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Cisco Nexus 400G：エコシステム全体にわたるデータセ
ンター ネットワーキングにイノベーションをもたらす

執筆協力

400G の普及を促す原動力とは？ 400G の大容量スイッチングテクノロジーを選定する際にデータセンターの意思決定者が優先すべき主な購入特性。
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はじめに：
大容量 400G データセンター ネットワーキング市場の現状

400G データセンター ネットワーキングの市場は急成長を遂げていて、
競争は正当化を伴いつつ激化の一途をたどっています。イーサネット
の高速化、仮想データセンターの構築、Internet of Things（IoT）、ハイ
ブリッドクラウドやマルチクラウドの拡大などが要因となり、データ
センター ネットワーキングのリソースの重要性は高まり続けています。
5G およびビデオベースのデータ伝送の急増に加え、データセンターで
はこのデータも帯域幅も大量に消費する成長著しいアプリケーション
を満足に配信できるよう、容量のアップグレードを迫られています。

新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックは、企業をテレ
ワーク（WFH：work-from-home）とデジタル ワークフォース モデ
ルの採用に踏み切らせるという構造的な転換をもたらしました。多く
の組織では 2021 年にパンデミックが収束した後も、引き続き WFH 
を実践する計画があり、それが後押しとなってコラボレーション プ
ラットフォームの導入が飛躍的に進んでいます。さらに、顧客環境で
リモート学習や遠隔学習の導入が進み、ビデオストリーミングやゲー
ムプレイ / クラウド型ゲーム、ソーシャルメディアが利用され、かつ
てない水準でインターネットにアクセスが集まっています。

それだけではありません。2021 年までには、ワークロードとコン
ピューティング インスタンスの処理の約 94％ が、クラウド型のデー
タセンターで行われると見込まれています。想定では、従来型のデー
タセンターで処理されるのは実に 6％ にすぎません（Cisco Global 
Cloud Index）。ワークロードとコンピューティング インスタンスの
増加に対応できるクラウド型データセンターの優位性が主な要因と
なって、データセンターにおける帯域幅需要は 12 〜 15 ヵ月おきに倍
増し、広域インターネットの成長すら上回る増加を見せています。

こうしたあらゆる要因がデータセンターのトラフィックを際限なく膨
らませ、大容量の 400G データセンター ネットワーキング ソリュー
ションの需要を喚起しています。データ使用量が多いアプリケーショ
ンの容量需要の急増は、現行の高速伝送の能力を上回っています。そ
のため運用コスト（OpEx）の低廉さと設置面積の小ささを備え、光ファ
イバの喫緊ニーズに応えてくる 400G は、進化の途上にある有望な
テクノロジーなのです。

エグゼクティブサマリー：
400G データネットワーキングの導入には複雑さを排しコストの
かさむエラーが起きないようにする大局的なアプローチが必要

戦略的な観点から、データセンター ネットワーキングの意思決定者
が認識すべき最大の考慮事項は、過度の複雑さやコストのかさむエ
ラーを回避するために、エコシステムの全体にわたり 400G ポート
フォリオの開発と 400G の導入を推し進めることです。

データセンター ネットワーキングにおける新たな要求に応え、デー
タセンターの課題に対処するには 400G が不可欠です。課題には、
急増するデータセンター相互接続（DCI）トラフィックへの要求に応
えることだけでなく、非圧縮の 4K、8K、16K ビデオの処理およびセ
キュリティへの対応や HPC クラスタの拡張、新しい必須ストレージ
とメモリ技術の導入を容易にすることなどが含まれます。

400G データ ネットワーキング ポートフォリオの開発、中でも 
400G に対応したスイッチの開発を最適化するには、QSFP-DD に関
するイノベーションや RoCE への対応、SmartNIC の汎用性、400G 
ZR/ZR+ の利用による（特に 5G 環境での）DCI 接続距離の拡大といっ
た技術の動向に目を向け、最優先で検討する必要があります。

400G データ ネットワーキング ソリューションに求められるのは、
市場を牽引する早期導入者特有の要求に応えることです。当社では、
この早期導入者に通信サービスプロバイダー、ハイパースケール ク
ラウド プロバイダー、大企業、商業メディアネットワークなどが含
まれると考えています。

データセンター ネットワーキングの意思決定者が考慮しなければな
らない事項は、主なものだけでも、IBN 機能、400G でのネットワー
クアジリティ、サービスサポートのリソース、サプライチェーンの信
頼性、クラウドに対応できる社内の専門性、アプリケーションを扱う
技能など多岐にわたりますが、これらは 400G ソリューションの導
入により統合の複雑さを合理化し、総合的な適合要件を緩和するには
避けて通れない事柄です。
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400G データセンター ネットワーキングにおける主な課題と動向

新たな需要を満たすために 400G テクノロジーが不可欠な理由

400G データセンター ネットワーキングの市場について理解を深める
には、その市場で主流となっている動向と課題を吟味することが不可
欠であり、それによって 400G の価値を見極め、なぜデータセンター
界隈で顕著な高帯域幅、拡張性、俊敏性に対する要求に応えなければ
ならないかを知ることができます。そして、400G データセンター ネッ
トワーキング市場を形成している主要課題と技術動向の両方を突き止
めるに至りました。

課題について

課題となっている諸要素は、400G テクノロジーの導入を妨げる障壁に
なりえます。当社では次のものを主な課題と考えています。

1. DCI 接続
2. 非圧縮ビデオ
3. HPC クラスタ
4. ストレージとメモリ 

課題 1：DCI 接続。世界全体で見た相互接続の帯域幅は、2019 年から 
2023 年にかけて、CAGR（年平均成長率）で 45％ 増加すると予測され
ています（出典：Equinix 社）。DCI トラフィックの急増は、CDN（コ
ンテンツ配信ネットワーク）の普及や、クラウドサービスおよびクラウ
ド間でのデータ伝送に対する需要の著しい増加、データセンターをまた
いでの複製が必要なデータ量の増加などに起因することが窺えます。

課題 2：非圧縮の 4K、8K、16K ビデオ。コロナ禍は通信手段としての
ビデオを急速に普及させました。インターネットトラフィックにおけ
るビデオの割合は、現在 80％ を超えています。その結果、映像配信側
では IP ベースのビデオ制作をスタジオ内やリモートでの制作に活用す
ることが検討されています。高品質のコンテンツを制作する必要性が
高まっているということは、非圧縮ビデオを伝送するために、ネット
ワークがさらなる広帯域を必要とするということです。たとえば、8K 
映像では最大 50Gbps の帯域幅が各ビデオフローに対して必要になる
場合があります。このことは、400G 対応インフラの速やかな導入を求

める声につながっています。非圧縮の 4K、8K、16K ビデオは圧縮ビデ
オに比べて解像度が高く映像が高品質であるばかりでなく、圧縮ビデ
オよりもライブでの制作環境に適し、ビデオ業界の制作の後工程に対
する要望に寄り添うものです。また、圧縮エラーはビデオファイルの
破損や劣化を招き、企業の制作チームやビデオ制作会社にとってコス
トの増大にも、ブランドイメージに対するリスク上昇にもつながりま
す。高解像度非圧縮ビデオへの移行という映像業界の動きは、データ
センターへの負荷を増大させ、その影響は帯域幅に対する需要増やファ
イルのセキュリティ、QoE の満足度などの分野に表れています。

課題 3：HPC クラスタ。データセンター環境においてハイパフォーマ
ンス コンピューティング（HPC）クラスタが大幅に成長を続けている
ことが、スケーリング面での大きな課題となり、結果として、HPC ク
ラスタで East-West トラフィックによるマルチノードジョブをより多
く実行するための要件を厳しいものにしています。マルチノードジョ
ブの例としては、シミュレーションや AI/ML のトレーニングアルゴリ
ズム、計算化学、金融リスクモデリング、コンピュータ主導型エンジ
ニアリングなどが挙げられます。HPC クラスタの存在が 400G データ
センタースイッチング機能の需要を喚起していることは、ほとんど疑
いようもありません。

課題 4：ストレージとメモリ。ストレージとメモリについて言えば、
Non-Volatile Memory Express（NVMe）が持つ性能をデータセンター
に容易に取り入れるためには、400G データネットワーキングが不可
欠です。NVMe を導入すればメモリの互換性と柔軟性が向上し、複雑
さや遅延を解消できると同時に、入出力（I/O）の同時実行数が大幅に
増加します。400G インフラストラクチャでは、PCIe の高速なデータ
レートによりフラッシュストレージのストレージ I/O の性能が発揮さ
れ、短時間でより多くのワークロードを完了できるため、アプリケー
ションの俊敏性が向上します。NVMe の性能を引き出し、データセン
ターストレージの最も重要な需要に応えるには 400G スイッチングの
導入が不可欠であり、それに伴いサーバやストレージ、I/O ソフトウェ
アおよびハードウェア領域全体にわたってデータセンターの総合的な
パフォーマンスが向上すると見込んでいますが、メモリ内の最適化の
遅れが 400G の導入の妨げになる可能性があります。
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動向について

ここで紹介する主要な技術開発は先述の課題を解決に導き、400G の可
能性を広げてくれるものです。主な技術動向は次のとおりです。

1. QSFP-DD
2. RoCE
3. SmartNIC
4. ZR/ZR+ を使用した DCI 

動向 1：QSFP-DD。とりわけ重要なのが、シスコが支援している Quad 
Small Form Factor Pluggable Double Density（QSFP-DD）テクノロジー
です。これは、業界で急速に高まっている、高密度のネットワーキン
グ ソリューションへの需要に応えるテクノロジーです。QSFP-DD は
銅線ケーブルから長距離伝送用光ファイバに至るまで、あらゆる距離
を共通の同一フォームファクタで対応できるという初めての製品です。
65 の組織を構成メンバーに持つ QSFP-DD Multi-Source Agreement
（MSA）グループからは、QSFP-DD フォームファクタ用の Common 
Management Interface Specification（CMIS）の 4.0 版もリリースされ
ています。

公開されている最新バージョンの CMIS 4.0 は、ホストおよびモジュー
ルソフトウェアの実装者が多くの製品やモジュールで共通のコード
ベースを使用できるように開発され、前バージョンの着脱可能な光ファ
イバ処理装置にあった欠点にも対処しているという点で重要な存在で
す。QSFP-DD モジュールは CMIS の仕様に沿うことで、広く普及して
いる 40G、100G、200G 製品を含め、QSFP ベースのあらゆるトランシー
バとの下位互換性を保てるようにもなっています。実際に QSFP の下
位互換性は、将来選ばれる着脱式光ファイバ技術として OSFP（Octal 
Small Form Factor Pluggable）がその裾野を広げ、深く浸透していく
ための決定要因になると考えています。

さらに、光ファイバの最長距離をサポートするには、総合的な光モ
ジュールのタイプおよび距離の想定に基づいて高出力モジュールを冷
却する必要がありますが、QSFP-DD ベースのシステムでは最小 20 W 
で簡単に管理できます。データセンターにより電力管理と冷却システ

ムの性能上の限界が引き上げられたことで、400G システムの評価およ
び導入にあたっては温度管理が一層重要になると予想されます。

400G の導入が進めば、QSFP-DD はデータセンター市場で最高度の
ポート帯域幅密度を備えた、最小クラスの 400G モジュールとなりま
す。QSFP-DD の性能は、400G データセンター ネットワーキング環境
に最適な、高密度かつ高速な着脱式モジュールであることが、業界規
模での精力的なテストを通じて実証されています。

動向 2：コンバージドイーサネット（RoCE）経由の Remote Direct 
Memory Access（RDMA）のサポート。データセンターへの RoCE テ
クノロジーの導入を促進する鍵となるのが、400G データネットワーキ
ングです。RDMA はネットワークアダプタがアプリケーションのメモ
リとの間で直接データを転送できるようにすることで、ゼロコピーネッ
トワーキングをサポートします。これにより、アプリケーションのメ
モリとオペレーティングシステムのデータバッファとの間でデータを
コピーする必要がなくなります。特に RoCEv2 プロトコルでは、レイ
ヤ 3 の境界を越えた RDMA が可能です。

RoCE ファブリックの効用として、データセンターのネットワーキング
スイッチは、Explicit Congestion Notification（ECN; 明示的輻輳通知）
を有効化するという分かりやすい方法でラインレートの性能を発揮で
きるようになり、パフォーマンスが向上します。RCoE にはさらに低遅
延や QoS の柔軟性を確実にし、インテリジェントな輻輳管理を実現す
るのに役立ちます。

動向 3：スマート ネットワーク インターフェイス カード（SmartNIC）。
SmartNIC の登場は、400G でデータセンターの膨大な帯域幅需要に対
応するうえで、きわめて重要な役割を果たしています。SmartNIC の最
近のバージョンでは、25G、50G、100G 用のポート 2 基または 200G、
400G 用のポート 1 基に加え、50G PAM4 SerDes 機能と PCEi 4.0 での
ホスト接続によるイーサネット接続が提供されています。ネットワー
クのプログラマビリティを向上させ、データセンターの効率を高める
のに必要なアプリケーションオフロードを加速させるには、SmartNIC 
の可用性が不可欠です。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/datasheet-c78-743172.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/datasheet-c78-743172.html
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動向 4：400G ZR/ZR+ を使用した DCI 接続。400G テクノロジーによ
る価値提案を隅々まで深く理解するには、400G ZR/ZR+ についてさら
に踏み込んでみる必要があります。400G ZR とは DWDM（高密度波長
分割多重）と高次変調により DCI リンクを通じて複数の 400G ペイロー
ドを伝送できるように設計された標準規格です。注目すべきは、400G 
ZR+ が 80km を超えての展開が可能な点で、これは 5G 固定ワイヤレ
スアクセス（FWA）を始めとする 5G バックホールトラフィックなどの
大都市圏向けアプリケーションに最適です。

そもそも 400G ZR は、高帯域幅と高密度を両立した DCI を実現する目
的で開発されています。Optical Interconnect Forum（OIF）の承認を
通じて相互運用性を推進し、400G 以前の DCI のコストと複雑さを軽
減するには、400G ZR への取り組みが不可欠です。100G や 200G の
伝送速度においては、異なる DSP ベースのコヒーレントモジュールや
前方誤り訂正（FEC）技術を使用するベンダー間に見られる相互運用性
の問題に、通信サービスプロバイダー（CSP）とハイパースケール デー
タセンターの側で対処する必要がありました。また、当社では QSFP-
DD フォームファクタの 400G ZR によって、メトロアプリケーション
におけるルーテッド オプティカル ネットワーク（DCI や分散型アクセ
スアーキテクチャ（DAA）など）の導入が進むと予測しています。

 
重要なポイント

以上を考え合わせると、こうしたデータセンターの動向ならびに課
題は、データセンターの意思決定者にとって、最適な 400G データ 
ネットワーキング ソリューションの導入に向けたまたとないチャン
スと言えます。そのため、最も重要になるのは 400G ソリューショ
ンのサプライヤの総合力であり、大局的なアプローチを提供する能
力が求められると考えています。さもなければソリューションの導
入がもとで複雑さが増し、統合による諸経費などのコストを急増さ
せてしまう危険に陥る可能性があります。

当社はデータセンター ネットワーキングの部門が 400G ソリュー
ションを導入するにあたっての課題に応える、信頼のアドバイザと
して独自の役割を果たしていると考えています。その堅牢かつ包括
的なポートフォリオは、400G データ ネットワーキング導入の成功
に不可欠な大局的なアプローチを提供します。また、汎用性の高い 
Nexus 9300 シリーズ、Nexus 9500 シリーズ スイッチ、Cisco ACI
（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ）を含むシ
スコのポートフォリオ資産は、400G を首尾よく導入するために必
要なツールであると考えています。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center/high-capacity-400g-data-center-networking/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
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400G のユースケースを後押ししている主な業種

400G データネットワーキング市場について理解を深めるには、市場へ
の影響力が強く、主な動向や課題を左右する業種の特徴を掴むことが
重要です。400G の需要を喚起する役割を担っている業種には、主に次
のものが挙げられます。

1. 通信サービスプロバイダー
2. ハイパースケール クラウド プロバイダー
3. 大企業
4. 商業メディアネットワーク 

プロファイル 1：CSP（通信サービスプロバイダー）。400G の導入を
牽引しているのは CSP であると見ています。CSP は消費者とビジネス
顧客の両方に向けて 5G の戦略的な導入に取り組んでいて、それがバッ
クホールのしきい値を含むネットワーク全体にわたって帯域幅需要を
喚起する結果となっています。また、CSP は 5G のビジネス目標を達
成するために、RAN、つまりはスモールセルの展開密度を高める必要
があります。

CSP ではエッジロケーションの空間的に制約のある環境を改善するの
に不可欠な 100G および 400G ファブリックの採用を推し進めていま
す。5G の構築にあたってはクラウドリソースをユーザとアプリケー
ション、デバイスに近い場所へと移すことが求められます。その結果、
CSP のエッジコンピューティングのリソースはネットワーク全体でよ
り多くのデバイスをサポートする必要があります。その中には 1 平方
キロメートルあたり最大 100,000 台のアクティブデバイスも含まれま
す。これに対し、4G/LTE がサポートできるアクティブデバイスは、1 
平方キロメートルで最大 2,000 台にすぎません。5G は 400G の帯域幅
によって、メインストリームの導入に必要なデバイスおよびアプリケー
ションの拡張が可能になります。

プロファイル 2：ハイパースケール クラウド プロバイダー。データセ
ンターのワークロード全体の 94% をクラウドベースのデータセンター
が占め、従来型データセンターの割合はわずか 6% に過ぎないことから、
明白な動向が見て取れます。クラウドプロバイダーのデータセンター

で帯域幅の需要が急増していることは、400G ファブリックの普及に大
きく貢献しています。

ハイパースケーラーと呼ばれる企業は 50G や 100G NIC に移行しつつ
あり、ネットワーク プログラマビリティの拡張や、データセンター全
体の効率向上（ギガビットあたりの消費電力の低減など）に不可欠な
アプリケーションのオフロードを実現するという重要なタスクを、そ
の NIC で実行しています。世界全体での電力消費の 1 〜 3％ をデータ
センターが占める中、ハイパースケーラーは電力の消費実績を改善す
るべく戦略的なビジネスと倫理的な取り組みを進めています。

この取り組みを実現するため、ハイパースケーラーでは PUE（電力使
用効率）などの領域でエネルギー指標の改善に向けて多額の投資を行っ
ています。PUE の値はデータセンターが電力をどの程度効率的に使用
しているかを算出したもので、サイト全体（冷却や付帯設備）の消費
電力に対してコンピューティング機器自体がどの程度の電力を消費し
ているかで表されます。データセンター業界の平均 PUE は 2.5 ですが、
Google や Microsoft などの主要なクラウドプロバイダーでは 1.2 に迫
る優秀な値が記録されています。

プロファイル 3：大企業。3 年以上にわたって将来の変化に対応する
ことを目指す大企業の戦略には、大企業自らが 400G テクノロジーの
導入を推進していくことが不可欠です。50G や 100G という I/O と 
400G によるスケーリングが必要な AI/ML コンピューティングクラス
タの導入が広がりつつあることが、この戦略の主な原動力になってい
ます。

ネットワーク全体でアプリケーションのフローレベルの可視性を強化
するという最優先事項を大企業が達成するには、この機能が決定的な
重要性を持ちます。大企業では IBN 目標を進展させるため、特にハイ
ブリッドクラウド環境において自社のデータセンターがより高度なア
プリケーション認識型であることを求めています。特に、プロアクティ
ブな監視を実現し、トラブルシューティングの自動化によってアプリ
ケーションの QoE（Quality of Experience）指標を改善することにお
いて、この傾向が顕著です。

400G 利用顧客の分析
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プロファイル 4：商業メディアネットワーク。前述のように 4K、8K、
16K の非圧縮ビデオは圧縮ビデオと比べてライブ制作や制作の後工程
でのユースケースに適していますが、商業用途としての基準を満たす
には、より帯域幅が広く、遅延が少ないことが求められます。2020 年
は企業でのビデオ コラボレーション プラットフォームの導入が急速に
進み、ビデオトラフィックが急増するとともに、ビデオ ストリーミン
グ サービスが対前年比で最大 70％ 増加したことは先に触れたとおり
です。シスコと Microsoft 社は長年にわたって顧客からのコラボレー
ションに対するニーズに向き合い、その声に応えてきました。両社と
もに過去 1 年を通じてプラットフォーム使用率の目覚ましい増加を経
験しましたが、この現象は Google Meet にも共通し、比較的歴史の浅
い Zoom も日次のユーザ数がにわかに拡大を見せています。コロナ禍
に端を発する各国での都市の封鎖措置は、インターネットトラフィッ
クの 80％ 以上がビデオで使用されるという事態を確固たるものにしま
した。帯域幅を大量に消費するビデオアプリケーションにおける容量
需要は、現行の高速伝送能力を凌ぐほどの急激な伸びを見せているた
め、400G テクノロジーなくしてビデオネットワーキングの周辺で叫ば
れるスケーリングと QoE の需要に応えるのは困難です。

重要なポイント

データセンター市場には CSP、ハイパースケーラー、大企業、商業
メディアネットワークという早期導入者が存在し、その 4 者には
業種ごとにはっきりと異なる需要があります。そして、その需要が 
400G データネットワーキングの導入に拍車をかけていることが明
らかになっています。さらに各業種の内側を見ると、顧客ごとにデー
タセンターに対する固有のニーズがあります。

こうした顧客プロファイルは、データセンターのネットワーキン
グ ソリューションは顧客中心主義でなければならないことを裏付
けるものです。その立場に根差した実績を証明できるサプライヤ
こそが、400G ビジネスの競争で優位に立てると当社は感じていま
す。データセンター ネットワーキング向けシスコサービスは、シス
コが誇る専門的な技術とベストプラクティスに関する知識を提供し
ます。それらを活用することで、データセンター ファブリックをス
ケールアウトする 400G の性能をいかんなく発揮させるために、組
織に求められる能力を見極められます。サービスにはシスコの ACI
（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ）を通じた
アプリケーションの移行支援やインテリジェンス、運用の合理化、
Cisco Nexus データ ネットワーキング スイッチ、Cisco Network 
Assurance Engine（NAE）などが含まれます。

以上をまとめると、顧客ユーザの専門分野が何であれ、シスコの誇
る 400G 向けポートフォリオなら要求事項に応えてくれるという安
心感をもって、データセンターを利用できるということです。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/data-center-analytics/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/data-center-analytics/index.html
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Cisco Nexus 9000 シリーズのポートフォリオ

顧客固有の 400G に対する需要に応える最適なポートフォリオ

シスコの Nexus 9300 および 9500 ポートフォリオは、400G を導入す
る企業が最も重要かつ優先度の高い要件を満たすために、不可欠な性能
と機能を網羅しています。主な性能および機能は以下のとおりです。

• 400G 移行アシュアランス
• 次世代の 25.6T クラウドスケール ASIC
• QSFP-DD 光ファイバによる上位および下位互換性 

400G 移行アシュアランス。Nexus ポートフォリオは、以前から 10G、
25G、100G から 400G へのシームレスな移行を実現するために開発さ
れていて、着脱可能な光ファイバの QSFP-DD ポートを搭載することで
下位互換性を実現しています。Cisco Nexus ポートフォリオは、クラウ
ドスケール ASIC 技術によって、IBN 環境のデータプレーンとコントロー
ルプレーンに機能の等価性を提供します。

さらに、内蔵されたデータプレーンテレメトリにより、特に大企業を含
むデータセンターユーザに必要なフローベースの可視性を拡張できま
す。最後に、MACSec と CloudSec をサポートすることで、ラインレー
トの暗号化が実現し、400 G を導入する際に暗号化のコンピューティン
グ能力集約型の要求によってパフォーマンスが阻害されるのを避けるこ
とができます。

次世代の 25.6T クラウドスケール ASIC。25.6T クラウドスケール ASIC 
は、Nexus 9500 および 9300 シリーズのポートフォリオの帯域幅容量
とポート密度を 4 倍も上昇させます。最新のクラウドスケール ASIC は、
512、56 Gbps の SerDes をサポートし、高密度の 100G および 400G 
スイッチの設計に最適な構成要素です。投入予定の 64 ポート 400G 
Nexus 9300-GX2 スイッチは、2RU エンクロージャで最大 25.6 Tbps 
のスループットを実現します。よりコンパクトな 32 ポートモデルは、
1RU で 12.8 Tbps のスループットを実現します。これらのスイッチを利
用すれば、顧客は現在のファンアウト設計には変更を加えずに 100G か
ら 400G に移行できます。クラウドスケール ASIC により、可視性とセ
キュリティが同じ水準に保たれるため、シスコの Nexus ポートフォリ
オを一層差別化できます。

ASIC の存在は、製造プロセスを 16nm から 7nm に転換することで電
力要件を下げてポート密度を高めるという取り組みと連動させながら、
400G 固定スイッチとモジュラ型ラインカード両方を提供するシスコの
製品力を確固たるものにしています。Nexus ポートフォリオは、400G 
ポートから直接 50G のブレークアウト接続や 200G の PAM4 接続に対
応するため、データセンターへの円滑な導入に効果的です。

QSFP-DD 光ファイバによる上位および下位互換性。QSFP-DD の技術
革新は、NRZ（非ゼロ復帰）変調から、より堅牢な PAM4 変調方式によ
る相互接続への円滑な移行に役立ちます。PAM4 では、400G 光コンポー
ネントのビットあたりのコストが 200G 光モジュールよりも安価なた
め、光モジュールの導入コストが抑えられ、ひいては設備投資（CapEx）
を全体的に改善できます。

QSFP-DD は低コストの SMF 光ファイバを使用することで、MMF（マ
ルチモードファイバ）から SMF（シングルモードファイバ）への移行を
後押しします。SMF は MMF と比較して電力損失が低いという特性があ
るため、MMF を通過する場合よりも光は長い距離を移動できます。結
果として DCI 接続距離は延び、データセンター全体での電力消費指標
も向上します。また、従来であれば SMF は MMF よりもコストが高い
ものの、QSFP の技術革新が SMF の価格低下をもたらし、400G 環境に 
Nexus ソリューションを導入するという選択肢の魅力を引き立てる効果
が生まれています。

Nexus ポートフォリオが QSFP-DD フォームファクタで 400G ZR の機
能をサポートしていることは、高密度かつ高帯域幅の DCI を同時に実
現できるという点で、差別化を図るうえで重大な意味を持つと考えてい
ます。また、このポートフォリオは光 BiDi（双方向）トランシーバをサポー
トしているため、400G へのアップグレード時に既存の光ファイバ ケー
ブル インフラストラクチャを再利用できます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center/high-capacity-400g-data-center-networking/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center/high-capacity-400g-data-center-networking/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
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Nexus ポートフォリオが持つ競争優位性

Nexus 9300 および 9500 シリーズ ポートフォリオの価値提案は、拡
張性やセキュリティ、アプリケーション パフォーマンスなどの要素で
成り立っているというのが当社の考えです。Nexus ポートフォリオは、
1G、10G、25G、50G、100G および 400G という速度に対応するマル
チポートの柔軟性で移行のしやすさを支え、400G 導入の際の柔軟な組
み合わせを可能にします。このようにポートフォリオ全体が一貫して
拡張性を提供し、投資が無駄にならないように守られているという特
長があります。

さらに、ストリーミングテレメトリやスマート分析、ラインレートの
暗号化によって、セキュリティが強化され可視性が拡張されています。
Nexus ポートフォリオのアプリケーション パフォーマンス上の強みは
こうした機能に支えられ、インテリジェントなバッファとゼロパケット
ドロップによって、アプリケーションの完了時間は 50％ 短縮されます。

重要なポイント

シスコの Nexus 9300 シリーズおよび 9500 シリーズ ポートフォリ
オには、400G の広範な導入要件を満たすために必要なデータセン
タースイッチングの要素がすべて揃ってることから、このポートフォ
リオを導入すれば 400G 移行アシュアランスが得られます。また、
QSFP-DD 光ファイバの革新的技術やクラウドスケール ASIC に対応
した電力効率を備え、スケーリングやセキュリティ、アプリケーショ
ン パフォーマンスなど競合他社が比肩しえない分野で総合的な競争
優位性を有しています。Cisco Nexus 400G は、シスコを採用した
ことを理由に解雇されることはないという業界の定説を証明してい
ます。

その他の主に考慮すべき事項：その重要性の根拠
綿密な 400G 導入戦略を練るためには、400G の主な市場動向や数々の
課題、顧客の特徴、Nexus ポートフォリオの競争上の優位性を理解する
ことが不可欠です。また、400G データセンター ネットワーキングの選
定プロセスで加味すべきその他の重要事項についても提案します。考慮
すべき事項には、次のものがあります。

1. インテントベース ネットワーキング（IBN）
2. 400G + ACI
3. サービスサポートのリソース
4. サプライチェーンの信頼性
5. クラウドに関する専門性
6. アプリケーションの熟練度 

1. IBN。インテントベース ネットワークとは、データセンターの実装者
がネットワークやドメイン オーケストレーション プロセスのポリシー
ベースの結果をプログラムできる、ソフトウェア支援型の自動化フレー
ムワークです。このようなポリシーを利用することで、IBN はアプリ
ケーション アウェアネスとインテリジェンスを管理しながらサービス
のプロビジョニングと設定を自動化できます。

シスコの Nexus 400G ポートフォリオはきわめて高速なポリシーとセ
グメンテーション、ホワイトリスト機能に加え、ダイナミックパケッ
ト優位性を備えた ML ワークロード、分析エンジンやストレージ向けの
スマートバッファリングなど豊富な機能を備えているため、データセ
ンター ネットワーキングのエコシステム全体で IBN の促進に効果を発
揮すると考えられます。Nexus ファミリはデータサンプリングやシス
テムテレメトリだけでなく、パケット、フロー、イベントに対するリ
アルタイムの可視性をサポートしている点も特筆に値します。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/intent-based-networking.html
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2. 400G + ACI。Cisco ACI は、データセンター全体で俊敏性を実現する
ための鍵となる IBN フレームワークを提供します。当社ではハードウェ
アとソフトウェアを物理資産および仮想資産とオーケストレーションす
るために必要なシステムベースの包括的なアプローチと、400G データセ
ンターのビジネス価値増強につながるオープンなエコシステムモデルを、
Cisco ACI によって実現できると考えています。要求の厳しいデータセン
ター環境でのコスト削減と複雑性の軽減を後押しするのが、Cisco ACI の
ポリシーベースによる統合運用モデルであり、データセンターの運用を共
通のポリシーで自動化して柔軟なリソース供給が可能になるだけでなく、
複数のオンプレミスおよびクラウドインスタンスに対して一貫したポリ
シー管理を適用でき、セキュリティやコンプライアンスの確保、管理に効
果的です。このように、ACI は 400G ソリューションの導入価値を高めます。

3. サービスサポートのリソース。シスコには、顧客が安心して 400G 
を導入できるよう、豊富なサービスサポートリソースが用意されてい
ます。このリソースには、データセンター ネットワーキング向けシ
スコサービス、データセンター コンピューティング向けシスコサービ
ス、データセンターセキュリティ向けクラウドサービスのほか、Cisco 
HyperFlex や Cisco Unified Computing System（UCS）が含まれます。
シスコは 400G 実装プロセスのあらゆる場面で、データセンターのコン
ピューティング、ストレージ、ネットワーキング機能のオーケストレー
ションに不可欠な技術力とサービスサポートを提供しています。このこ
とは顧客にとって、データセンタースイッチングに関する問題に留まら
ず、400G の問題解決にあたってシスコを頼れるという大きな安心感に
つながっていると考えています。

4. サプライチェーンの信頼性。コロナ禍や米中貿易を巡る緊張といった
地政学的な情勢の変化は、サプライチェーンの信頼性がますます重要で
あるという認識をもたらしています。データセンターの意思決定者は、
コロナ禍の発生から数週間ないし数ヵ月のうちに、取引先であるデータ
センター ネットワーキングのサプライヤがサプライチェーンの重要性
を速やかに学んだことを確認したに違いありません。この教訓が忘れら
れることはないでしょう。

5. クラウドに関する専門性。新型コロナが猛威を振るう中、大企業で
はハイブリッドクラウドとマルチクラウド両方の導入を推し進めていま
す。このような動向が支配的であることは、シスコのポートフォリオや
エンタープライズ分野におけるチャネルの強みに影響し、400G データ
センター ネットワーキングの将来性をより強固なものにすると考えて
います。先日の Banzai Cloud 社との合併からもうかがえるように、シ

スコは自らの力だけで立っているわけではありません。Banzai Cloud 
社の強みは、企業のクラウドジャーニー支援におけるクラウドネイティ
ブという特性や Kubernetes 関連の実績を強化することに活かされると
考えられます。また、Cisco Intersight プラットフォームによって、大
企業にクラウド運用プラットフォームが提供されると考えています。オ
ンプレミスやパブリッククラウド、クラウドベースのワークロードおよ
びアプリケーション全体にわたって監視を統合するには、このプラット
フォームが不可欠です。

6. アプリケーションの熟練度。シスコはナレッジベース、ポートフォリ
オの開発、およびリソースをアプリケーションの全領域に拡張し続けてい
ます。データセンター ネットワーキングの分野では、運用を最適化し、ビッ
トあたりの収益の改善など最優先のビジネス目標を達成するために、アプ
リケーション アウェアネスの必要性がますます高まっています。継続的
なアプリケーション インテリジェンスを欠いた 400G 投資は、無駄が生
じる恐れがあります。ACI フレームワークや IBN の将来像などのシスコの
アプリケーション ポートフォリオ資産、および AppDynamics のようなア
プリケーション パフォーマンス管理機能といったソリューションは、そ
れ自体シスコの 400G の価値提案を補強するのに役立ちます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/servers-unified-computing/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/cloud-operations/index.html
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まとめ
データセンター ネットワーキングの意思決定者はデータセンター ス
イッチング ソリューションを選定する際、思い描く実装の実現に必
要な戦略的ポートフォリオのリソースを把握するうえで、包括的なア
プローチを取る必要があります。当社は 400G 移行アシュアランス、
クラウドスケール ASIC 機能、QSDP-DD 光ファイバ、および 400G 
ZR/ZR+ 機能こそが、400G データセンター スイッチング ソリュー
ションを選定するにあたっての最優先事項と考えています。意思決定
者は、その他にも、データセンターの実装を支えるデータセンタース
イッチングの評価にあたって、IBN や 400G でのネットワークアジリ
ティ、サービスサポートリソース、サプライチェーンの信頼性を考慮
しなければなりません。

当社の評価では、Nexus 9300 シリーズと Nexus 9500 シリーズの
ポートフォリオは、データセンタースイッチング市場のセグメントに
おいてトップクラスの価値提案です。Nexus 製品を導入すれば容量、
パフォーマンス、機能の面で最適と言えるバランスを 400G データ
センター ネットワーキング環境全体に提供できます。

その上、Nexus 400G ソリューションは IBN、Cisco ACI、Cisco Nexus 
ダッシュボード、サービスサポート、サプライチェーン、クラウド、
アプリケーション、モビリティ、ビデオ、セキュリティなど、シスコ
の幅広く堅牢なポートフォリオ資産による万全の布陣を誇ります。こ
の俊敏性を備えた広範なポートフォリオによって、5G のコア、CDN、
アプリケーション パフォーマンスなどに関わる問題が 400G データ
センターで発生した場合も、電話での相談に応じます。ポートフォリ
オが貧弱なデータセンター ネットワーキングの競合他社やスペシャリ
ストでは、上記のような問題を解決するために必要なサポートサイク
ルが長くなると考えられます。また、コロナ禍や地政学的な緊張が高
まっている影響で、サプライチェーンの信頼性はますます重要視され
ています。北米やヨーロッパ、アジア、オセアニア地域の各国政府が 
Huawei などの中国に拠点を置くサプライヤに課している規制は、多く
の国でシスコの 400G ビジネスにおける競争力を低下させることにな
ると思われます。以上の要素は、シスコが Nexus 400G ポートフォリ
オを推進するにあたって大きな差別化要因になると考えられます。

推奨事項
戦略と 400G の大局的な選定アプローチが不可欠です。データセン
ターに関する意思決定には、戦略的なアプローチがきわめて重要です。
データセンター ネットワーキングの意思決定者は必須ソフトウェア
の互換性、テストの包括的な検証、業界標準による裏付け、アーキテ
クチャの一貫性がもたらす利点など、サプライヤの提案を全方位から
評価検討しなければなりません。

400G データ ネットワーキング ソリューションに必要なのは、解決
や克服をもたらすソリューションであることです。データセンター 
ネットワーキングを購入する側は、データセンタースイッチングのサ
プライヤによって提供されるプラットフォームのあらゆる機能を検討
材料にし、たとえば、サプライチェーンの信頼性、着脱可能な光ファ
イバの革新的技術、先進的な組み込みのセキュリティ機能、アプリケー
ション インテリジェンス、クラウドの俊敏性などの要素を総合的な
評価プロセスに組み込む必要があります。

早期導入者の優先順位。早期導入者（CSP、ハイパースケーラー、大
企業、商業メディアネットワークなど）が忘れてはならないのは、評
価対象の 400G データ ネットワーキング ソリューションが特有の要
件を不足なく満たしていることを確かめることです。考慮すべき事項
には 400G 移行アシュアランス、帯域幅容量およびポート密度のブ
レークスルー機能を提供する NG 25.6T クラウドスケール ASIC の統
合、QSFP-DD の上位および下位互換性などが挙げられますが、それ
らを検討すれば特有の要求を完全に満たすことができます。

Cisco 400G ネットワーキング
の詳細

オンデマンド
ウェビナー

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/data-center-analytics/nexus-dashboard/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/data-center-analytics/nexus-dashboard/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center/high-capacity-400g-data-center-networking/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/training-events/events-webinars/webinars.html?flt4_general-table0=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC#webinar-list
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