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IPは、インターネットの汎用言語であり、すべてを結び
付ける役割を果たします。従来、ネットワーク設計はIP
中心でした。アプリケーションの進化は既存のIP機能
がサポートできる範囲にとどまり、進化とは、既存のIP
ソフトウェア・スタックにプロトコルを追加することで
した。

インターネットの登場から30年間は、このアプローチに大きな
変化はありませんでした。それは熾烈な競争市場であり、事業者
は、IP機器ベンダーが提供する独自仕様のクローズドなプロトコ
ルの範囲でしか新しいアプリケーションをサポートすることがで
きませんでした。このことから分かるとおり、市場を仕切っていた
のはベンダーでした。このようなモデルの当然の結果として、ネッ
トワーク事業者は、緩慢なペースのイノベーション、高頻度のイン
フラ更新、ベンダー・ロックイン、限られたサプライチェーンと選択
肢、急速に増加する運用コストと複雑さに直面していました。

力の均衡が変わったのは、この10年くらいです。インターネット・コ
ンテンツ事業者（ICP）の登場により、ネットワークに対する従来の
考え方が抜本的に変化しました。ICPは、既存のネットワーク・エコ
システムに対して他とは異なる見解を持っていました。ネットワー
クの設計、導入、管理方法について、固定観念に縛られることはあ
りません。ICPが注力しているのは、クラス最高の最先端の接続技
術と、ストレージおよびコンピューティング能力を組み合わせて、
最も効率的なコンテンツ・デリバリーの仕組みを作ることです。
また、エンドカスタマーの価値認識も変わってきました。以前のよ
うに接続性ではなく、全体のQoE（ユーザー体感品質）に重きを置
くようになっています。これにより、既存のサービス・プロバイダー
は、コストの大幅な削減に加えて、市場投入までの時間の短縮と
QoEの向上を今まで以上に強く求められるようになっています。

これらの変化に伴って必要となるのは、マルチプロトコルからマ
ルチクラウド・サービス・デリバリー・アプローチへの移行です。
ネットワーク・エッジ付近にサービス・デリバリーを移動し、トラ
ンスポート・コストの削減とパフォーマンスの向上を実現するに
は、IPベースの柔軟性が必要です。これらのすべての要件が、IPノ
ードとプロトコルの数を大幅に増加させます。従来のIP中心のネ

ットワーク構築のあり方はまったく持続可能ではありません。容量
とプラットフォームの定期的なアップグレード・コストを満たす関
連収益を得られなくなっているからです。また、IPプロトコルを追
加し続けた結果、ネットワークがかつてないほどに非効率化し、ネ
ットワーク運用が過度に複雑で管理しにくいものになっています。
新たに登場した需要に対応するために、ネットワーク事業者が費
用対効果の高い方法でネットワークをスケールアップしようとして
も、高密度のサイロ化されたIPインフラが大きすぎる阻害要因と
なり始めています。

既に、サービス・プロバイダーと企業は、増え続けるユーザー需要
に費用対効果の高い方法で対応しながら、現在のサービスとア
プリケーションをサポートしなければならないという大きな課題
に直面しています。イノベーションが加速するにつれて、5G、IoT、
エッジクラウド、AIなどの技術が、今までとは異なるネットワーク
要件を生み出しています。それにより、運用がより複雑になり、運
用コスト（OPEX）、市場投入までの時間（TTM）、収益化までの時間
（TTR）に悪影響が及ぶ可能性があります。

レガシーIPアーキテクチャは、それぞれのアプリケーションを処理
するために、各IPプラットフォームに完全なIPプロトコル・スタック
を必要とします。また、コンテンツを送信するための最適な経路を
特定するために、さまざまなノードとやり取りする必要があります。
このようなボックス中心のアプローチは、古くなったプロトコルの
処理や多くのノードへのシグナリングにプラットフォームが大容量
を浪費するため極めて非効率です。これにより、パフォーマンスと
スケールアップ・ダウンの能力を高めることが難しくなります。モノ
リシックなアプローチでは、ネットワークとその上で実行されるア
プリケーション要件の一部を確認しただけで、すべてのルーティン
グを決定します。多くの場合、レガシーのIPルーティング決定は、理
想とはかけ離れたものです。新しいアプリケーションに対応するに
は、ソフトウェアとハードウェアにわたってネットワーク全体を大規
模にアップグレードする必要があるかもしれません。

物理的な介入を必要とせずにリソースを迅速に再構成できる
ように、新しいIPネットワークは、オープン、プログラム可能、か
つディスアグリゲーション型で仮想化されていなければなりま
せん。また、NETCONF／YANGなどの標準ベースのオープン
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API（Application Programming Interface）をサポートするととも
に、自己診断、自己最適化、自己修復を実現するために、SDN制御
の豊富なテレメトリーも提供しなければなりません。データ駆動
型、インテント・ベースのインテリジェントな自動化を実現し、意思
決定とそれに続く措置をより動的にすることも必要です。

ネットワーク変革とは、より多くのプロトコルを追加したり、IPマシ
ンをアップグレードしたりすることではありません。重要なのは、
マルチドメイン／マルチクラウドの分散アプリケーションの世界
において最も効率的にユーザーを接続し、ネットワークが新しい
アプリケーション要件にすばやく適応できることです。柔軟性、
費用対効果、パフォーマンスも重要です。つまり、ネットワーク変
革とは、適応性を備えたネットワークのことです。

Adaptive IPとは何か
Cienaは、新しいIPネットワーク要件に対応するためにAdaptive 
IPを発表しました。これは、新しいアプリケーションのサポートに
必要な基本的なIP機能を提供すると同時に、ネットワーク事業者
向けに、クラウド・ライクなスケールアップ・ダウン、ディスアグリ
ゲーション型の機能、AIのメリットを提供する革新的なアプロー
チです。

Adaptive IPは、CienaのAdaptive Network™アーキテクチャのビ
ジョンを活用します。このビジョンでは、Cienaの最適化されたル
ーティング、スイッチング、コヒーレント光技術、仮想インフラと、
ソフトウェア・ベースの制御、およびネットワーク・テレメトリーに
基づく機械学習（ML）ベースの分析手法を採り入れた自動化を統
合します。Adaptive IPは、Cienaのルーティング・スイッチング・ポ
ートフォリオのアプローチであり、5G、基地局ルーティング、IP／
オプティカル統合、仮想ビジネス・サービス、より深いピアリング、
テルコ・エッジクラウドといった新しいブロードバンド／モバイ
ル／クラウド・ユースケースの基盤を確立すると同時に、既存の
サービス、アプリケーション、トラフィックのプロファイルをサポー
トします。

Adaptive IPは、従来のスタンドアロン・タイプのルーター実装を
はるかに上回るアプローチです。IPベース・ネットワーク変革の次
なるステージと業界全体を見据えた、これまでにないユニークな
アーキテクチャ・アプローチです。

CienaのAdaptive IPに組み込まれるコンポーネント：
1. プログラム可能なインフラストラクチャ – Cienaのルーティング・
スイッチング・ポートフォリオは、柔軟性と拡張性を備えたオープ
ンなAdaptive IPネットワークに向けた進化を実現する理想的な
インフラストラクチャを提供します。それを可能にするのが、コス
トと複雑さを大幅に削減するCienaのOAM（運用・管理・保守）と
QoS（サービス品質）の最先端機能です。Cienaの目的に応じたプ
ラットフォームは、アクセス、アグリゲーション、メトロ・ネットワー
ク専用の広範な機能によって特定のアプリケーションに対応する
ように設計されています。

これらのルーティング・スイッチング・プラットフォームは、Ciena
のフィールドで実証済みのユニークなService-Aware Operating 
System（SAOS）をベースとしています。SAOSは、Cienaのルーテ
ィング・スイッチング・プラットフォームに高い運用効率と一貫し
たシステム特性およびサービス特性を提供する共通のソフトウェ
ア・アーキテクチャです。SAOSは、IGP、BGP、セグメント・ルーティ
ング、NETCONF／YANG、gRPCなどのオープン・スタンダードで
サポートされているネットワーク・レベルのプログラマビリティを
実現するために、自動化に適したインテリジェンスとストリーミン
グ運用データを提供します。ディスアグリゲーションされた機能
の集合体であるSAOSは、新しい機能や、サードパーティのハード
ウェア、COTS x86サーバーなどのプラットフォームを実現し、コン
テナーとして機能を導入できるようにします。これにより、迅速な
サービス作成、導入、変更が可能になり、ユーザー需要の増加ペ

ースに遅れずに対応することができます。

CienaのAdaptive IPアプローチは、IP／オプティ
カル統合を容易にサポートすることができます。
サービス・プロバイダーがシステム・アーキテク
チャの最新機能を利用できるように、Cienaの目
的に応じたコヒーレント・ルーティング・プラット
フォームは、ハイパーコンバージド・データプレ
ーン・ネットワーク・アーキテクチャ設計に対応
し、100G、200G、400Gのコヒーレント光伝送技
術を利用してコスト削減とQoEの向上を実現しま
す。Adaptive IPのソフトウェア制御、自動化、分析、
インテリジェンスは、IP／オプティカル統合のシー
ムレスな運用体験をサポートします。
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図1：CienaのAdaptive IPアーキテクチャ

https://www.ciena.com/insights/white-papers/Introducing-the-Adaptive-Network-Vision.html?scr=collateral&kid=4925
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NETCONF／YANGやBorder Gateway Protocol（BGP）の拡張
など、オープンAPIアーキテクチャのサポートにより、Software-
Defined Networking（SDN）レイヤーとNetwork Function 
Virtualization（NFV）レイヤーへの接続が可能になります。これに
より、マルチベンダーのハイブリッド・ネットワーク全体でエンド
ツーエンドのネットワーク・サービス管理と自動化が単純化され
ます。それと同時に、vFirewall、vEncryptor、vSD-WAN、その他の
さまざまなサードパーティの仮想ネットワーク機能（VNF）をサポ
ートしているので、充実した仮想サービス・ポートフォリオを迅速
に作成することができます。

Adaptive IPにより、IPコントロール・プレーンの一部の機能が分
散プラットフォーム（ルーター）から集中化されたSDNレイヤーに
移動します。これによりネットワーク導入が大幅に単純化され、新
しいアプリケーションとユースケースのサポートに必要なパフォ
ーマンスと容量が向上します。ソフトウェア制御、自動化、インテリ
ジェンスの各レイヤーがサービス柔軟性の付加的な要件に対応
するようになるので、プラットフォームのIPプロトコル・スタックが
スリム化されます。Cienaのルーティング・スイッチング・プラット
フォームは、サービスとネットワーク・パフォーマンスのリアルタイ
ム・データをエクスポートする機能によって高度に機能化されて
います。この機能は、OpenConfigストリーミング・テレメトリーや
高性能なリモート・プロシージャー・コールであるgRPCなど、オー
プンなプロトコルとAPIを使用してネットワーク・ステータスを検
出し、分析とインテリジェンスのレイヤーに報告します。ネットワ
ークは、リンクステートBGP（BGP-LS）またはPCEを使用してネッ
トワークから他の情報を抽出し、転送を決定することもできます。

モバイル・ネットワーク事業者とホールセール・ネットワーク事業
者が差別化された5Gサービスを提供するには、トランスポート・

インフラを最適化し、ネットワーク・スライシングやレイテンシー
のネットワーク保証によってエンドツーエンドの保証された5G
サービス・パフォーマンスを提供する必要があります。Cienaの
Adaptive IPは、IPルーティングSR-MPLSやキャリア・イーサネット
向けの効率的なトランスポートを提供し、SRv6への準備ができ
ています。

これにより、ネットワークは必要に応じてリソースをインテリジェ
ントに調整することで、事前対応的に自己診断、自己最適化、自己
修復できるようになるので、新しいアプリケーションの変わり続け
る需要に対応することができます。

2. ソフトウェア制御と自動化 – Adaptive IPは、SDNによる複数の
IPドメインの集中制御とともに、CienaのManage, Control and 
Plan（MCP）ドメイン・コントローラーをフル活用します。

MCPにより、物理と仮想の両方のドメインにわたり、サービス作
成と導入が迅速化され、サービス・デリバリーがエンドツーエン
ドで自動化されます。MCPは、企業および消費者向けの新しい
デジタル・サービスのサポートに向けたネットワーク変革を促進
し、CienaのAdaptive IPアプローチのコア・エレメントとして機能
します。

新しいアプリケーションをネットワーク・エッジに配置するには、
それらのアプリケーションがコンピューティング能力を備え、必要
に応じてスケールアップ・ダウンとパフォーマンスを動的に実現
できなければなりません。一方で、IPルーター・ノードの導入数は
大幅に増加します。これに伴って複雑さが生じるため、インテリジ
ェントな自動化が極めて重要なネットワーク要件になります。

CienaのSDNベースのソフトウェア・プラットフォームは、Cienaの
Adaptive IPアプローチの重要なコンポーネントであり、新しいア
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プリケーションとサービスの複雑さを効果的かつ効率的に処理し
ます。レガシーIPソリューションでは、導入コストの高いハードウ
ェア・ベースのルーター・プラットフォームがこのタスクを実行し、
プラットフォーム数を増やし続けています。それに対して、ソフト
ウェア制御と自動化のレイヤーではノード・ベースのコントロー
ル・プレーン・シグナリングが減少し、導入が大幅に単純化されて
費用対効果が向上します。Adaptive IPは、マルチベンダーのハイ
ブリッド・ネットワーク環境で機能します。そのため、すべてのネッ
トワーク事業者にとって、ボックス中心のレガシーIPアプローチか
ら自動化された単純なネットワーク設計への移行が着手しやす
いものとなります。次に押し寄せてくるアプリケーション要件に備
えて準備しながら、レガシー・サービスを最も効率的にサポート
できます。

3. 分析とインテリジェンス – Adaptive IPアプローチでは、基本的
なIP／MPLS管理の不足を補うことができるAdaptive IPアプリケ
ーションを利用します。SNMP、Syslog、NetFlow、ディープ・パケ
ット・インスペクション（DPI）、アプリケーション・パフォーマンス・
モニタリング（APM）などの多くのツールが広く使用されています
が、ルーティング動作がサービス・デリバリーに与える影響をリア
ルタイムに可視化できるのはAdaptive IPアプリケーションだけで
す。Adaptive IPアプリケーションは、ネットワーク・フォレンジック
機能を提供するために、ネットワーク機器だけでなく、ドメイン・
コントローラーやCienaのMCPといったサービス・オーケストレー
ターからもリアルタイム・テレメトリーを取得します。

図4：5Gの進化をサポートするAdaptive IP

図3：Adaptive IPアプリケーション
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このようにIP／MPLSネットワーク・コントロール・プレーンを可視
化できるので、特定のトラフィックがどのようにレイヤースリーIPネ
ットワークを伝送されているかを正確に表示し、パフォーマンスを
最適化できる場所をいつでも確認することができます。従来のツ
ールでは可視化することができない最適化されていない状態を迅
速に特定できるので、サービス・デリバリーの問題を是正したり、よ
り費用対効果の高い方法でネットワーク・リソースを活用して全体
の運用コストを削減したりできます。インテリジェントなネットワー
クの自動化を目指すAdaptive IPアプリケーションと、MCPが統合さ
れることで、高度な分析とオーケストレーションの機能と、Adaptive 
IPネットワークに向けたより迅速な移行が実現します。

ネットワーク事業者は、レガシーIP環境と並行してAdaptive IPを
使用し、Adaptive Networkへの移行を進めながら、可視性、ネット
ワーク・パフォーマンス、自動化を向上させることができます。

Adaptive IPは、過去の制約を受けることなく、今何が必要である
かに基づいて、現在と将来のアプリケーション要件に対応できる
革新的なアーキテクチャです。

レガシーIP機器を使用して、差し迫っているこのネットワーク変革
を遂行することは極めて非効率です。現在のモバイル・ネットワ
ーク設計は、膨大な数の機器をサポートするために必要な大量
の消費電力、広い設置面積、高額なコスト、高い処理能力に対応
していません。既に多くのルーターにモバイル・パケット・コアの
モビリティ管理エンティティ（MME）などの一部のIPアプリケーシ

ョンが組み込まれており、現在、データセンターで仮想化されて
います。

Adaptive IPは、必要なリソースを最小限に抑えて、柔軟性と拡張
性の高い無駄のないインフラを構築し、コストを大幅に削減し
て、非効率さを解消します。集中型のSDNレイヤーが、膨大な数
になると予想されているエンドポイントや、前例のないレベルで
増大しているネットワーク要件に対応し、インテリジェントな自動
化を提供すると同時に、ネットワーク・ノード（ルーター）間のシグ
ナリングを大幅に削減します。AIと機械学習ベースの機能がアプ
リケーションとテレメトリーが提供する情報を使用することで、
ネットワークの継続的な自己診断、自己最適化、自己修復が可能
になります。CienaのAdaptive IPは、SDNベースのクラウド・ライク
な将来拡張性の高いネットワーク・インフラを構築し、モバイル・
ネットワークの継続的な進化をサポートします。

基地局ルーティング
CienaのAdaptive IPが実現するCienaの基地局ルーター（CSR）に
より、複数のベースバンド装置（BBU）から遠隔無線ヘッド（RRH）
へのルーティングがかつてないほどに効率化されています。Ciena
のCSRは、複数のモバイル・ネットワーク事業者（MNO）からのト
ラフィックを集約する目的だけではなく、高度なソフトウェア（SR-
MPLS）とハードウェア（FlexEthernet [FlexE]）のサービス分離を提
供する目的にも特化しています。MNOトラフィックの集約は、Ciena
が長年にわたって業界をリードしてきた分野です。レイヤーワン／
レイヤーツー／レイヤースリー（L1/L2/L3）で低遅延が実現される
ことにより、事業者は、ネイティブおよび非ネイティブのイーサネ
ットまたはeCPRI接続向けに波長サービスを5Gb/sの粒度で提供
することができます。キャリア・イーサネット、IPルーティング、SR-
MPLS、またはSRv6対応プラットフォームから選択できます。

図5：プログラム可能なクローズドループ自動化
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エンタープライズ・ビジネス・サービス
企業は、カスタマーQoEを常に高いレベルに維持することによっ
てビジネス成果を継続的に向上させる技術を探しています。企業
は、運用コストを厳しく抑制する一方で、より優れた製品とソリュ
ーションを提供する必要があります。ビジネスをサポートするネッ
トワーク・インフラは、高度に適応型で、変化する戦略目標に合わ
せて調整可能でなければなりません。

レガシーIPネットワークは、長期にわたって同じタイプのサービス
と容量を提供し続けるスピードおよび供給力を中心に設計され
ています。過度に複雑な独自仕様のモノリシックなインフラには、
アジャイルなオンデマンド・ネットワーク・サービスに対応するた
めの十分な柔軟性がありません。単一機能の物理的な機器を基
盤とするレガシー・アクセス・ネットワークは、柔軟性とアジリティ
が必要なレベルに達していません。

Cienaの5132ルーターは、WaveLogic™ 5 Nano（WL5n）のサポ
ートにより、多様なビジネス環境とホールセール環境で100GbE
サービスとデマケーションを提供することを目的として設計され
ています。FlexEサービス分離を使用して多種多様なネイティブ
と非ネイティブのイーサネット・サービスがサポートされており、
これらのサービスはAdaptive IPを使用して伝送されます。

新しいクラウド・ベースの技術を最大限有効活用するために企業
が必要としている接続ソリューションを提供するために、Adaptive 
IPはオープンVNFの柔軟性を活かして、SDNのインテリジェント自
動化レイヤーの容量、オープン・プロトコル、分析を統合します。
時間とともに変化するニーズに合わせて容量とネットワーク機能
を調整することで、Adaptive IPは変わり続ける新しいアプリケー
ション要件に簡単に適応することができます。

ブロードバンド
これまで長期にわたり、ネットワーク事業者は、ラストマイルのフ
ァイバー・アクセス・トポロジーを専用線型にするか共有型にする
かを決定しなければなりませんでした。これが意味することは、サ
ービス・タイプごとに複数ベンダーの異なるプラットフォームを導
入しなければならないということです。

Cienaは、XGS-PON対応のAdaptive IPルーターを開発すること
で、この決定を単純化しました。Cienaの10種類以上のAdaptive 
IPルーターのいずれかに、XGS-PONマイクロ光回線端末（µOLT）
を接続するだけです。最大128台のCienaまたはサードパーティ
のXGS-PON光ネットワーク・ユニット（ONU）に対応し、各uOLTに
複数の装置を接続できます。または、Cienaの1／10／25Gポート
のいずれかを使用して、ファイバー・ノードに接続します。パーパ
ス・ビルドのAdaptive IPルーターは種類が豊富であるため、さま
ざまな設置場所（建物、架台、電柱／スタンド／壁面）とタイミング
（収益に応じた投資）から選択することができます。接続後は、安
全で効率的な単純なAdaptive IPを使用してトラフィックをルーテ
ィングできます。PON顧客向けのFlexEのような拡張可能な機能
の利点を活かして、レイテンシーとジッターを大幅に軽減するこ
ともできます。

CienaのAdaptive IP 
詳細を見る

図6：LTE／5G NSA基地局ルーティング

図7：ポールの上のブロードバンドと5G
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IP／オプティカル統合
アプリケーションの分散化と仮想化の傾向は、ますます高まって
います。顧客に低遅延と高いQoEを提供するためにアプリケーシ
ョンとコンピューティングがネットワーク・エッジに移動するにつ
れて、住居向けサービスが新しい「ホームオフィス」となっていま
す。また、企業ワークロードはクラウドへの移行を加速させ続けて
います。5Gは、新しいアプリケーションを実現しており、インテリジ
ェント機器が大幅に増加し、速度やスケールアップ・ダウンのよう
な有線のニーズが生じています。

事業者が効果的に急成長を管理するには、IP／オプティカル統合
に加えて、セグメント・ルーティングやEVPNのような共通のトラン
スポート・レイヤーとサービス・プロトコルを使用してネットワー
クを単純化する必要があります。

Cienaのルーティング・スイッチング・プラットフォームは、ネット
ワークを効率化し、光レイヤー（レイヤーゼロ）とIPレイヤー（レイ
ヤースリー）を単純化することで、ネットワーク変革を実現します。
事業者は、新しいデジタル経済を推進しながら、従来のサービス
をサポートすることができます。

より深いピアリング
ビデオとクラウドの普及によってコンテンツが顧客近辺に移動
しており、コアの「Tier 1」相互接続市場への依存が軽減される
と同時に、より深いピアリングを求めるニーズが高まっていま

す。Adaptive IPルーターは、8114と同様に、ディープ・パケット・
バッファー、大規模なルーティング・テーブル、Internet Group 
Management Protocol（IGMP）バージョン3の機能を備えていま
す。これらの機能により、メトロとクラウド・オンランプへのピアリ
ングの局所化や、アプリケーション・ソースまでのレイテンシーの
短縮による、ユーザー体感品質（QoE）の向上を実現することがで
きます。QoEの向上は、アプリケーション環境設定を戦術的なセ
グメント・ルーティング・トラフィック・エンジニアリング（SR-TE）ポ
リシーに動的に連動させることで可能になります。

統合メトロ

オーケストレーター

ROADMリング

IP
コントローラー

DWDM
コントローラー

アプリケーション／
分析

統合アクセス

図8：IP／オプティカル統合インフラ

図9：ルーターのサービスとアグリゲーション
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テルコ・エッジクラウド
クラウド・ネイティブ・アプリケーションが、ネットワーク・エッジに
変化をもたらしています。クラウド・ネイティブ・アプリケーション
は日常生活の一部となっており、ユーザーはライドシェア・プロバ
イダーや荷物の配送などをスマートフォン・アプリで管理してい
ます。これらのクラウド・ネイティブ・アプリケーションは、スマート
フォンのコンピューティング機能を使ってQoEを実現し、日常生活
をより簡便で安全なものにしています。

エッジクラウドの定義は各様であり、それぞれのユーザー、プロ
バイダー、ベンダーによって異なります。Cienaは、エッジクラウド
を、エッジにある資産のストレージとコンピューティングを包含
し、ニーズの変化を感知して安全かつリアルタイムに適応できる
スケーラブルなアプリケーション対応のネットワークによって相
互接続される、相互交換が可能なクラウド・エコシステムと定義し
ています。

CienaのAdaptive Networkビジョンは、進化のための効果的なフ
レームワークを分散エッジ・クラウド・アーキテクチャ向けに提供
できます。

サービスQoEに対する顧客の期待度に応じて、ストレージとコン
ピューティングの機能をローカルまたは地域のデータセンターに
配置することが必要になる場合があります。レイテンシーが重要
な場合には、顧客設備や機器に配置することもあります。

CienaのAdaptive IPは重要な役割を果たし、遅延が許されないミ
ッションクリティカルなトラフィック向けに最も効率的で安全なク
ラウド・アクセスとクラウド・オンランプを実現します。

ネットワークから最大限の力を引き出す
熾烈な競争市場で勝ち抜くには、既存のレガシーIPアーキテクチ
ャにノードやプロトコルを追加するだけでなく、本格的なネットワ
ーク変革が必要です。ユーザーは、コンテンツやアプリケーション
へのアクセス、それらのアクセスを可能にするエンドツーエンド
の接続に対して費用を惜しみません。ユーザーが料金を支払うの
は、IPネットワークやIPプロトコルに対してではありません。

ネットワークのエッジに配置される5G、AI、IoTのアプリケーション
は、高い拡張性とパフォーマンスを提供するための高い処理能力
を必要とします。レガシーIPアプローチは、将来の課題や機会に
対応する実行可能なソリューションを提供することができません。
このアプローチでは、スケールアップ・ダウンや拡張にコストがか
かり、手動操作が多用されるクローズドなネットワークのままであ
り、ベンダー依存から脱却することもできません。欠かすことがで
きない最適なエレメントも不足しています。

Cienaは、市場をリードする豊富な選択肢をそろえたルーティン
グ・スイッチング・ポートフォリオをご提供します。コヒーレント光
技術、テレメトリーに基づく分析、インテリジェントなネットワーク
自動化をサポートする、目的に応じたハードウェア・プラットフォ
ームや、多岐にわたるプロフェッショナル・サービスをご利用いた
だくことができます。これらのコンポーネントによって、Adaptive 
IPアプローチの他に見られない卓越性が実現されます。ネットワ
ーク事業者は、古くて非効率なボックス中心のレガシーIPネットワ
ークから、柔軟性と拡張性を備えた、費用対効果が極めて高い、新
しいオープン・アーキテクチャに移行して、変化し続けるアプリケ
ーションとユースケースの要件に対応することができます。

この内容は役に立った はい? いいえ
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