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高速稼動のための優れた設計

Cisco® ASR 9000 シリ ーズ アグリ ゲーショ ン サービス ルータ は、 単なる新し い

アグリ ゲーショ ン ルータ ではあり ません。 ビデオ サービス配信用のキャ リ ア 

イ ーサネッ ト の基盤を提供するための優れた設計が取り 入れら れています。 こ

のプラ ッ ト フ ォ ームは、 IP ネッ ト ワーク に集中する大量のビデオ ト ラ フ ィ ッ ク

に対処し 、 将来課題と なる帯域幅にも 対応でき るよう 設計さ れています。 

帯域幅の増大はアグリゲーション エッジにおける潜在的なボトル
ネックとなっており、特にサービスプロバイダーは、ますます複雑
化するビデオとコンテンツリッチなサービス伝送の要件を満たす
ネットワークを構築する必要性に迫られています。ビジュアル ネッ
トワーキングの課題を解決するには、ビデオ配信を可能にするだけ
のキャパシティを用意する必要があります。  

Cisco ASR 9000 シリーズは、アグリゲーション エッジにおけるビ
ジュアル ネットワーキングの需要を管理することを目的として開発
されており、今後数十年間のトラフィック パターンの変化にも対応
できます。その効率的な設計により、消費電力が削減され、ネット
ワーク エッジからのコンテンツ配信が容易になります。
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キャパシティは本当に十分なのか？

多くのインフラストラクチャ サプライヤーが、アグリゲーション エッ
ジ製品に 新機能を追加しようと考えています。100 ギガビット イーサ
ネット のシステムが市場に出回り始めましたが、このキャパシティで
本当に十分であるといえるでしょうか。これらのシステムは、プロバイ
ダーのネットワークに集中する大量のビデオ トラフィックを管理でき
るのでしょうか。

また、本当の意味で将来性を考えて構築されているでしょうか。 

　　　前 ページ
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将来に備える

プロバイ ダーのネッ ト ワーク で送信さ れるビデオ ト ラ フ ィ ッ ク
は増加する一方で、 そのペースが弱まる兆し はあり ません。 近
い将来だけで判断し てし まう と 、 展望を見失い、 収益ラ イ ンに
大き な影響を与える結果と なり ます。 それでは、 どのネッ ト
ワーク 機器を購入するかを決定すると き 、 どう すれば将来に対
する備えを手に入れるこ と ができ るのでし ょ う か。 

Cisco Visual Networking Index（VNI）では、世界各国のサービ
スプロバイダー ネットワークの協力で得られたデータを使用し
ています。これらの実測データにより、インフラストラクチャ
設計についての 先端の分析、ソート リーダーシップ、および
情報に基づいた意思決定が可能になります。これは、今後起こ
るあらゆる事象を理解するうえで役に立ちます。    

Cisco VNI の結果によると、2012 年までに、ネットワーク トラ
フィックの 50 ％以上がビデオ ベースのトラフィックによって
占められることが予想されています。北米のビデオ トラフィッ
クだけで、すでに 2000 年に全米のインターネット バックボー
ンで発生した量の 70 倍に達しており、2012 年には、全世界の
ビデオ トラフィックはその 390 倍に達することが予測されま
す。  

また、テレプレゼンス、IPTV、Web 2.0、およびその他のビデオ
ベースのサービスは、市場で広く受け入れられることになるで
しょう。そして、現在では想像できないようなビデオ サービス
が生まれ、新しいホーム デバイスが接続されて、それがトラ
フィックの増加に拍車をかけることになります。

iPhone などのビデオ対応のスマート デバイスとモバイル ラッ
プトップ カードが、モバイル ビデオ トラフィック急増の原因
となっています。また、4G および LTE（Long Term Evolution）
の動きを引き起こし、2012 年までにモバイル ビデオの CAGR
（Compounded Annual Growth Rate;  年平均成長率）を 125 ％に
まで押し上げようとしています。  

こういったトレンドがトラフィックの急増につながり、要求さ
れるキャパシティはギガバイトからテラバイトへと移行してい
ます。お使いのアグリゲーション ルータの処理能力はどのくら
いでしょうか？

　　　前 ページ
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よ り少ない消費電力で
膨大なキャパシテ ィ
優れたスケーラ ビリ ティ を備えたアグリ ゲー
ショ ン エッ ジ ルータ は、 効率的なサービス配
信のためのエンド ツーエンド  ソ リ ュ ーショ ンで
重要な役割を果たし ます。

エッ ジ ルータ が省電力、 省スペースで、 また
ネッ ト ワーク  エッ ジから ビデオと コ ンテンツ
リ ッ チなサービスを無停止で配信でき る信頼性
があるこ と も 、 同様に重要と なり ます。 

Cisco ASR 9000 シリーズは、スロットあたり 大 400 ギガ
ビット、全体で 大 6.4 テラビットのキャパシティがありま
す。これは、同じレベルのシステムの 6 倍のキャパシティで
す。多くのサービスプロバイダーがすでにこのキャパシティを
必要としており、現在必要としていないプロバイダーでも、必
要となる時期は迫っています。 

ルータは 10 スロットで構成されますが、大きなキャパシティ
を必要としながらもスペースが限られている環境では、よりコ
ンパクトな 6 スロット構成が適しています。 

Cisco ASR 9000 シリーズは、同じ統合 IP-over-DWDM
（IPoDWDM）機能を提供して、Cisco CRS-1 キャリア ルーティン
グ システム、Cisco 7600 シリーズ、および Cisco XR 12000 
シリーズを補完します。シスコは、コアからアグリゲーション
までの IPoDWDM のパフォーマンスを提供できる数少ないベン
ダーの 1 つです。光トランスポンダを統合し、ネットワークの
到達範囲を拡張し、トポロジを簡素化しながら、サービス プロ
バイダーにおけるサービス コールやその他の運用コストを削減
します。
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Cisco IOS XR ソ フ ト ウ ェ アが
エ ッ ジで利用可能

Cisco IOS® XR オペレーティ ング システムは、
プロバイ ダーが必要と するハイ  アベイ ラ ビリ
ティ と 障害回復力の実現を目的と し て設計さ れ
ており 、 現在、 世界各国の 200 を超えるサービ
スプロバイ ダー ネッ ト ワーク で無停止運用を続
けています。 

ビデオ サービスでは、サービスの停止は許されません。
サービスの停止によりエクスペリエンスが損なわれま
す。基盤となるネットワーク OS は、分散化された拡張
能力によって、企業と個人に向けてサービスを提供しつ
つ、継続的にシステム運用できること、ハイ アベイラ
ビリティであること、稼働中にアップグレードできるこ
とを並立しなければなりません。ビデオとその他のマル
チメディア サービス、ブロードバンドとモバイル バッ
クホールはすべて平行して実行され、このような「エ
ニープレイ」サービス（複合サービス）によってエッジ
における新しいレベルの拡張性と信頼性が必要となりま
す。Cisco IOS XR ソフトウェアは、このような課題に
対応します。 

Cisco IOS XR ソフトウェアがアグリゲーション エッジ
でも利用できるようになりました。Cisco ASR 9000 シ
リーズを使用すると、エッジに堅牢で実績のあるサービ
ス運用環境が実現し、無停止ビデオ エクスペリエンス
に必要な信頼性とパフォーマンスが提供されます。 

　　　前 ページ
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無停止ビデオ エクスペ リ エンスの促進

Cisco ASR 9000 シ リーズは、 IP 対応テレビ、 ラ ッ プ ト ッ プ、 PC、 ビデオ対応
のモバイル デバイスへのビジュアル ネッ ト ワーキング サービス配信のため
のキャ リ ア イーサネッ ト を確立するこ と を基本的な設計方針と しています。

アグリゲーション エッジは、コンテンツ配信におけるネッ
トワーク挿入ポイントとして、従来以上に不可欠な要素と
なっています。ネットワーク化されたビデオは、ユーザのプ
ルダウン操作によるビデオ サービスをサポートし、どこに
いても、どの画面でも選べるようにする必要があります。   

キャパシティと拡張性は、ソリューションの重要な部分を占
めます。しかし、今日のユビキタスなビデオの世界では、
ユーザはいつでもインターネットを通じてビデオを視聴する
ことができます。YouTube、タイムシフト TV（TSTV: Time-
Shifted Television）、ビデオオンデマンド（VoD: Video on 
Demand）は、ユーザが「自分の意志」で視聴する方向へ移行
しています。 

コンテンツ オンデマンド配信システムを実現するには、
サービス プロバイダーは高度な IP ベースのコンテンツ ス
トリーミング、キャッシング、エラー訂正機能を導入する必
要があります。サービス プロバーダーのネットワークには、
ローカル広告の挿入をサポートする収益モデルに対応する柔
軟性も必要となります。 

　　　前 ページ
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革新的な コ ンテンツ配信システム

革新的な Cisco Advanced Video Services Module（ AVSM） は、 アグ
リ ゲーショ ン エッ ジにおけるテラ バイ ト  ベースのスト リ ーミ ング 
キャ パシティ を実現し ながら 、 同時にコ ンテンツ キャ ッ シング、
広告の挿入、 高速チャ ンネル切り 替え、 エラ ー訂正機能をすべて単
一のブレード で提供し て、 Cisco ASR 9000 シリ ーズへの移行を可能
にし ています。    

AVSM は、スタンドアロンのコンテンツ配信ネットワーク
要素を減らす優れた機能です。ブレード ベースのコンテ
ンツ配信システムは、ルータのハイ アベイラビリティ機
能すべてを受け継いでおり、高度なコンテンツ サービス
のためのネットワーク挿入ポイントを 適化して、コン
テンツのソースをよりユーザ側に近いものにします。さ
らに、ネットワーク要素を削減することでネットワーク
を簡素化し、構成、トラブルシューティング、メンテナ
ンス、消費電力の問題を軽減します。 

ユニキャストおよびマルチキャスト ビデオ トラフィッ
クでの高速チャンネル切り替えとオンボードのエラー訂
正機能により、セットトップ ボックス（STB; Set-top 
Box）によるエラー検出とミリ秒以内の再送信を実現し、
透過的なビジュアル エクスペリエンスを維持します。エ
ラーを透過的に修復できない場合は、すぐに修復を開始
できるよう、エラー検出アラートがトラブルシューター
に送信されます。エラー修復完了通知がユーザに送信さ
れるため、コール センターへのエスカレーションも削減
されます。 

　　　前 ページ
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モバイ ル ネッ ト ワーク における効率性

ビッ ト あたり の利益が音声の配信時間の価格上昇と 単純に比例し て、 バッ ク
ホール コ スト をカ バーする時代は終わり まし た。 ラ ッ プト ッ プ カ ード や、
iPhone のよう な高度なモバイ ル デバイ スによっ て、 従来の価格モデルは崩壊
し まし た。 3-4G ネッ ト ワーク により 制限のないブロード バンド 環境が実現し
まし たが、 時間ベースのデータ やビデオに対する課金は、 そのよう なサービ
スでは現実的ではなく 、 好まし いも のでも あり ません。 現在では、 収益性は
価格の上昇以上にコ スト の削減で決まるよう になっ ています。 

モバイル事業者がバックホール ネットワークからさらに効率性を求
めるようになったため、Cisco ASR 9000 シリーズでは、競合製品の 
6 倍のキャパシティをキャリア イーサネット バックホールに提供し
ています。  

さらに、すべての Cisco ASR 9000 ラインカードが Synchronous 
Ethernet（SyncE）に対応しており、セル サイト ルータと自動的に
連動するため、同期カードを追加するための専用スロットが不要にな
ります。すべてのライン カードが SyncE 対応になると、サービス 
プロバイダーはアグリゲーション ルータの全体的なスロットの効率
性を向上させることができます。 
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予備の消費電力とキャパシテ ィ

アグリ ゲーショ ン ルータ が、 キャ パシティ の増加に応じ て消費電
力も 増加するよう なイ ンテリ ジェ ント な設計になっ ていると 考え
てみてく ださ い。 Cisco ASR 9000 シリ ーズは、 構成さ れたシステ
ムをサポート するのに必要な電力だけを必要と し ます。 つまり 、
キャ パシティ が減少すると 消費電力も 減少し ます。  

競合ソリューションのなかには、電源をオンにすると
大レベルの電力を消費するものもあります。Cisco 

ASR 9000 シリーズでは、キャパシティが増加するとモ
ジュラの電源がオンラインになります。低騒音かつ低
電力で動作するファンをシステムに内蔵し、6 つのス
ロットを備えた Cisco ASR 9000 シリーズは、側面から
背面へのエアフローにより、スペースの限られた環境
で発熱と電力消費をさらに抑えることが可能です。 

Cisco ASR 9000 シリーズで も注目すべき点は、シス
テムの 大消費電力を増加させることなく、キャパシ
ティを 6.4 テラビットまで増強できることです。
シャーシは、システムが設置されたその日から、冷却
およびバックプレーンからの電力供給（スロットあた
り 400 ギガビット）を行うよう設計されており、サー
ビスプロバイダーは予備のキャパシティと電力を確保
しながら、運用コストを管理できます。
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新しいキャリ ア イーサネッ ト  フラグシッ プを
エッ ジに提供

ネッ ト ワーク のコ アから エッ ジまでを革新するこ と が、 シスコ のルータ 開発の
特徴と なっ ています。 Cisco CRS-1 は、 従来は不可能だっ たレベルのパフ ォ ー
マンスと スケールをネッ ト ワーク  コ アに提供し ます。 さ ら に、 Cisco ASR 1000 
シリ ーズ アグリ ゲーショ ン サービス ルータ の導入により 、 シスコ はク ラ ス
高のコ ンパク ト で強力な革新的ルータ をエッ ジで実現し まし た。

この 新のハイエンド ルータによってネットワーク エッジに
業界をリードする拡張性とキャパシティを提供することに
よって、シスコはこの伝統を引き継いでいます。このルータ
は、一段階上のレベルの効率を提供し、利益の方程式を書き
変えます。Cisco ASR 9000 は、高度な加入者管理と 
QuantumFlow プロセッサを使ったセキュリティ、さらに拡張性
の高いキャリア イーサネット プラットフォームでのビデオ
サービスを可能にします。Cisco ASR 9000 シリーズ アグリ
ゲーション サービス ルータの優れた設計には、将来に必要と
なる機能や性能がすべて組み込まれています。
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