、2020年には5倍の500億個に
急増すると予想する人もいます。 これらのIoTデバイスは「広範囲に分散設置され管理しづらい」「小型で十分なセキュリティ機能を搭載しづ
らい」といった課題を抱えており、 解決が急務です。しかし残念ながら、NorthSIDE(データセンター /クラウド)で培われたSDN (Software-
De ned Networking)などの技術は、機器を集約するためのものであり、無尽に広がっていくデバイスの管理やセキュリティ設計には適しま
せん。 そこで注目されているのが、アライドテレシスが提供するSouthSIDE(エンタープライズ)向けのSDN技術です。

IoT関連システム基盤の分類とアライドテレシスの狙い
IoTシステム基盤を"図1"で整理してみました。無尽に広がるIoTデバイスから発生するデータが、通信回線を経由してデータセンターへ集まり
ビッグデータを形成します。IoT関連サービスの事業オーナーは集まったビッグデータを分析し、サービス内容を調整・新規開発し、市場にフ
ィードバックしていきます。この流れの中で、システム基盤上に"課題1 〜 6"が発生します。これらの課題のうち、一般的なITベンダーが解決
してくれるのは課題1のデータキャパシティ・課題2の通信スピードだけです。つまり、 IoT用の新たな技術ではなく、NorthSIDEに従来から
存在する技術の強化に過ぎないのです。

一方、SouthSIDEに発生する"課題3 〜 6"についてはどうでしょうか。どれも従来技術での解決は困難です。IoTデバイスを繋ぐネットワーク
ノードはより細分化されて広がっていくため、SDNなどNorthSIDEで生まれた集約型の技術は適用できません。またIoTデバイスの形態は多
義に渡り、各デバイスの接続方法の標準化など簡単には進みません。更に、細分化されて膨大な数が繋がる個々のIoTデバイスに、 十分なセキ
ュリティ機能を備えたり管理することは困難を極めます。 アライドテレシスでは、NorthSIDEで生まれたSDN技術を、SouthSIDE向けに適
応させる研究開発に取り組んできました。既にその成果 を「2つのSDN」と題してエンタープライズのお客様に提供し、高い評価を得ておりま
す。次はその技術の更なる応用で、IoT時代における SouthSIDEの新たな課題を解決します。

一般的な ITベンダーは NorthSIDE

▶データセンターSDN 技術で、
　リソースをスケーラブルに提供。

膨大な通信トラフィックが発生。

▶通信キャリアの回線網を増強。
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SES: Secure Enterprise SDN

EG: EtherGRID

アライドテレシスは SouthSIDE

デバイスが無尽に広がり、運用コストが膨大。

▶AMFで一元管理。障害機器は交換するだけ
   で再 Defined。

デバイスの形態が多種多様。

▶AMFのAPI で接続。

個々のデバイスに十分なセキュリティー
機能を搭載できない。

▶SESにより、ネットワークでデバイスを守る。

デバイス群は、上位のAPPの指令で
動作している。

▶SES/EGにより、APP 連携ネットワーク制御。
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膨大なデータが発生。
データを分析し、サービスへフィードバック。
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" ２つのSDN"によりSouthSIDE/IoTの課題を解決
IoTデバイスの特徴である「広範囲に分散設置され管理しづらい」「小型で十分なセキュリティ機能を搭載しづらい」と言った課題を、アラ
イドテレシスが研究開発した「2つのSDN」で解決します。" 2つ"とは、AMF(Allied Telesis Management Framework)とSES(Secure 
Enterprise SDN)のことです。 他のネットワーク機器メーカーがデータセンター向けのハイエンド機の開発でしのぎを削る中、アライドテレ
シスはハイエンド機はもとより、エッジ機器から無線アクセスポイントまで、エンタープライズの端末を繋ぐための豊富なラインナップが揃
っています。これらのネットワーク機器が複数台接続される場合に、AMFがそれらをあたかも1台の機器であるかのようにSDN化し、センタ
ー管理を実現します。設置時に現場での設定作業は不要ですし、万が一の障害発生時には、同機種に交換するだけで自動的に復旧させること
ができます。IoTデバイスが広大に広がる現場で、AMFはその威力を発揮します。

更にSESは、様々なアプリケーションと連携して、ネットワーク上の通信フローを制御できます。例えばセキュリティソフトが、ウィルスに感
染しているデバイスを発見した場合に、SESに通知するとそのデバイスの通信を即座に隔離することが可能です。つまり、セキュリティをネッ
トワーク側でも担うようになるのです。小型で十分なセキュリティ機能を搭載できないIoTデバイスにとって、SESは力強い味方になります。 

AMFにはゲストノード機能が備わり、更にAPIも予定されており、新たに開発されるIoTデバイスを次々に取り込む準備が整っています。 す
でに米国では、テロ対策用の各種センサー (銃声/硝煙・サリンなどガス・放射能・監視カメラ)を2つのSDNで繋ぐ、「EnVigilant」（図2参照）
という スマートシティ脅威監視システムが提案され、話題になっています。

ネットワーク統合管理ソリューション

AMF（Allied Telesis Management Framework）

AMFの機能

アライドテレシスは、SESでSDN標準規格（OpenFlow）での対応を進める一方、OpenFlowでは対応が難しいゼロタッチインストレーショ 
ンや自動復旧・一斉変更など、エンタープライズネットワークに高い利便性をもたらす仕組みを、AMF（独自規格のSDN）として提供します。 

一元管理 非AMF装置対応 分散マスター処理 自動構築 自動復旧

SESの機能

SDN（OpenFlow）の特長は、ソフトウェアによるネットワーク機器の制御・設定を動的に変更できることです。SESでは、OpenFlowコン
トローラー上にAPIを用意しており、エンタープライズ向けアプリケーションと連携しネットワークを制御します。例えばセキュリティソフト
が発見したマルウェア感染端末を即座に隔離して、セキュリティ強化を実現します。

アプリケーション連携ソリューション

SES（Secure Enterprise SDN）

App連動プロビジョニング セキュリティー統制 ふるまい検知

●CentreCOM、CentreNET、SwitchBlade、TELESYN、TenQ、SwimView、Swim Manager、SwimSuite、SkyMarshal、VCStack、EPSRing、u-VCF、LoopGuard、AlliedView、AT-UWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、EtherGRID、
Net.Coverは、アライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。　●その他記載の会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。　●記載されている内容の無断転用を禁じます。
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〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル

テレマーケティング（月～金/9:００～17：30）

0120-860442 http://www.allied-telesis.co.jp/
ホームページ 製品のくわしい情報は

（特長、仕様、構成図、マニュアル等）
ネットワーク構築などの
ご質問やご相談は

「2つのSDN」で企業ネットワークに貢献するアライドテレシスから
最新のSDN情報をお届けします。
http://www.allied-telesis.co.jp/sdn/blog.html
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