SmartConnect Datasheet

SmartConnect
Managed Connectivity-as-a-Service

Aryaka SmartConnectは、グローバルなプライベートレイヤー2コアを活用し、またラストマイル接続を強化することでデジタル/
クラウドトランスフォーメーションを可能にします。さらに、全てのアプリケーションに対して最先端のユーザー体験を保証し、ク
ラウドファーストの世界が必要とするネットワークとセキュリティをサポートします。

なぜAryaka SmartConnectか?
31
高速パフォーマンスをグロ
ーバルに展開

Aryakaの独自の30以上のポイン
ト・オブ・プレゼンス（POP）
を有するWANによって最適化さ
れたグローバルL2プライベート
バックボーンを活用し、全世界
の95%以上のナレッジワーカー
に30ms以下の遅延でサービスを
提供しています。

Day-1サービスレベル合意
(SLA)

「ネットワークの安定化」をす
ぐに実現し、初日からSLAに基
づき、いかなる場所からでも最
高のアプリケーションパフォー
マンスを得られます。

バーストを含む柔
軟な帯域幅

購買帯域幅を超えるバーストトラ
フィックを心配する必要はありま
せん。バースト発生時でも必要に
応じて柔軟に帯域幅確保します。

WWW.ARYAKA.COM

+1.877.727.9252

セキュアなエンド・トゥ・
エンド接続

Aryakaはファーストマイル/ラス
トマイル回路を調達・管理する
ことで、セキュアかつグローバ
ルな「MPLSのような」プライベ
ートコアを補完し、あらゆる拠
点、クラウド、データセンター
へセキュアなエンド・トゥ・エ
ンド接続を提供します。

エッジ/
クラウドセキュリティ

AryakaのSmartConnectは、Aryaka
のマネージドCPEであるAryaka
Network Access Point (ANAP) に
実装された、SmartSecureのステ
ートフル/ゾーンベースファイアウ
ォール機能も併用できます。さら
に、Palo Alto、Zscaler、
Symantecなど業界随一のクラウド
セキュリティパートナーを連携で
きます。

高可用性
(稼働時間99.99%)

マルチクラウド対応

Aryakaはファーストマイル/ラス
トマイル、CPEおよびPOPまで
含め、複数レベルの冗長性を提
供します。

Aryaka SmartConnectは
SmartCloudと併用することで、
パブリッククラウド、SaaSプロ
バイダー、パートナーのクラウ
ドとの接続を提供します。

適応型トラフィック管理

管理と分析

Aryaka SmartConnectは、洗練
されたエンド・トゥ・エンドで
のアプリケーションとネットワ
ークを最適化するSmartOptimize「Turbo」も併用できます
。ラストマイルSLAは高度な高
可用性技術によってさらに強化
されます。

SmartManageによって、Aryaka
の自動管理および24x7でサポー
トされるオーケストレーション機
能を利用することが可能です。
SmartInsightsは、ユーザーの
WANの状態について知見および
分析を提供します。
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Aryaka SmartConnectで得られるメリット

迅速なサイト展開

運用の簡素化

トラブル解決のために複数のベンダに対応を
依頼したりサポートに支払いすぎたりしてい
ませんか？そうであれば、マネージドサービ
ス業界において高いネットプロモータスコア
（NPS）で評価されている、Aryakaの顧客第
一文化と「期待を超える」サポートチームを
まだまだ体験していないのです。

TCO削減

MPLSプロビジョニングの複雑さへの対処、新
しいサイトを立ち上げに時間がかかったり、変
更管理の問題に直面したりしてはいませんか？
多くのプロバイダーでは異なるベンダのソリュ
ーションをつなぎ合わせ、「つぎはぎ」のサー
ビスを提供しています。Aryakaは世界中のど
こへでも数日でサービス提供を可能とし複雑性
を排除できます。その結果、顧客はビジネスに
集中できます。

Aryakaであれば100%サブスクリプションで
SD-WANアズ・ア・サービスを簡単に利用でき
ることをご存知でしたか？さらに帯域幅とリ
ソースのプール化を提供しており、サービス
追加やポリシー変更がすぐに実行できる環境
を、シンプルなグローバル価格で提供してい
ます。また初日からSLAが適応されます。
ビジネスがどれほど簡単になるか、Aryakaで
ご体験ください！

Aryaka SmartServices トポロジー
イーグルアイ+ANMC

SmartManage

マルチテナントSD-WANオーケストレーション&
可視化プラットフォーム

Aryaka ハイブリッドWANとAryaka Core

グローバルNOC

100%管理、24時間年中無休
のサポート提供

インターネットトラフィック

クラウドセキュリティコネクター

NAT/ファイアウォール

ANAP

ルートコントローラー

East-West型セグメンテーション (企業、DMZ、ゲスト、テナント)

本社

データセンター

ANAP

プライベートコア

Aryaka SD WAN CPE

セキュリティ内蔵およびQoS機能付き

ハイブリッドWAN

SmartOptimize

インテリジェントWAN最適化

インターネットまたは
MPLS

ファーストマイルからラストマイルまで
ANAP

拠点

IaaS
PaaS

IoTデバイス
5G / 4G / LTE

Smart
CDN

顧客&パートナー

SaaS

セキュア
リモートアクセス

Smart
Cloud

Smart
Secure

Smart
Insights

SmartConnectグローバル/リージョナル展開オプション
グローバル展開

複数の地域にまたがってAryakaコア経由でト
ラフィックを扱う企業に最適です。一部のト
ラフィック向けにオプションとしてサイト間
のVDIA接続も提供します。

WWW.ARYAKA.COM

+1.877.727.9252

リージョナル展開

主にリージョンクラスターまたはPoPと定義
される単一地域で事業を行い、その中で一部
のトラフィックをAryakaコア経由で他地域に
転送するような企業に最適です。
HybridWANによりサイト間接続を行うことも
可能です。
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グローバルマネージドサービス

SmartManage

クラウドベースオーケストレーション
ワールドワイドSLAs - 4-9s、Day-1
予測分析
ANAP - セキュアマネージドCPE
フレキシブルなサブスクリプション
複数のPoP間コア接続

サイト間インターネットVPN
(ハイブリッドWAN)

バースティング

SmartConnect

SmartOptimize

SmartCloud

専用のPoP、レイヤー2トランスポート、
マルチセグメントQoS

MLによるグローバルモニタリングで顧客のパ
フォーマンスに影響を及ぼす前に問題を特定
高度なルーティング、トラフィック管理、セキ
ュリティを兼ね備えたクラウドマネージドCPE

オンデマンドで顧客にオリジナル契約以上のサー
ビス（BW、サイトなど）を利用する機能を提供

リージョナル

含む

含む

含む

含む

含む

含む

含む

含む

オプション

オプション

含む

含む

含む ワールドワイド

含む リージョナルまたは地域的

最大トラフィックパフォーマンスのため
サイト別に SBW 1.5倍までバースト

オプション

オプション

含む

オプション

個々のサイトに柔軟に配分され､リージョンごとに
割り当てられたコアネットワーク帯域幅プール
Aryakaのコアおよびトラフィックタイプ/
ユーザー設定によるDIAによる接続

含む

含む

ローカルリージョンを超えたトラフィック拡張
冗長のためのANAPオプション

オプション

Aryaka PoPの高可用性

複数のAryaka POP利用による高可用性向上

オプション

オプション

ラストマイル管理

ラストマイル接続の管理、レポートサービス

オプション

オプション

ラストマイルサービス

最適なISP接続を調達

オプション

オプション

TurboNet

ネットワークベースの最適化と高速化 ‒
TCP、Aryaka Assure

含む

含む

含む

オプション

ユーザー体験を最大化する最適なSaaS
アプリケーションブレイクアウト

オプション

オプション

クラウド内部ピアリングへの接続最適化 －
例：Azure VWAN

オプション

オプション

オプション

オプション

含む

含む

ANAPのNFV FWおよび企業の物理的/
仮想ファイアウォールの管理

オプション

オプション

グローバルエクストラネット、グローバル
VPN、またはBYO VPNコンセントレータ

含む

含む

オプション

オプション

チケッティング、ダッシュボード、レポート

含む

含む

カスタマーポータルで閲覧

含む

含む

ANAPの高可用性

TurboApp
SaaS 高速化 (O365、Salesforce、
Webex、8x8など)
IaaS 直接接続 (AWS、Azureなど)

Azure VWAN (ハイブリッドWAN)

仮想ファイアウォールホスティング
および仮想/物理FW管理
クラウドセキュリティコネクター
セキュアリモートアクセス
MyAryakaクラウドポータル

SmartInsights

スケーラブルで、マルチテナントの自動化
とオーケストレーションが保守性を向上

グローバル

地域間利用

Edgeエッセンシャル(ファイアウォ
ール、マイクロセグメンテーション)

SmartSecure

30以上のPoPを有し、グローバルな接続、
パフォーマンス、可用性の標準となるグロ
ーバルなメッシュ型レイヤー2ネットワーク

アプリケーションプロトコル固有の最適化
と高速化 ‒ 圧縮、SSL、CIFS

IaaS展開に最大パフォーマンスを提供する
最適なブレイクアウト

ANAPでのnorth-southとeast-westアクセス
ファイアウォール･拠点におけるマイクロセグ
メンテーションとマルチテナントをサポート
サイト容量に基づくクラウドホスティング
セキュリティ (小/中/大)

グローバルセルフサービス

カスタマーポータルで設定

ファースト、ミドル、ラストマイ
ルパフォーマンスの管理

SLA確認、エンド・トゥ・エンドネットワ
ーク分析

アプリケーション、クラウド、
フロー可視化

Licensing

Aryaka Networksについて

サイト規模(S、M、L) + 購入済み帯域幅
(SBW + ハイブリッドWAN + DIA) +
オプション

含む

オプション

含む

含む

含む

SBWはグローバル
接続に含まれる

SBWはリージョナル
接続 ‒ リージョン
クラスター*と
PoP*を含む

Aryakaはクラウドファースト時代のためのフルマネージド、エンド・トゥ・エンドの最高のSD-WANサービスを提供します。当社独自のテクノロジー
は、マルチクラウド接続、アプリケーション最適化、セキュリティ、ラストマイル管理、そして可視化をSLAに基づく利用料(OPEX)のみのソリューシ
ョンに統合し、グローバル企業へ比類の無い敏捷性とTCO改善を実現します。
詳細: info@aryaka.com

