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会社の「今」に合わせて利⽤できる
ビジネスを支えるネットワークにも
攻めの拡張性とアジリティを

クラウド型ネットワークサービス VANILA
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社会情勢やクラウドサービスをはじめとするテクノロジーの発展によって、ネットワークに対する負荷
や依存度は増し、⾼速で安定、且つ安全なネットワークを利⽤できることが⼤前提の世の中とな
りました。
昨今、ゼロトラストアーキテクチャといった新しいネットワークセキュリティの概念も現れる中、企業の
「今」そして「これから」にとって、最適なネットワークの設計を⾏う必要があります。

1.求められる攻めのネットワーク
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VANILAは、NFV (Network Functions Virtualization) 技術を活⽤し、ARTERIAのIP
網内に接続するだけで様々な通信機能をご利⽤いただくことが可能となるクラウド型ネットワーク
サービスです。物理的な設備を投資することなく、ミニマムスタートでご利⽤いただけるため、今後
のあらゆる変化に柔軟かつ迅速にご対応いただくことが可能となります。
※『VANILA』︓Virtualized Arteria Networks Immaculate Layered Applications

2.クラウド型ネットワークサービス『VANILA』
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3.VANILAの３つの特徴

特徴１ 柔軟なカスタマイズ性
お客様のご要望にあわせてシングル構成/冗⻑構成や、ご利⽤ロケーションを東日本
Regionと⻄日本Regionから選択いただけます。また、クラウド型サービスのため、お客様が
必要とする機能だけを選択して利⽤することができます。

特徴２ 高いスケーラビリティ
クラウド型サービスのため、お客様拠点での設備投資が不要となり、機器の購⼊費⽤や設置
作業といったコストの削減が可能です。お客様のトラフィック利⽤量や拠点数に応じてスケー
ルアップでき、各種機能リソースを必要な分だけご利⽤いただけます。

特徴３ アジリティの向上
ファイアウォールやセンタールータなど数カ月かかる構築が、VANILAなら最短10営業日から
利⽤開始できます。また、クラウド型サービスのため、お客様拠点での設備投資が不要となり、
機器の購⼊費⽤や設置作業といったコストの削減が可能です。
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企業のネットワーク環境を管理している情報システム部門には、「安定かつ⾼速度のネットワーク
環境」や「管理負担の軽減」などが求められていますが、それらを実現する上で次のような課題を
抱えていないでしょうか。

4. 変化する中で求められる情報システム部門の課題

VANILAなら、VPNやネットワークの課題を一挙に解決します。

課題 01

ネットワークの遅延

課題 02

トラフィック増加による
帯域不⾜

課題 03

通信障害・遅延の追従

課題 04

機器などの
メンテナンスコスト

課題 05

再設計にかかるコスト
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5. よくある既存構成の課題

本社（拠点規模︓⼤） ⽀社・⽀店など（規模︓中） 営業所など（規模︓⼩）

NTTフレッツ網

VPN網

メインDC

Internet

リモートアクセス

課題 1

課題 4

課題 2,3

課題 4 課題 4

課題 1 ネットワークの遅延

課題 4 再設計にかかるコスト

フレッツが混んでいて帯域不⾜ぎみ。
WEB会議等のクラウドサービスへの通信が増⼤
しており接続が遅い。

課題 5 メンテナンスコスト
ルータのEOLによる切替作業が必要。
回線のマイグレ等でIPアドレスが変更となり、全
拠点の設定変更が発⽣。

課題 2 帯域不⾜

課題 3 通信障害・遅延の追従

トラフィック増加による帯域不⾜と、増速時の回
線納期がかかる。費⽤も⼤幅に増額。

シングル構成のため障害時に通信が全断する
可能性がある。

VPNの⾒直しを⾏いたいが、
機器の納品で数カ月かかるので気が重い。

各種
クラウドサービス
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6. VANILAの導入で解決

解決 1 ネットワークの遅延
リモートで最適な帯域に変更可能。ネットワーク
の遅延を防ぐことはもちろん、回線納期もありま
せん。

解決 5 メンテナンスコスト
仮想基盤によるメンテナンス負荷の軽減はもち
ろん、バックボーン直結のため、回線のマイグレ
問題も無くなります。

解決 2 帯域不⾜

解決 3 通信障害・遅延の追従

センター拠点向けの回線帯域もリモートで変更
可能。回線納期もありません。

仮想基盤のためルータのEOLに悩まされること
はありません。

解決 4 再設計にかかるコスト
スモールスタートできるため、過剰投資を防げま
す。また、センタールーター、リモートアクセスは
10営業日〜、ファイアウォールは15営業日〜、
時間的コストも削減できます。

クローズド網
or Type-R

メインDC

Internet

リモートアクセス

MSGW

解決 1

解決 2,3

解決 5 解決 5 解決 5

解決 4

本社（拠点規模︓⼤） ⽀社・⽀店など（規模︓中） 営業所など（規模︓⼩）

各種
クラウドサービス

各種
クラウドサービス

vFW

vCR
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⾼いスケーラビリティによりお客様トラフィックや拠点数に応じたサイジングの最適化が可能です。
また、様々なお客様要件に対応するため、標準的な「Sharedモデル」とよりカスタマイズ性を重視
した「Dedicatedモデル」の2種類よりご選択いただけます。

7-1. VANILA機能 vCenterRouter (vCR)

※ vCRの利⽤については、別途クローズドIPネットワークまたはインターネットVPN type-Rの契約が必要となります。

柔軟なリソース増強 シンプルなネットワーク設計 Shared型、Dedicated型の2種類

拠点/トラフィック増加
への常時対応

サイジング難易度⾼、
コスト増加

ユーザ資産下での
EoL影響

スモールスタート

スケールアウト

サービス
(ソフトウェア)提供

一括ルーティング制御

東⻄リージョン折返し

セグメンテーション
/NAT

冗⻑構成

IPフィルタ

共通仕様

低価格

標準 冗⻑構成

フルカスタマイズ

拠点収容
スループットサイジング

シングル/冗⻑
選択

拠点 拠点 拠点 拠点

Internet / Closed

Center

リソース
拡張

DC 拠点 拠点

Internet / Closed

vCR

vCR vCR

Internet

IaaS

フィルタリング

A社 B社 C社 D社

Internet / Closed

CR Shared 
(1CR: n社)

CR Dedicated
(1CR : 1社)

A社 B社 C社 D社

SaaS/
Web
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VANILAの基盤上からインターネット接続を⾏うために必要なファイアウォール機能です。
お客様のセキュリティ要件に応じた各種オプション機能の選択が可能です。また、導⼊支援や
導⼊後のマネージメントセキュリティサービス（MSS）を一元的に提供します。

7-2. VANILA機能 vFireWall (vFW)

※1 VPN拠点からの接続については、別途vCR機能の契約が必要となります。
※2 Firewall機能における管理者権限付与オプションはございません。

柔軟なリソース増強 Shared型、Dedicated型の2種類 フルマネージド(MSS)

拠点/トラフィック増加
への常時対応

サイジング難易度⾼、
コスト増加

ユーザ資産下での
EoL影響

スモールスタート

スケールアウト

サービス
(ソフトウェア)提供

共通仕様

低価格

標準 冗⻑構成

セキュリティ機能
選択

スループット/
セッション選択

シングル/冗⻑
選択

フルマネージド

弊社OPによる導入/運⽤
 導入⽀援
 設定変更
 運用/監視 (24/365)
 レポーティング

Internet Internet Internet

リソース
拡張

vFW
FW

拠点 拠点 拠点 拠点

CR Shared 
(1CR: n社)

CR Dedicated
(1CR : 1社)

A社 B社 C社 D社

A社 B社 C社 D社

FW
Shared/Dedicated

A社 B社
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リソース
拡張

vRA

インターネットに接続されたお客様の通信端末より、お客様のイントラネットにリモートアクセス
できる機能です。
標準的な機能を備えた「vRemoteAccess（Shared）」をご⽤意しております。

7-3. VANILA機能 vRemoteAccess (vRA)

インターネット環境からイントラネットへリモートアクセス可能

※ VPN拠点への接続については、別途vCR機能の契約が必要となります。

Shared型で必要最小限の機能を有したエントリーモデル

外出先(カフェ等) ⾃宅

A社 A社

Internet

共通仕様 低価格 標準 冗⻑構成

Internet

vRA Shared 
(1vRA: n社)

A社 B社 C社

A社 B社 C社
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Service Level Agreement (SLA/品質保証制度)

■SLA対象区間 ■返還条件
SLA項目 返還条件 ⽉額料⾦(※1)に対する

返還⾦額(※2)

可⽤性

15分以上90分未満の場合 1%

90分以上15時間未満の場合 3%

15時間以上36時間未満 10%

36時間以上72時間未満 20%

72時間以上 100%
Closed/Internet

vCR

VANILAサービス基盤
（ネットワーク/サーバ）

vFW …アプリケーション部

基盤部
(設備部)

IP網部
(※2)

外部基盤
(※1)

本サービス SLA対象

※1 一部アプリケーション機能において外部基盤（Public Cloud）を使⽤
いたします。

※2 本サービス品目に付帯するIP網部については本サービス基盤の一部と
⾒なし、SLA対象と致します。

※1  料⾦返還対象となる月額料⾦には、該当サービスの基本料⾦及び
オプション料⾦額が含まれます。

※2  返還上限⾦額は、月額利⽤料⾦と同額になります。

■測定方法
当社にてサービス基盤部分の監視を⾏い、当社が障害発⽣を検知した時刻を基に起算致します。

■SLA適⽤申請方法
減額基準が適⽤される場合、SLA適⽤申請書に必要事項をご記⼊の上、障害復旧確認後、10営業日以内に減額申
請を⾏っていただく必要があります。通常、返還処理は翌月分の請求時に実施されますが、 故障発⽣やSLA適⽤申請の
時期によっては返還月がずれる場合もございますのであらかじめご了承ください。
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