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岐路に立つセキュアなアプリケーションデリバリー
今こそ、IT部門がアプリケーションの配信方法および保護方法を根本的に見直すべき時です。現在、2つの重要なトレンドによっ
て、ビジネスアプリケーションデリバリーは、基礎となるビジネスの成長を脅かすか、それとも加速させるかの岐路に立たされて
います。

アプリケーションエクスペリエンスが「新しい通貨」となる：アプリケーションエクスペリエンスは、ビジネスにおける新しい通
貨となります。なぜなら、従業員エクスペリエンスをはじめ、顧客が感じる差別化、そして従業員と顧客の両方との親密さやエン
ゲージメントを構築する能力に大きな影響を与えるからです。

クラウドとSaaSへの急速な移行：今回の世界的なパンデミックは、アプリケーションをクラウドやSaaSに移行することで、柔軟
な需要、グローバルなリーチ、および一貫したアクセスを提供するという新たな緊急課題を企業や組織にもたらしました。大きな
問題は、企業や組織が移行をどれだけ迅速に実行できるかということです。

最高のアプリケーションエクスペリエンスを提供すると同時に、アプリケーションのクラウドへの移行を加速させなければならな
いというビジネス上のプレッシャーが、IT部門に差し迫った課題をもたらしています。

• ITはビジネスに永遠に追いつけない：DevOpsや継続的なデリバリーの導入にもかかわらず、クラウドやSaaSを利用すること
でITの複雑さが増し続けています。
• インターネットの状態は死角のままである：アプリケーションは公衆インターネットに依存しています。これは、アプリケーショ
ンとそのユーザーの両方がグローバルに分散しているためです。さらに、インターネットは事実上、企業WANとなっています。し
かし、アプリケーションデリバリーインフラストラクチャは、目まぐるしく変化するインターネットの状況を把握できておらず、し
たがって同状況にも対応できません。
• 断片化されたアプリケーションとセキュリティソリューション：ユーザーやアプリケーションがグローバルに分散しているため、
アプリケーションセキュリティが、かつてないほど重要になっています。しかし、このような断片的かつ動的な環境を保護するこ
との複雑さが原因で、高度な攻撃者が容易に利用できるような脆弱性が増加しています。

20年にわたるイノベーション
2001年、業界初のシングルパス型ロードバランサーによりパフォーマンスを向上：専用のハードウェアを使わずに、汎用CPUを使用して拡大
するインターネットの性能ニーズを満たすことを可能にするソフトウェア設計における大きな一歩を踏み出しました。

2009年、業界初の本格的なマルチコアADCを開発：NetScalerは、シングルコアのパフォーマンスの障壁を打ち破ることで、顧客が新しい機
器の設置面積と設置時間を増やす必要なしに、ADCのパフォーマンスを拡張できるようにしました。

2010年、業界初のフル機能を備えたクラウド向けの仮想ADCを開発：NetScaler VPXは、TCOの削減を一般にもたらしました。NetScaler VPX
はハードウェアを使用することなく、迅速なスケーリングをはじめ、可用性、セキュリティ、そしてパフォーマンスの最適化を実現しました。これによ
り、アプリケーションの動作を、必要なときに必要な場所で、アプリケーションのプロビジョニングに合わせて調整できるようになりました。

2015年、業界初のフル機能を備えたコンテナ環境向けのADCを開発：モノリシックベースのアプリケーションとマイクロサービスベースのアプリ
ケーション間で、運用上の一貫性を提供しました。これにより、顧客は、アプリケーションのモダナイゼーションを加速できるようになりました。

2016年、業界初のPooled-Capacityライセンスにより柔軟性を実現：これにより、顧客は、必要に応じてADCのキャパシティを即座に自信を
持って変更できるようになりました。また、パブリッククラウドへのアプリケーション移行を容易化することで、運用の一貫性を実現できるよう
になりました。

2017年、業界初のクラウドベースのADC管理を開発：Citrix Application Delivery Management（ADM）の提供する統合コンソールを使う
ことで、管理者は、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境におけるADCの監視、トラブルシューティング、オーケストレーションが行えるよう
になりました。

2019年、業界初のベアメタルADCによりパフォーマンスを向上：シトリックスはCitrix ADC BLXを発表しました。これは、完全なDPDKサポー
トを備えた世界初のベアメタルADCであり、優れたパフォーマンスを実現します。
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シトリックス：アプリケーションデリバリーソリューション分野のパイオニア
シトリックスは、20年以上にわたって、アプリケーションデリバリーおよびセキュリティソリューションの分野で数多くのイノベー
ションを主導してきており、変革をもたらすソリューションを提供する体制を整えてきました。

そして今、シトリックスは、少なくとも今後10年間は継続して利用できる革新的なソリューションを提供することになりました。	
それが「App Delivery and Securityサービス」です。

Citrix App Delivery and Securityサービスの概要

人間の原理に基づいている
Citrix App Delivery and Securityサービスは、インテントベースで自己修復型のインターネットアウェアなソリューションを使用
することで、アプリケーションデリバリーとセキュリティの根本的な効率化に関して飛躍的な進歩をもたらします。同サービスは、
近代以降の人類の進歩を形作ってきた4つの人間原理に基づいています。その原理とは、「インテントベース」、「常に学習する」、
「常に適応する」、そして「常に保護する」です。

•	 インテントベース：人間の行動の大部分は、例えば「休暇を取ろう」というような高レベルのインテント（意図）に基づいていま
す。たとえば、休暇中に旅行するためには多くのステップ（場所、日程、移動手段、宿泊施設、旅程、予算など）を踏むことにな
りますが、その結果として、シンプルなインテントから始まる膨大な数のアクションがもたらされることになります。Citrix App 
Delivery and Securityサービスは、これと非常に類似しています。同サービスは、宣言的な結果として記述されたインテント
を、ADCに関する数十個のポリシーと数百個の構成へと自動的に変換します。

インテントベースのポリシーと構成を通じて、オーケストレーションから当て推量を排除することで、アジリティ、根本的なシン
プル性、そして最適なユーザーエクスペリエンスを実現できます。ユーザーは自分の希望する結果を定義するだけでよく、Citrix 
App Delivery and Securityサービスがそれに応じた構成を実施します。たとえば、特定地域のユーザーに対して、アプリケー
ション遅延しきい値の最大許容値を定義するとします。この場合、同サービスは、ユーザーとアプリケーションサーバーの配置
場所との間における遅延に影響する多くの要因を考慮した上で、ユーザーを最適なアプリケーションサーバーへと自動的にリ
ダイレクトします。

しかし、最善の計画を立てたとしても、状況は変化するものです。たとえば、フライトのキャンセルが原因で休暇が遅れること
もあれば、インターネットのボトルネックが原因でアプリケーションのトラフィックが遅くなることもあります。これが、状況の変
化に応じて宣言的なインテントを継続的に実施することが不可欠となる理由です。ここで、残る3つの人間の原則がアプリケー
ションデリバリーとセキュリティにおいて重要な役割を果たすことになります。

•	 常に学習する：旅行者は、多くの情報源（ホテル、航空会社、コンシェルジュ、そして自分自身によるリアルタイムの観察など）
から休暇に影響する変化についての情報を知ることができます。Citrix App Delivery and Securityサービスは、アプリケー
ションからユーザーに至るまでの包括的な環境（サーバーの状態、ADCの状態、インターネットの状態、新たなサイバー脅威な
ど）について継続的に学習します。同サービスは、全方位型の可視性を利用することにより異常を監視し、地域間における「通
常の遅延」としての基準を確立します。

•	 常に適応する：人間は、学習と適応を絶え間ないループで組み合わせることで、驚くほどの能力を発揮できます。これはスポー
ツの世界でよく知られていることであり、初心者がプロになるには、さまざまな状況で結果を見ながらアプローチを繰り返し調
整する必要があります。これと同様に、Citrix App Delivery and Securityサービスも、最新の状況に合わせて、継続的かつ自
動的に自らのレスポンスを適応させます。大規模環境では、グローバルなユーザーと分散アプリケーションの間で多くの問題が
発生する可能性があります。

このサービスの高度なアナリティクス機能は、トレンドと異常を区別した上で、ポリシーのしきい値を更新するか、IT部門に
アラームを送信するか、提案を行うか、あるいはその3つすべてを行うかを自動的に決定します。Citrix App Delivery and 
Securityサービスは、リソースやトラフィックパスなどを調整することで、グローバルな規模で自己修復を実施します。これによ
り、アプリケーションデリバリーインフラストラクチャが定義されたインテントに合わせて調整されるようになります。



シトリックス | Citrix App Delivery and Securityサービス 5

•	 常に保護する：人間は最も大切なもの（友人、家族、お金など）を守ります。企業にとってアプリケーションやAPIは、それらを
通じてデータが共有されるという意味で、最も貴重な資産です。企業はそのような資産をサイバー攻撃や脅威から保護する必
要があります。Citrix App Delivery and Securityサービスは、さまざまな脅威ベクター（ボット攻撃、API攻撃、DDoS攻撃な
ど）に関して、セキュリティポリシーをインテントとして表現します。同サービスは1つのダッシュボードを通じて、脅威に関する可
視性、セキュリティポリシー、および自動実行アクションを提供します。これにより、ITチームは、アプリケーションをグローバル
アクセスおよびマルチクラウド環境へと自信を持って移行できるようになります。

この4つの人間の原理が組み合わさることで、アプリケーションデリバリーとセキュリティの分野におけるパラダイムシフトがもた
らされます。インテントドリブン型のアプローチでは、「Day 0」から「Day 1」に至るまでのアクティビティ（計画、設計、インストー
ル、構成、導入など）を大幅に削減できます。これは、Citrix App Delivery and Securityサービスが、バックグラウンド作業のほ
とんどを自動的に行うからです。その後、継続的な学習、適応、保護により、「Day 2」の運用とオーケストレーションを劇的に効
率化できます。これは、Citrix App Delivery and Securityサービスが、変更管理をエラーの発生しやすい主導の反復プロセスか
ら、スケーラブルでエラーのない自動化されたプロセスへと変革するからです。

Citrix App Delivery and Securityサービスを利用することで、IT部門は、ビジネスの後を永遠に追いかけ続ける状態を脱し、
ようやくビジネスと歩調を合わせることが可能となります。これにより、IT部門はアプリケーションデリバリーに関する日常的な
ルーティンワークではなく、ビジネス成果とイノベーションに集中できるようになります。シトリックスでは、アプリケーションデリ
バリーは機械が管理すべきであり、ビジネスに関するインテントは人間が定義すべきだと考えています。

Citrix App Delivery and Securityサービスが、アプリケーションデリバリーの劇的な効率化を通じて、いかにソフトウェア開発
のライフサイクルを高速化するかを下記のようにご紹介します。

インテントベースで高度に自動化されている 
ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウドへのアプリケーションの移行プロセスは、多くの手動設定により構成されています。さ
らに、より重要な点は、それらのプロセスが当て推量により構成されていることです。初めてクラウドを導入する場合の一般的な
手順は次のようになります。

Day 0：計画と設計

1. お使いのADCに適したEC2インスタンスのタイプを選択します。EC2インスタンスには200以上のタイプがあるため、お使い
のワークロードに適したインスタンスタイプを選択するのは容易ではありません。

2. 適切なADCインスタンスタイプを選択し、それをライセンスします。スループットや処理能力の観点から、必要なサイズを推
測するのは困難な場合があります。

Day 1：設定と導入

3. すべてのバックエンドアプリケーションサーバーを追加するために、ADCを手動で設定します。トラフィックをどのように分散
させたいのか、そしてどのようなヘルスモニタリングが必要なのかを決定します。

4. アプリケーションをDNS（Route 53など）に手動で公開し、それが到達可能な状態になるようにします。
5. 自動スケーリングを行うために設定が必要となるCPU、メモリ、ネットワークスループットに関するしきい値を推測すること
で、システムが予想される需要を柔軟に満たすようにします。多くの場合、推測では、オートスケーリングが早すぎたり遅すぎ
たりするなど、タイミングを逸したアクションが生まれがちです。

6. ビジネスニーズの変化に応じて、ステップ1～5を何度も繰り返します。

一方、Citrix App Delivery and Securityサービスでは、ほぼすべてのものが自動化されています。当社では、このような自動化レ
ベルを「高度に自動化されている」と呼んでいます。なぜなら、そのような自動化は、計画から導入に至るまでのすべてのステップ
から、ほぼすべての手動作業と複雑さを取り除くためです。上述したような初めてのクラウド導入の例では、Citrix App Delivery 
and Securityサービスは、クラウドのアプリケーションデリバリーをセットアップするためのシンプルなインテント記述を解釈す
ることで、各種の要件を計算します。そのような計算をユーザーが行う必要はありません。
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1. シトリックスは、適切なADCインスタンスを自動的に利用することで、利用可能なライセンスを使用します。
2. シトリックスは、ユーザーのインテントをポリシーへと変換し、お使いのアプリケーションを配信するための設定を	
自動的に作成します。

3. シトリックスは、お使いのアプリケーションドメインをRoute 53などのDNSに自動的に公開します。
4. シトリックスは、ユーザーのアプリケーション需要を満たす必要がある場合、自動スケーリングを実施します。	
「しきい値を定義する」という概念は、もはや適用されません。

5. また、要件が変更された場合、同サービスはユーザーの新しいインテントに合わせて調整されます。

高度な自動化により、ITチームの運用効率を最大60%向上させることができます。最も重要なことは、アプリケーションの導入や
配信を複雑化するような当て推量やエラーを起こしやすい手動設定が存在しないということです。

常に学習し適応する
アプリケーションデリバリーの初期状態を超えた場合、インテントは、状況の変化に応じて継続的に実施される必要がありま
す。エンドツーエンドの継続的なアプリケーションデリバリーは複雑です。数千ものユーザーとアプリケーションの間では、特に
ユーザーの需要が急増した場合に、機能停止や劣化が発生する可能性があります。また、需要が減少した後でも、システムはオー
バープロビジョニングされたままになる可能性があります。

継続的な最適化
今日、Day2作業の大部分は、アプリケーションデリバリーの最適化に費やされています。なぜなら、そのような作業は、手動で繰
り返されるものであり、エラーが発生しやすいためです。ITチームは、個人の長年の経験とチーム内だけで受け継がれてきた知識
に頼っています。このような場合、エンドツーエンドのサービスレベル契約（SLA）を提供することはほぼ不可能です。なぜなら、リ
ソースやネットワークの状態は間違いなく変化または悪化し、手動での検出/分析/修正には時間がかかるためです。保険として、企
業や組織はしばしば余分なリソースを確保することを選択しますが、その結果、運営費（OpEx）が急増することになります。

Citrix App Delivery and Securityサービスを使用すると、運用とオーケストレーションを大幅に効率化できます。同サービス
は、アプリケーションデリバリーをエンドツーエンドで継続的かつ自動的に最適化することで、それをビジネスの意図に沿ったま
まの状態に保ちます。

自己修復
Citrix App Delivery and Securityサービスは、多くのパラメータを自動的に調整することで、ユーザーエクスペリエンスを自己修
復します。たとえば、アプリケーションエクスペリエンスが劣化しやすい領域としては次の3つが挙げられます。

1. アプリケーションサーバーの劣化：アプリケーションサーバーが最適に機能しなくなった場合、アプリケーションエクスペリエ
ンスは通常「持続的な遅い応答」として認識されます。同サービスは、サーバーの稼働状態とパフォーマンスを継続的に監視
することで、パフォーマンス上の問題を特定します。ここまでなら他のサービスやデバイスでも実行可能ですが、Citrix App 
Delivery and Securityサービスではさらに、パフォーマンスの低いサーバーをアプリケーションサーバープールから自動的
に削除することで、リクエストがそのようなサーバー宛てに送信されないようにします。

2. ADCの枯渇：アプリケーションに対するユーザーの要求が急激に増加すると、ADCの枯渇が起こる可能性があります。新し
いサービスのロールアウトをはじめ、ブラックフライデーやサイバーマンデーのようなマーケティングイベントやセールスイベ
ントが原因で需要が急増することがあります。大規模な自然災害が発生すると、食料品の買いだめラッシュが起こる場合が
あります。

•	 Citrix App Delivery and Securityサービスは、ADCリソースの追加を自動化することで増大する需要に対応します。
同サービスは、新しいADCの追加を自動的に調整した上で、インテントとポリシーに従ってそれを設定します。これこ
そが、真の自動スケーリングのあるべき姿です。
•	 需要が減少すると、同サービスは自動的に不要なリソースを削除することで、コストを削減します。

3. インターネット状態の変更：インターネットトラフィックは通常、いくつかのネットワーク（ISPやCDNにより管理されている
エッジネットワークを含む）を経由してやり取りされます。これらのネットワークでは短時間の機能停止はよくあることであ
り、それは主に設定ミス、ヒューマンエラー、需要の急増などが原因で発生します。原因にかかわらず、それらは遅延、可用
性、スループットの悪化として認識されます。
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• Citrix App Delivery and Securityサービスは、インターネットの状態を継続的に監視した上で、個々のユーザーごと
に最適なサイトやPoPにリクエストを自動的にリダイレクトすることで、可能な限り最高のユーザーエクスペリエンスを
実現します。
•	 同サービスは、包括的な可視性とリアルタイムの自己修復アクションを提供することで、最適なユーザーエクスペリエン
スを維持します。

Citrix App Delivery and Securityサービスは、エンドツーエンドのトラフィックパスを監視し、必要に応じてアクションを自動
的に実施します。このような幅広い適応性を通じて、同サービスは、すべてのユーザーに、かつてないほどに卓越したアプリケー
ションエクスペリエンスを提供します。また、同サービスは、そのような適応性を通じて、IT部門の介入の必要性を大幅に軽減しつ
つ、そのような操作を実行します。

さらに、同サービスでは、ITチームがオーケストレーションの複雑さ、ポリシーの進化、快適さのレベルに応じて、使用する自動化
のレベルを選択できます。

ユーザーが選択する自動化のレベルは、コンセプトとしては運
転支援システム（ナビゲーションシステムを使って目的地まで車
を走らせたり、車に運転を任せたりするシステム）と似通ってい
ます。

今日、IT部門はグローバルネットワークの監視、トラブルシューティング、問題解決に多くの時間を費やしています。しかし、よ
り多くのアプリケーションがクラウドへと移行する中で、手動操作は持続可能ではなくなっています。Citrix App Delivery and 
Securityサービスは、アプリケーションデリバリーインフラストラクチャをエンドツーエンドで継続的に最適化することで、リソー
スの効率的な利用とユーザー向けの最適なアプリケーションエクスペリエンスを確保します。

ユーザーエクスペリエンスの自己修復
グローバルに分散された企業アプリケーションは、パフォーマンス、セキュリティ、拡張性、可用性に関して、容易に劣化する可能
性があります。診断アラームは、多くの場合、数が多すぎて曖昧なため役に立ちません。IT運用管理チームはこの問題に気付き、
問題のあるサーバーをトラフィックから取り除き、ロードバランサーのスケーリングを許可し、トラフィックを別のサーバーに再割
り当てする必要があります。

Citrix App Delivery and Securityサービスは、自己修復機能を備えており、アプリケーションの劣化を継続的に監視、診断、お
よび修正します。

Citrix App Delivery and Securityサービスは次のことを可能にします。

•	 負荷分散プールから劣化したサーバーを自動的に削除するか、負荷分散アルゴリズムを自動調整することで、パフォーマンス
を向上させます。

•	 サービスの需要がADCのシステムリソースを使い果たした場合、ADCインスタンスを自動的に追加して設定できます。
•	 クラウドプロバイダーまたはIT運用管理チームにより追加された新しいアプリケーションサーバーに対して、トラフィックをグ
ローバルに自動リダイレクトします。



シトリックス | Citrix App Delivery and Securityサービス 8

次のセクションでは、インターネットの状態に関する可視性と、自己修復型のアプリケーションデリバリーを組み合わせることで
得られるパワーについて考察します。

インターネットの状態に関する可視性 アプリケーションエクスペリエンスにおける革命
インターネットの状態は、アプリケーションデリバリーにとって大きな盲点となっています。インターネットは、その設計上、個々の
ネットワークで発生した障害を回避するための代替パスを見つけるようになっています。しかし、その間、ユーザーは通常、遅延、
可用性、スループットの低下を経験します。また、ITチームはインターネットやその状態を制御できません。従来の広域負荷分散
（GSLB）機能は、インターネット上のアプリケーションデリバリーを劣化させる問題を軽減しようと試みますが、それ自体はイン
ターネット上で起こる変化を認識できません。

Citrix App Delivery and Securityサービスは、インターネットの状態に関するきめ細かいリアルタイムの可視性を確保すること
で、自己修復が正確かつ迅速に行われるようにします。また、同サービスは、トレンドを予測することで、より広範なアクションを
プロアクティブに推奨することもできます。このような可視性を実現するため、同サービスにはCitrix ITMテクノロジーが組み込ま
れています。このテクノロジーは、世界中にある5万件のネットワーク上の10億人のユーザーを通じて、1日に最大100億件のデータ
ポイントを監視しています。これらのデータは、サードパーティのCDNやPoPを含むほぼすべてのエッジネットワークを通じて、継
続的にクラウドソーシングされます。これにより、ユーザーエクスペリエンスに関するリアルタイムの最新マップが作成されます。

同サービスでは、このデータを自動的に分析することで、新しい基準の確立、異常の更新、トレンドの予測を行います。改善は自
動的に行われることもあれば、同サービスが計画や設計を改善するための提案をIT部門に提供することもあります。次の2つの
例に示すように、ビジネスアプリケーションを利用するユーザーのエンゲージメントが向上することは、時間の経過とともに累積
的で重要なものとなります。

アプリケーションのホスティング場所に関する計画
アプリケーションの導入を計画する際に大きな問題となるのが、アプリケーションサーバーをどこでホスティングするかというこ
とです。今日、ホスティング場所の決定は経験に基づく推測ですが、それは依然として最も重大なものの1つでもあります。米国西
海岸、米国東海岸、ロンドン、東京、およびその他の地域のうち、どのホスティング場所が特定のユーザーベースに最適なアプリ
ケーションエクスペリエンスを提供するかを確実に知る方法はありません。

既存のツールでは、導入が行われていない時点で、そのような違いを測定することはできません。また、既存のツールでは、	
遅延、可用性、スループットの点で異なる強みを持つ場所の間で、正味の改善を評価することもできません。さらに、既存のツー
ルは、中央にある1つの場所を利用するか、それとも複数の小さな場所を利用するかの選択にも役立ちません。そして、既存の
ツールでは、状況の変化やユーザーベースの変化に起因する新たなトレンドを考慮することもできません。

Citrix App Delivery and Securityサービスを使うと、これらの不確実性をほぼすべて取り除くことができます。同サービスと使
うと、企業や組織は、アプリケーションを導入する前に、リアルタイムのインターネットの状態と新しいトレンドに基づいて、さま
ざまなシナリオを計画できます。たとえば、同サービスを使うと、次のようなシナリオに関して正確な可視性を提供できます。
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•	 シナリオ1：ロンドンと東京で2つのAWS PoPを開設した場合どうなるか？ 世界中で、または特定の国でのユーザーの平均的
な遅延はどれくらいになるか？ 同サービスは、世界全体での遅延に関するヒートマップを提供します。このマップには、各国の
ユーザーが受け取る相対的なエクスペリエンスが表示されます。
•	 シナリオ2：米国西部とシドニーでPoPを2つ追加した場合どうなるか？ これは、特定の国または世界中でのアプリケーション
デリバリー全体にどう影響するか？
•	 シナリオ3：トラフィック再分配のメカニズムを変更するとどうなるか？ ラウンドロビン、近接性、およびシトリックスにより最
適化されたデリバリーの間で切り替えを行うことで、ユーザーエクスペリエンスはどう変化するか？

何よりも、これらのシナリオの結果は数秒で生成されるため、IT部門はさまざまな「仮定」のシナリオを現実に即してモデル化
できます。また、可視性は1つのクラウドやCDNに制限されません。AWS、Microsoft、Googleなどのパブリッククラウドプロバイ
ダーは、それぞれのパートナーまたはマネージドネット
ワークに関する可視性のみを提供します。一方、Citrix 
App Delivery and Securityサービスは、それらのす
べてに関する可視性を提供します。

追加のPoPまたはサーバーサイトに関して計画を立て
ることは、長期的な結果を伴う重要なDay-0アクティ
ビティです。同サービスは、Day-0のサイトプランニン
グをDay-2の継続的な最適化の自然な拡張とします。
というのも、このサービスでは、初期のITインテントを
維持しようとする際に、時系列のトレンドを確認した
上で、それに基づいて提案を行うからです。

業界初となる「インターネットの状態を
認識できる」GSLB
広域負荷分散（GSLB）のイノベーションは、グローバ
ル化されたアプリケーションデリバリーのニーズに後
れを取っています。GSLBのコア機能は、トラフィック
負荷をアプリケーションサーバーが配置されている地
理的地域全体に均等に分散させることです。これを実
現するために、GSLBは、地理的な近接性などの基本
的なルールを利用します。それぞれのIPレンジが地理
的に近接している場合、ユーザーはサーバーの近くに
いるとみなされます。

しかし、現在のGSLBは、ユーザーとサーバー間におけ
る実際のインターネットの状態については何も知りま
せん。一時的なインターネットの混雑は、同じ地域に
おけるユーザーとアプリケーションの間でも頻繁に発
生します。これは、他の地理的場所での機能停止（トラ
フィック用の代替パス検出を引き起こすもの）、CDN
の設定ミス、需要の急増などが原因で起こります。
一時的なインターネットの混雑は、ユーザーやアプリ
ケーションがグローバルに分散するにつれて、ますま
す影響を受けるようになっています。GSLBは、期待さ
れる対応を提供できないケースが増えており、場合に
よっては事態を悪化させています。

変化し続けるインターネットにグローバル	
アプリケーションを適応させる
2021年になっても、Webサイトの応答性や可用性の欠如、ス
ループットの低下は、主要なオンラインブランドとその収益に影
響を与えています。従業員やパートナーがグローバルにアクセス
する企業アプリケーションも、すべて同様の問題を経験してい
ます。

インターネットでは地域的にネットワークの混雑が頻繁に発生
するため、インターネットは、アプリケーションのパフォーマン
スが最適ではないことの大きな要因となっています。また、ある
地域で障害が発生すると、他の地域でも混雑が発生する可能
性があります。

Citrix App Delivery and Securityサービスは、リアルタイムの
状況に加えて、過去のトレンドから得られた新たなインターネッ
トの状況に基づいて、ユーザーエクスペリエンスを最適化しま
す。同サービスでは、インテリジェントトラフィック管理（ITM）
を使用して、次の処理を行います。

• ISPのネットワーク障害やクラウドの障害など、ユーザー
エクスペリエンスの悪化の根本原因を特定した上で、ユー
ザーのリクエストを全体的にレスポンスの速いサイトへと
誘導します。

•	 将来のエクスペリエンスに影響を与える可能性のある遅延や
スループットのトレンドを分析することで、アプリケーション、
CDN、PoPに関して最適な新しいリージョンを推奨します。

•	 実際のネットワークの状態とサーバーの応答データの両方
に基づいて行動し、現在および将来のアプリケーションエ
クスペリエンスを改善します。

•	 アプリケーションにとって、最も少数でかつ最もコスト効率
の高いホスティング場所を提案します。

シトリックスの差別化要因として、リアルタイムのインターネット
アウェアネスとITMステアリングを通じて、ユーザーエクスペリ
エンスを即座にかつ劇的に改善すること、そして将来のアプリ
ケーションデリバリー計画のためのインサイトを提供すること
が挙げられます。
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Citrix App Delivery and Securityサービスは、実用的なインターネット状態に関する可視性を備えた世界初のGSLBです。これ
により、インターネットの状態とサーバーの状態、それぞれのレスポンスへの影響度に応じて最適化を行うことが可能となりまし
た。たとえば、あるユーザーが日本におり、距離的に最も近い利用可能なPoPがソウルにある場合でも、実際の遅延の観点から
「最も近い」PoPがシアトルにあるならば、そのユーザーは実際にシアトルに誘導されます。

同サービスは、各PoPからユーザーのISPネットワークまでの最低遅延に基づいて、各ユーザーに最適なPoPを把握します。最適
なPoP内において、同サービスはトラフィックを最適なアプリケーションリソース（通常、接続数が最も少ないサーバー）へと誘導
することで、応答時間を最小限に抑えます。さらに、同サービスはユーザーの接続元を監視することで、その場所に基づいて、コ
ンテンツを置くのに最適な場所を提案します。これにより、特定の地域でトラフィックが増加した場合でも、アプリケーション応
答に関するSLAを満たすことが可能となります。

アプリケーションとAPIを常に保護
クラウドアプリケーションやAPIをサイバー脅威から自動的に保護するためには、インテントベースの自動化が何よりも不可欠で
す。リモートワーカーやモバイルデバイスのユーザーがインターネットを通じて複数のサイトのアプリケーションにアクセスするこ
とで、SecOpsが手動で対応しきれないほどの脆弱性が発生しています。また、ベンダー製と自社開発のセキュリティツールを混
在させる従来のアプローチでは、多くの場合、すべての攻撃ベクターをカバーできません。

Citrix App Delivery and Securityサービスは、包括的なアプリケーション保護機能を統合するものであり、Webアプリケーショ
ンファイアウォール、ボット管理、API保護機能を含んでいます。同サービスでは、1つのダッシュボードを利用することで、高度な
マルチベクター保護を定義し、セキュリティポリシーを確認できるほか、すべてのアプリケーション環境を通じて一貫した機能セッ
トを適用できます。インテントベースの自動化の例として、SecOpsがSSLの設定を行い、ユーザーとサーバー間の強力な暗号化
を実現することが挙げられます。通常は、SecOpsはQualys SSL LabsテストでA+評価を得ることで結果を検証しますが、これ
はサーバーごとの手動プロセスであるため、多くの手順を必要とするほか、アプリケーションやデータが常に、暗号化に潜むマル
ウェアに対して脆弱な状態のままとなります。

Citrix App Delivery and Securityサービスを使うと、SecOpsはボタンをクリックするだけで最強のSSL構成（Qualys SSL 
LabsテストではA+）を採用するインテントを定義し、すべてのADCを適切に構成できます。同サービスは、次のことを自動的に
実行します。

• SSLプロトコルの使用を最新の最も安全なバージョンに制限する
•	 正しい暗号スイートを設定する
•	 ブルートフォース攻撃に耐えられるだけのSSL鍵長を確保する

A+認証のパラメータが変更されると、同サービスは自動的にパラメータを更新することで、お使いのアプリケーションが最強の
SSLセキュリティで保護されることを保証します。

また、Citrix App Delivery and Securityサービスは、シングルパスアーキテクチャを使用することでセキュリティパフォーマンス
を向上させます。Tolly Group による最近の独立したテストでは、セキュリティサービス向けのシングルパスアーキテクチャを導入
すると、遅延を最小限に抑えることでアプリケーション応答が向上し、最適なユーザーエクスペリエンスを実現できるようになる
ことが明らかになりました。

Citrix App Delivery and Securityサービスのアーキテクチャ
アプリケーションデリバリーにおけるパラダイムシフトは、適切なアーキテクチャがなければ不可能です。Citrix App Delivery 
and Securityサービスのアーキテクチャは、「インテントベース」、「常に学習する」、「常に適応する」、「常に保護する」という4
つの人間の原則を実装しています。
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これらの原則により、IT チームが自動化の変革を進める中で、Citrix環境が長年にわたって堅牢であることが保証されます。	
これらの原則をサポートするために、同アーキテクチャは次に示す独自の3つの設計属性を使用しています。

1. 検証可能なインテント

インテントからポリシー、構成、アクション、結果への自動変換は、それらが管理ダッシュボードで発生した時点で結果が検証可
能となります。

2. リアルタイムの可視性と分析

•	 継続的な学習は、インターネット状態に関するテレメトリーとサイトテレメトリー（GSLB状態、アプリケーション状態、サーバー
状態など）を解釈することで、実行可能なポリシーを抽出します。
•	 これにより、2つの地域間における「通常の」遅延のような基準が確立されます。これは、アノマリー（異常な出来事）とトレンド
（「ニューノーマル」）を区別します。
•	 これはリアルタイムで動作します。つまりこれは、イベントが発生し人間がそれを見ることができる速度で、アクションを起こす
までに大きなタイムラグがないようにリアルタイムで動作します。

3. 継続的な最適化

•	 ポリシーは、ユーザーの可用性の低下などの異常なイベントが発生した際に自己修復アクションをトリガーすることで、継続的
にインテントを実行します。
•	 ポリシーのしきい値は、トレンドを使用して更新されます。

適切なソリューションを使ってスタートする
Citrix App Delivery and Securityサービスは、「シトリックスによる管理」と「自己管理」という2つの管理方式で提供されます。
「シトリックスによる管理」は、パブリッククラウドでホスティングされるアプリケーション向けの最も高度なソリューションであ
り、インテントベースの構成と自己修復機能が組み込まれています。
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シトリックスによる管理

クラウドネイティブな運用と宣言的なインテントから完全な自動化への変換プロセスを実現するために設計されています 

•	 パブリッククラウドベースのアプリケーションのみ
•	 インテントベースの自動化、継続的な最適化、自己修復機能を備えた最も先進的なソリューション 
•	 インターネット状態に関するアウェアネスにより、比類のないユーザーエクスペリエンスを提供
•	 アナリティクスにより継続的な改善を自動的に推進
•	 パブリッククラウドプロバイダーのように複数のメーターを使って課金するのではなく、処理されたデータ量とDNSクエリと	
いう	2つのシンプルな課金メーターを使用

• 2つのエディション：Advanced Edition および Premium Edition は、すべてのお客様の要件に合う機能セットをサポート

自己管理

オンプレミスとクラウド全体を通じて最も柔軟な導入オプションを提供するよう設計されています 

•	 オンプレミスとクラウドのアプリケーションを同様に管理
• ITスタッフの解釈とアクションのために設計されたアナリティクス
•	 エディションには、Standard、Advanced、Premiumの3種類がある
•	 ハイブリッド環境をサポートするために必要となるすべての機能が含まれている（ただし、インテントベース、自己修復機能、イ
ンターネット状態に関するアウェアネス機能を除く）。また、年間100TBの権利も含まれているため無料でこれらの機能を利用
可能
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結論
パンデミック後には、2つのトレンドが企業のIT活動を支配します。それは、顧客とのビジネスを差別化するための優れたアプリ
ケーションエクスペリエンスを確保すること、そしてあらゆる場所でアクセス可能となることを必要とするビジネスアプリケーショ
ンを実現するためにクラウド移行を加速させることです。しかし、そのためには、ITチームは広範囲に影響を及ぼす3つの重要な
決定に正面から取り組まなければなりません。

1. クラウドの導入と運用に伴う複雑さに、IT部門はどのように対処するのでしょうか？
2. 可視性が制限されたダイナミックなインターネット上で、IT部門はいかにしてグローバルに最適なアプリケーションエクスペリ
エンスを確保できるのでしょうか？

3. IT部門は、グローバル規模の運用から生じる新しい脆弱性や高度な攻撃からアプリケーション、API、データをいかにして保
護できるのでしょうか？

Citrix App Delivery and Securityサービスは、極めてシンプルなクラウドベースのアプリケーションデリバリーとセキュリティの
分野において、画期的な変革をもたらします。同サービスは、インテントベースで自己修復型のインターネットアウェアなアーキ
テクチャを使用しており、同アーキテクチャは「インテントベース」、「常に学習する」、「常に適応する」、「常に保護する」という	
4つの人間の原理に基づいています。

•	 インテントベース：人間は自分のインテント（意図）を行動へと変えます。人は休暇を取ろうとすると、チケットの予約やホテル
の予約など、休暇を実現するためのさまざまな行動を取ります。これと同様に、IT 部門がアプリケーションデリバリーのインテ
ントやKPIを定義すると、Citrix App Delivery and Securityサービスはそれらを適切なポリシーや構成に変換することでイン
テントが満たされるようにします。
•	 常に学習する：人間が環境や変化について常に学習しているように、Citrix App Delivery and Securityサービスは常にアプリ
ケーション環境、サーバーの健全性、インターネットの状態、新しいサイバー脅威などについて学習しています。
•	 常に適応する：人間は状況学習によって継続的に適応を実施します。たとえば、ゴルフの初心者がプロになるためには、さま
ざまな状況から学んで技術を調整することを繰り返す必要があります。また、Citrix App Delivery and Securityサービスは、
ユーザーエクスペリエンスを向上させるために継続的に最適化と自己修復を行うほか、アプリケーションの状況が変化したりパ
フォーマンスが低下した場合には自動的に再構成を実施します。
•	 常に保護する：人間が自分にとって価値のあるものを保護するのと同様に、Citrix App Delivery and Securityサービスも、

Webアプリケーションファイアウォール、API保護、および包括的な保護のためのボット管理を通じて、ビジネスにおける最も
貴重な資産であるアプリケーションとAPIを保護します。

これらの人間の原則を使用することで、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境でのセキュアなアプリケーションデリバリーにお
ける高度な自動化が可能となります。これらは、ITモダナイゼーションへの移行プロセスにおいて不可欠です。


