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信頼性

24/7

パフォーマンス
クラウドエクスペリ

エンスセキュリティ コスト

アプリケーションの配信に関する期待の高まり
今日のハイブリッドマルチクラウドおよびマルチデバイス環境において、企業や組織は、ユーザーエクスペリエンスに対する影響、潜在
的なリスク、IT 部門の管理負荷の増大などを感じています。ユーザーは、日常業務で使用するアプリケーションがエラーなく機能し、ど
こからでも24時間いつでも、必要とする情報をアプリケーションが提供することを期待しています。

ワークロードをクラウド向けにスケーリングすることは、企業や組織がアジャイルかつデータドリブンであり続けるために役立ちます。
しかし、インフラストラクチャをオンデマンドで構築可能になったとしても、実際のクラウド採用や絶えず変化し続けるハイブリッドマ
ルチクラウド環境は、企業や組織に次のような課題をもたらします。

• 顧客の要求を満たすために迅速なイノベーションやスケーリングが必要
• 世界中に分散している従業員、協力会社、契約社員の全体におけるワークロード分散の不均衡
• オンプレミスとクラウド間、および異なるクラウド間におけるアプリケーションやコンテンツの移動によって発生する
  クラウドの無秩序な増殖
• 複数のエンドポイントからアプリケーションにアクセスする従業員
• 分散しているアプリケーションに対する一元的な可視化、管理、制御の欠落
• アプリケーションのパフォーマンスやセキュリティに関して発生する問題のトラブルシューティングが困難。                                                  
  また、セキュリティおよびコンプライアンス関係のポリシー（SSL の強制など）順守

アプリケーションの可
用性に影響を与えるサ
ーバーの障害やサイト
の機能停止

アプリケーションのパ
フォーマンス管理に起
因する生産性の低下と
収益の損失

ハイブリッドおよびマ
ルチクラウド環境に
おける中央での一元
的な制御、監視、管理
の欠落

知的財産の漏洩や
データの盗難

技術的負債とアプリケ
ーションライフサイク
ル管理

$

$

←  Pg. 2   |   Pg. 4  → 　　目次に戻る
↑
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アプリケーションのパフォーマンス（オンプレミスまたはクラウドの両方における）に関
する適切な管理が行われない場合、ユーザーは次のことに遭遇する可能性があります。

• 基準以下のパフォーマンス
• 予測可能性の欠落
• 断片的な情報配信
• セキュリティリスクの上昇

つまり、ユーザーは、生産性が低下し、不満を持った状態となり、さらに悪いことに、アプ
リケーションに依存している業務において機能停止を招く場合すらあります。

Citrix ADC on Amazon Web Services（AWS）を導入すると、お使いのアプリケーションを、
それらがどこに配置されていようとも、あらゆる種類のネットワークを通じて、物理ワー
クスペースの境界を越えた場所で、同じセキュリティ、監視、管理、ガバナンス、パフォー
マンスと共に提供できるようになります。これにより、顧客とのビジネスを常に保護され
た状態に保つことができます。

• 状況は絶えず変化しているため、競争力を保つには、企業や組織は、より俊敏なデータ 
に基づいた顧客中心の組織へと変化する必要があります。

• アプリケーションのイノベーション、配信、サービスに関する新しい需要は、現代的な
 ITフレームワークが、企業が今後も利用し続ける複数のレガシーアプリケーション、オン
プレミスアプリケーション、カスタムアプリケーション、およびデータストアの橋渡しを
するために適合する必要があることを意味しています。

• 企業や組織は各自のローカルなデータセンター内、クラウド内、マルチクラウド
環境内でアプリケーションをホスティングしているため、多種多様なアプリケー
ションホスティング環境が新たな標準となっています。

• 最適なパフォーマンス、可用性、セキュリティを実現するために、アプリケー
ションは、信頼できるアプリケーションデリバリーソリューションが提供するメ
リットを必要としています。

←  Pg. 3   |   Pg. 5  → 　　目次に戻る
↑
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最適なアプリケーションの配信、
パフォーマンス、可用性の提供.
アプリケーションデリバリーコントローラー（ADC）は、企業や組織のファイアウォー
ルとアプリケーション/Web サーバー間に配置されるデバイスであり、それらのサーバ
ー自体から一般的なタスクをオフローディングします。ADC は、負荷分散、SSL オフロ
ーディング、Web アプリケーションファイアウォールなどの機能を提供しており、これ
らを利用することで、AWS およびオンプレミス環境全体でのアプリケーションの可用
性とパフォーマンスを向上させることができます。

Citrix ADCはAWS Marketplace とシームレスな統合を実現することで、オールインワン
型のコスト効率の良いデリバリーコントローラーを提供します。これにより、ユーザー
はワークロードやアプリケーションをクラウドへとスムーズにかつセキュアに移行す
ることが容易に行えるようになるほか、IT 部門は制御を維持し最適化されたアプリ
ケーション配信を提供できるようになります。

Citrix ADC in AWS Marketplaceは、お使いのデータセンターまたはクラウドを通じて、
従来型のアプリケーション、コンテナ化されたアプリケーション、マイクロサービスア
プリケーションに向けた柔軟な配信サービスを提供します。
この製品は、お使いのアプリケーションを最適化された環境で実施すること、配置さ
れているネットワークやプロトコルに適合することでピーク時のパフォーマンスや可
用性を実現すること、クラウドのロックインを防ぐこと、ユーザーおよびビジネスの両
方に関するリスクを引き下げることを目的として設計されています。

←  Pg. 4   |   Pg. 6  →

データセンターはソフトウェア定義型モデルへ向け
て進化しているため、インフラストラクチャをオンデ
マンド方式で導入するためには、サポートしているネ
ットワークサービスのオーケストレーションが必要不
可欠です。
Citrix ADC in AWS Marketplace には次の特長があり
ます。
• あらゆる場所へのアプリケーションの配信を保護

• フェイルオーバー時に、セカンダリクラウドまたはデ
ータセンターへとユーザーを自動的かつシームレス
にリダイレクト可能

• コアアプリケーションとサービスの高可用性を維持
する

• 企業や組織がクラウドリソースをバックアップデー
タセンターとして利用することが可能

Citrix ADCは、 AWS Marketplace で入手できます。

　　目次に戻る
↑
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アプリケーションのパフォーマンスと配信を1 段階引き上げる
Citrix ADCは、お使いのインフラをソフトウェア定義型（software-defined）ネットワークへと移行し、より高度な可視化、俊敏性、制御、パフォーマンス
を実現できるようにする最も簡単な方法の1 つです。Citrix ADC をAWS Marketplace と組み合わせて使用することで、Web アプリケーション、クラウドベ
ースのサービス、仮想デスクトップ、企業ビジネスアプリケーション、モバイルサービスのすべての配信を最適化できるようになります。

Citrix ADCは、 負荷分散、コンテキスト切り替え、アプリケーションオフローディング、攻撃に対する防御、アプリケーションファイアウォールなど
各種の機能を提供します。これらの機能を使うと次のことが行えます。

• アプリケーションパフォーマンスの高速化
• 高度な L4-7 負荷分散を使用したアプリケーション可用性の強化とシームレスなフェイルオーバーの提供
• ミッションクリティカルなアプリケーションを攻撃から守ること、コンピューティング能力を多用するタスクをオフローディングすることで
  サーバーコストを削減
• 複数の L4-7 ネットワークサービスをアプリケーション制御レイヤへと統合し、L2-3 アーキテクチャを完全に アプリケーションドリブン型にする
• 単一コンソールを通じて管理されるポリシーベースの自動化を行うことで、効率性およびパフォーマンスの向上と、 運用費の引き下げを実現

これらの機能をすべて、単一の強力なソフトウェアドリブン型の仮想アプライアンスへと組み込むことにより競合他社製品に比べて、より高い生産性の
向上と、より大きな全体的なTCO の削減を可能にしています。

←  Pg. 5   |   Pg. 7  →

Internet

WAN

　　目次に戻る
↑



citrix.co.jp | ebook | アプリケーションの稼働時間と一貫したパフォーマンスを保障 7

Citrix ADC in AWS Marketplace による
効果的なサポートの提供
アプリケーションのハイブリッドクラウドへの移行: お使いのアプリケーシ
ョンがクラウドまたはオンプレミスに配置され、クラウド内で開発された
SaaS アプリケーションとして提供される場合、セキュリティ、可用性、パフォ
ーマンスの実現は困難になります。Citrix ADC in AWS Marketplace は、ハイ
ブリッドクラウドデリバリーのシナリオにおけるアプリケーションの導入を
簡素化するアプリケーションデリバリーソリューションを提供します。中央
での一元化されたネットワーク管理、分析、オーケストレーションを実現す
るソリューションであるCitrix Application Delivery Managementを使うこと
で、ワークロードの管理と移行を簡素化できるほか、ワークロードやADC の
パフォーマンスに対する可視化を提供できます。

マイクロサービスアーキテクチャの構築: ビジネスの俊敏性を実現するに
は、お使いのモノリシックなアプリケーションをコンテナ化されたアプリケ
ーションへと変化させること、コードの開発を迅速化すること、単一のデー
タセンターからマルチクラウド環境への移行が必要となります。クラウドネ
イティブのDevOps フレンドリーなADC は、IT 運用チームのパワーアップを
実現できるほか、業務（LOB）アプリケーションの開発者にアプリケーショ
ンの開発とトラブルシューティングを行う場合に必要となる可視化を提供
できます。

自動スケーリング: 最適化されたアプリケーションの可用性を保証すること
が、AWS クラウド内のアプリケーションワークロードにとって不可欠です。
また、与えられた任意の期間中に必要な数だけのインスタンスを配備するこ
とにより、コストを最小化できます。Citrix ADCはAWS Marketplace のAuto 
Scaling サービスを利用することで、サーバー間のトラフィックの負荷分散を
自動的に行うほか、お使いのアプリケーションが現在のトラフィック要求を
処理するに適切な量のキャパシティを有していることを保証します。さら
に、Citrix ADC は、ゼロタッチ式の設定、負荷およびコスト管理の改善、スム
ーズな接続ターミネーションも提供します。

←  Pg. 6   |   Pg. 8  →

Citrix Application
Delivery Management

　　目次に戻る
↑
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←  Pg. 7   |   Pg. 9  →

実務デリバリーのシナリオ: フロントエンドの実務アプリケーションと
ADC を組み合わせると、L4-7 負荷分散、拡張オフローディング、Web 最
適化、高速化、セキュリティ関連の各種機能により、パフォーマンスを向
上させコストを削減できます。また、広域負荷分散（GSLB）機能を使う
と、複数のAWS クラウドロケーションおよびオンプレミスデータセンタ
ー全体における可用性を確保できます。

開発およびテスト: 実務デリバリーはオンプレミスで運用しているが、開
発やテストにはAWS Marketplace を利用している企業は、Citrix ADC を
自社のテスト環境で使用することで、テスト環境内で本番環境をより的
確にシミュレートできるようになるため、本番環境への移行時間を短縮
できます。

ビジネス継続性: AWS Marketplace を自社の災害復旧（DR）およびビジ
ネス継続性計画の一部として使用している企業は、企業データセンター
とAWS 環境の両方の可用性とパフォーマンスを継続的に監視すること
で、ユーザーが常に最適なロケーションへと差し向けられることを保証
できます。

Citrix ADC

　　目次に戻る
↑
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マルチクラウド環境でどのようなクラウドを期待するのか
IDC では最近、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境におけるアプリケーション配信の課題を把握す
るために、自らがマルチクラウド環境の採用者であると認めている900 社の組織を対象とする調査を
実施しました（シトリックスがスポンサー）。対象者には、アプリケーションの配信戦略（自社のオンプ
レミスデータセンターからパブリッククラウド、WAN 経由のブランチオフィスやリモートサイトまでを
カバーするもの）を通じて実現できると期待していたメリットを挙げてもらいました。

下記に、回答の多い順に示します。

アプリケーションおよびサービス配信の改
善を通じた顧客エンゲージメントの強化

オンプレミスおよびクラウド内にあるすべ
てのアプリケーションに関する制御と可視
化を確保し、主要なアプリケーションに関
連するSLA を維持すること

新規アプリケーションやサービスに関する
市場への投入、収益までの時間の短縮

ブランチオフィスやリモートサイトにおけ
るIT ニーズに関連する運用コストの削減

アプリケーションに関連する全体的な
ユーザーエクスペリエンスの向上

出典︓IDC InfoBrief, Sponsored by Citrix, How do Organizations Plan to 
Assure Application Delivery in a Multi-Cloud World?, October 2017.

←  Pg. 8   |   Pg. 10  →

40% 31%
31%

30%
30%

28%

38%

37%

35%

プロビジョニングやその他のアプリケーション配信プロセスの自動化
によるIT 効率性の向上

すべてのアプリケーションとユーザーを通じて、一貫したセキュリティ
ポリシーの実装と実施を保証することにより、潜在的なセキュリティ
侵害が組織に与えるリスクの軽減

ハイブリッド（オンプレミスおよびクラウド）IT 環境におけるアプリ
ケーション配信の管理の複雑さの軽減、IT スタッフを煩雑なタスクか
ら解放し、戦略的なプロジェクトに注力させること

クラウドベースおよびオンプレミスアプリケーションをブランチオフ
ィスやリモートサイトのユーザーへと配信するためにかかるIT コスト
の引き下げ

　　目次に戻る
↑
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Citrix ADC は、アプリケーションの配信制御を再定義
Citrix ADC in AWS Marketplace は、ハイブリッドおよびマルチクラウドを採用している企業や組織のニーズを満たすために設計された
統一的なアプリケーションデリバリーソリューションであり、将来のトレンドに応じてスケーリングや進化が行えるように支援します。

←  Pg. 9   |   Pg. 11  →

主な機能とメリット:
ソフトウェアファースト型のADC:新しいアーキテクチャと進化し続けるデー
タセンターテクノロジーに対応するために、当社のソフトウェアベースのADC 
は単一のコードベースを使用することで、あらゆるフォームファクター、あら
ゆるハイパーバイザー、あらゆるクラウド環境における配備を簡素化していま
す。Citrix ADC は、任意のオーケストレーションプラットフォームとの相互運用
性を提供する単一のAPI と管理プラットフォームを提供します。

ハイブリッド/マルチクラウドにおける管理性: シトリックスは、すべてのマル
チクラウドおよびハイブリッド環境全体を通じたGSLB のサポート、高可用性
（HA）、中央に一元化されたエンドツーエンドの管理/可視化、クラウドにお
けるCitrix Application Delivery Management を使用した分析、ハイブリッドク
ラウドにおける管理の簡素化を実現するための制御を提供します。また、ハイ
ブリッドクラウドにおけるトラブルシューティングが行えるようになるほか、
お使いのアプリケーションがどこに配置されているかにかかわらず、アプリケ
ーションインフラストラクチャ全体に関するリアルタイムの分析とエンドツー
エンドの可視化を確保できます。

DevOps 向けのアプリケーション配信: Citrix ADC を使うと、単一コンソールを
通じて統一された機能と管理を提供することで、従来型のアプリケーションと
マイクロサービスアプリケーション間の格差を埋めることができます。

アプリケーションおよびインフラストラクチャに関するインテリジェンス: 
Citrix ADCを使うと、アプリケーションおよびインフラストラクチャに関する
インテリジェンスを利用して、よりデータドリブン性を高め、ユーザーエクスペ
リエンスを向上させることができます。また、お使いのインフラストラクチャ

全体の管理、監視、トラブルシューティングを、単一の統合コンソールから実
施できます。さらに、リアルタイムの分析を利用して、アプリケーションのパフ
ォーマンスやセキュリティに関する問題を特定し、それらに対処できます。

Pooled Capacity: Citrix ADCは、絶えず変化し続ける状況に迅速に対応するた
めに、お使いのアプリケーションデリバリーインフラストラクチャを動的にス
ケーリングすることで、お客様が行った投資を保護します。
お使いのCitrixアプライアンスはすべて、それらが単一のデータセンターで使
用されている場合であれ、世界中に分散されている場合であれ、同一のライ
センスプールを共有します。

アプリケーションセキュリティの有効性: Citrix ADCは、オンプレミスおよび
クラウド内の両方で、完全なアプリケーションセキュリティ機能を使用して、
サイバー脅威に対する防御を行います。業界トップレベルのアプリケーション
ファイアウォールは、DDoS 攻撃に対する防御、強力なID およびアクセス管
理、脅威に関するディープな可視化を提供します。

SSL VPNとSSO: Citrix Gateway は、IT リソースをハイブリッドクラウド環境や
SaaS 環境へと移行するのに役立ちます。同製品は、データセンターやクラウ
ドに配備されている業務アプリケーションやデータ、または広範な種類のデ
バイスを通じてSaaS として配信されるアプリケーションに対する単一のアク
セスポイントとSSOを提供します。また、同製品を使うと、統合を実現できる
ほか、リモートアクセスインフラストラクチャのフットプリントを縮小できま
す。さらに、コスト削減、管理の容易化、エンドユーザーエクスペリエンスの向
上も可能となります。

　　目次に戻る
↑
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Citrix ADC と AWS Marketplace による優位点 

Citrix ADC in AWS Marketplace を使うと、企業は、世界中で支持されているのシトリックスのアプリケーション配信機能を、自社の
AWS Marketplace 環境内部で迅速かつコスト効率良く利用できるようになります。お客様は、単一の統合ソリューションを利用し
て、セキュリティや生産性を向上させることができるほか、競合他社のソリューションに比べて、全体的なTCO をより引き下げるこ
とができます。このソリューションには次の機能が含まれています。

• オンプレミスとクラウド内に配備されたアプリケーション間での相互運用性を実現
• Citrix インフラストラクチャ全体の管理、監視、トラブルシューティングを単一の統合コンソールを通じて実施
• Pooled Capacityライセンスの提供により、データセンターおよびクラウド内のワークロードのスケールアップ/ダウンが 
 オンデマンドで容易に可能となるため、クラウドへの移行のコスト効率をより高めることが可能
• 高帯域幅要件とマイクロサービスアーキテクチャを抱えるアプリケーション環境をサポート
• あらゆるアプリケーションとデータに関するセキュリティとコンプライアンスの確保
• 統合されたWAF およびSSL VPN ソリューションの提供
• アプリケーションのロールアウトと配備の迅速化
• IT 部門が自社のハイブリッドクラウド環境全体における制御権を確保できるようにし、アプリケーションに関する可視性を
  提供することで開発者に対するエンゲージメントを強化

企業や組織は、クラウドのもたらすメリットを維持し拡張できると同時に、オンプレミス環境に固有の中央での一元管理とセキュリ
ティを提供できる、AWS と提携したADC ソリューションを必要としています。Citrix ADC in AWS Marketplace は、AWS Cloud が持つ
弾力性および柔軟性と、Citrix ADCが提供する最適化、セキュリティ、制御の各機能を兼ね備えたソリューションです。

Citrix ADC は、 AWS Marketplace で入手できます。

←  Pg. 10   |   Pg. 12  → 　　目次に戻る
↑
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Citrixについて
シトリックス（NASDAQ:CTXS）は、皆様のより良い働き方を推進し、安全な環境でイノベーションを活性化し、お客様との関係を深め、生産性の向上を加速さ
せる統合型ワークスペース、ネットワーキング、アナリティクス・ソリューションを提供しています。 シトリックスのお客様は、柔軟な働き方を実現し、IT 部門は
複雑なクラウド環境下においても、様々なテクノロジーを保護、管理、モニターする単一のプラットフォームを活用することが可能です。 シトリックスの製品は、
フォーチュン100 企業の99%、フォーチュン500 企業の98% を含む40 万を超える企業や組織で活用されています。 シトリックスの詳細についてはwww.citrix.
co.jp をご覧ください

AWSについて
この 11 年間、アマゾンウェブサービス（AWS）は、世界で最も包括的でありかつ幅広く採用されているクラウドプラットフォームとなっています。AWS は、米国、
オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、アイルランド、日本、韓国、シンガポールおよび英国における18 の地理的リージョンの49 のア
ベイラビリティーゾーン（AZ）で、コンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーキング、アナリティクス、機械学習、人工知能（AI）、IoT（モノのイン
ターネット）、モバイル、セキュリティ、ハイブリッド、仮想現実/強化現実（VR/AR）、メディア、アプリケーションの開発/配備/管理などの100 種類以上のフル機能
のサービスを提供しています。AWS のサービスは、急速に成長しているスタートアップ企業や大企業、および有数の政府機関を含む数百万以上のアクティブな
お客様から、俊敏性をさらに高めると同時にコスト削減を実現するインフラエンジンとして信頼されています。
AWSの詳細はこちらをご覧ください。 https://aws.amazon.com

AWS Marketplaceについて
AWS Marketplace は、厳選されたデジタルカタログでソリューションの構築や自社ビジネスの運営に必要となるサードパーティ製ソフトウェアおよびサー
ビスの検索、購入、配備、管理が容易になります。AWS Marketplace は、セキュリティ、ネットワーキング、ストレージ、ビジネスインテリジェンス、データベー
ス、DevOps などの各種のソフトウェアカテゴリーにおける、1,280 社以上のソフト販売会社が提供する4,200 以上のソフトウェアをリスト化することにより、
ソフトウェアのライセンスと調達を簡素化しています。お客様は、ワンクリック式の配備を使用して、事前設定済みのソフトウェアの利用を迅速に開始できるほ
か、AMI 形式またはSaaS サブスクリプションの両方でソフトウェアソリューションを選択できます。また、時間、月、年、および複数年単位での契約を含む価格
オプションを利用できます。すべてのお支払いは単一のAWS 請求書にまとめられます。
AWSの詳細はこちらをご覧ください。https://aws.amazon.com/marketplace

 Citrix ADC in AWS Marketplaceについての詳細はこちら 

aws.amazon.com/marketplace
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