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エグゼクティブサマリー
サービスプロバイダー（SP）はネットワーク上のトラフィック
の増大に対処するため、5Gトランスポートアーキテクチャへ
のネットワークの変革を開始している。しかしながら、多層に
分かれた冗長化構成と併せて、階層的でサイロ化したネット
ワークインフラストラクチャの性質によって、ネットワーク
リソースの利用率や収益性が低下するといった結果を招きがち
である。

また、レガシーのネットワークアーキテクチャは、複数の階層
における複雑な管理や、マニュアル作業が入り込むことにもつ
ながっている。これは階層を跨ぐ自動化をエンドツーエンドで
実現する上で課題を投げかけている。

このような複雑な変革を行うには、動画ストリーミングを含む
広帯域性や、低遅延、カバレッジの高密度化といった将来の需
要拡張に対応できる、密接に統合したネットワークが必要であ
る。ルーテッドオプティカルネットワーキングソリューション
は、モバイルと固定回線、音声と専用線トラフィックを、IPと
オプティカルネットワークを統合した単一のネットワーク上に
集約することで、スケーラビリティを実現する。

本IDC InfoBriefでは、SPが直面している課題とルーテッド
オプティカルネットワーキングの有望性や導入の動機につい
て詳しく検証する。
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IPと光のコンバージドアーキテクチャなら、
最大45％の総所有コスト（TCO）の節約が可能
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サービスプロバイダー（SP）はトラフィックの増大に対処す
るため、トランスポートネットワークの変革に着手
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SP各社は5G時代に備えて、トランスポートネットワークを変革する必要性を認識している。

Q

オプティカルトランスポートネットワークのパフォーマンス／キャパシティのアップグレード

御社の通信オファリングを支える、以下のサービスの提供に向けた技術面、運用面での
準備状況について自社評価を教えてください

IDCが実施した2020 Carrier Operations Transformation 
Surveyでは、日本を含むアジア太平洋地域（APJ）におけ
る通信サービスプロバイダー（CSP, Communications 
Service Provider）のビジネス戦略に影響を及ぼしている
要因として、80％のCSPが「イノベーションの迅速化」、
65％のCSPが「顧客行動の変化」を挙げている。

トランスポートネットワークは、全般的な顧客エクスペリ
エンスを決定付け、CSPのデジタルトランスフォーメー
ション（DX）ジャーニーと連動している必要がある。

調査に参加したAPJのCSPのうち60％が、オプティカル
トランスポートネットワークの変革／アップグレード
プロジェクトを進めていると回答した。
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増加の一途をたどるトラフィックの量と密度
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SPは今まで、モバイル／固定ブロードバンドユーザーによるトラフィック量の増加という課題に対応してきた。
しかし、これからの数年間は、動画中心型（video-centric）を含むIoTによりトラフィックが急速に拡大する。 
5Gを機に現実のものとなる大量のIoTおよび4K動画
2023年には5Gの接続数が、世界全体で10億を超えるとIDCは予測している。 オーストラリア、韓国、
米国、英国、中華人民共和国、香港、サウジアラビア、欧州など、多くの市場でSub-6帯の5G商用
サービスが開始されている。日本では2020年第4四半期にミリ波帯のサービスが開始され、韓国、シ
ンガポール、香港、ロシアでは2021年からミリ波帯でのサービスが始動する予定である。中華人民共
和国では、2022年に周波数割り当てが完了次第、サービスが始まる見通しである。

高密度化するセルラーネットワーク
現在の4G市場における月平均のデータ使用量は、1か月当たり8～18GBである。3GPPの5Gの仕様
では、ユーザー向けに平均100Mbpsのサービスを提供することが目標となっている。Cバンドの5G
基地局（BTS）およびミリ波帯の5G基地局は、すでに100MHzの帯域幅で最大3.0Gbps、400MHzの
帯域幅で最大15 Gbpsのスループットを提供している。

固定ブロードバンドネットワークでは、1世帯の1か月当たりのトラフィック消費量は100～300GB以上
であり、20～25％の年間平均成長率（CAGR：Compound Annual Growth Rate）が予測される。

今後も増加が続く固定ブロードバンドおよび5G固定ワイヤレスアクセス（FWA）

アジア太平洋地域（日本を除く）におけるIoTデバイスの動画トラフィック

現在使用中のトランスポートネットワークインフラストラクチャにとって、5Gは非常に大きな負荷となる。このインフラ
ストラクチャは多くの場合、時間をかけてつぎ足しながら構築されており、非常に複雑化している。

SPがブロードバンドおよびモバイルブロードバンドサービス品質を保つには、大きな困難が予測される。IDCの試算では、
今後10年間で5G（およびファイバーブロードバンドアクセス）のトラフィック需要は10～15倍になる。言い換えると
25～31％のCAGRで増え続ける見通しである。
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Note: 1 Mbps = 324ギガバイト／月 | 1 Gbps = 324テラバイト／月 | 1 Tbps = 324ペタバイト／月

中華人民共和国の動画
トラフィック

アジア太平洋地域（日本を除く）と中華人民共和
国の動画トラフィック
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オペレーターの課題
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現在のネットワークは、経済的に見て規模拡大や機能拡張は難しく、また自動化にも適していない。

現在、ほとんどのSPのアーキテクチャに次のような課題がある。

スケーラビリティの欠如：多くの場合、インフラストラクチャを追加す
ることによってネットワークが段階的に拡張されてきた（資本支出すな
わちCAPEXが高額）。その結果、非常に複雑なネットワークになってい
る（運用コストすなわちOPEXを集中的に投下する必要性）。

複雑性とコスト：ネットワークが多層かつサイロ化した複数のインフ
ラストラクチャで構成されており、ネットワークレイヤー間でトラ
フィックのハンドオフ（受け渡し）が必要である。

レガシーのトランスポートアーキテクチャの難点

オペレーターに影響を及ぼしている複数の市場要因

冗長化構成が重複し、コストが高い：各ネットワークレイヤーのレ
ジリエンシー（復元力）が重複しており冗長度が高いため、結果的
にコストが高くなり、ネットワークリソースの利用率が低下する
（利用効率の貧弱性）。 

トポロジーの複雑性：これは、各ネットワークレイヤーに関連する複
数のスイッチングポイントやコントロール、管理プレーンが重複しか
つ独立していることが原因である。

手動によるサービススティッチング：多層的かつサイロ化したアー
キテクチャであるため、ネットワークドメインを横断する形で手動
でサービスを継ぎ合わせる必要がある。これは、オペレーションの
自動化（修復）およびサービスリードタイムの短縮に欠かせない、
全体に渡る階層を跨ぐ自動化を難しくする。

専用線サービスに関
わる処理は、それ専用
のリソースで対処する
必要があることが課題

であった。

双方向的で品質が
保証されたネット
ワークサービス

は、異なるネット
ワーク層を介して
のみ提供できた。

OAM（Operations 
Administration and 
Maintenance）が、
各ネットワークレイ
ヤーの観点から行わ

れていた。

サービスレベル契約
（SLA）が、実際の
サービス可用性では
なく、ネットワーク
レイヤーに基づいて

いた。

さまざまなサービス
タイプを横断する形
で光プレーンを使用
し、効率性を高める
ような帯域幅のフレ
キシブルな配分がで

きない。

以下の外部要因は、御社ならびに御社の戦略に対し、全体的にどれほどの影響を及ぼしていますか？  

0% 20% 60%40% 80% 100%

新しい技術に起因する顧客行動の変化

社会経済的／文化的な変化に起因す
る顧客行動の変化

競争環境の変化

ネットワークベンダーまたは
パートナー環境の変化

イノベーションや変化の急速化

政治、経済、法規制の変化

影響の大きさ別の回答率
影響なし わずかな影響 ある程度の影響 多大な影響

Source: IDC 2020 Worldwide Carrier Operations Transformation Survey, N=280
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現在のネットワークは多層かつサイロ化されて複雑なため、
自動化／管理／スケーリングが困難
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レガシーなネットワークでは、光伝送とIPルーティング
を分けて、異なるレイヤーとして保持する。

多層的でサイロ化したSPネットワーク
従来のネットワークアーキテクチャは、複数のネットワークレイヤーで
構成され、レイヤー間でのサービス引継ぎは、ラインカードに依存して
行われている。各サービスが、それぞれネットワークの異なるレイヤー
で終端する。レイヤーごとに、機能、管理、コントロールを冗長化して
いる。このような多層アーキテクチャは、非常に多くのラインカードが
必要で結果としてCAPEXを消費し、レイヤー間のサービスハンドオフを
マニュアル操作に依存するなど、極めて非効率的である。

コントロールと管理
さらに、各ネットワークレイヤーにはそれぞれに対応する独自の制御プ
レーン、管理プレーンが存在し、互いに独立して稼働する。

このような複雑性は、サービスアシュアランス、障害相関分析、ネット
ワーク利用率の観点からのパスの最適化、さらにはネットワークの計画
と最適化にも悪影響を及ぼす。こうした複雑性は、ネットワークインフ
ラストラクチャ全体でサービス駆動型の全体に渡るクローズドループの
自動化を実現しようとするSPにとって、大きな課題である。

レガシーのネットワークアーキテクチャのTCOは、非常に高価である。そのため、IPサービスの
キャパシティ需要を満たすよう、高い費用対効果でネットワークを拡張することは不可能である。 

パケット
コントロールプレーン 
（IP/MPLS/SR）

OTNコントロールプレーン
（ASON/GMPLS）

DWDM
コントロールプレーン
（WSON/SSON）

ROADM

現在、多くのSPがサービスを提供するために、サービスそれ自体ではなく、ネットワークのレイヤーに焦
点を合わせている。このようにネットワークレイヤーに焦点が置かれている主な原因は、特定のSLAター
ゲットが特定のネットワークレイヤーでしか達成できないとの前提に立っている。この場合、トランス
ポートインフラストラクチャは、それぞれに独立したネットワーク構造／オーバーレイを必要とする時分
割多重（TDM）サービスしか活用することができない。

パケット管理プレーン

OTN管理プレーン

DWDM管理プレーン
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解決策は、オプティカルとIPの統合ネットワークの構築
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H2Hアーキテクチャは、エンドポイント間のルートパス距離
を短縮する。H2Hは、ネットワークレイヤーを折り畳んで多
層ネットワークの複雑性や冗長性を取り除くことによって、
ネットワークを簡素化し、ネットワークキャパシティの真の
最適化を可能にする。

コヒーレントプラッガブルモジュール：ルーターのポート密度が上がるにつ
れ、CAPEX支出はラインカードポートからプラッガブル光モジュールに移る。 

ラインレートの拡大：ラインレートの拡大を、400GEによって実現する。
今後のCSPネットワークに要求されるスケールの重要な実行要素は、
400GbEである。

マルチベンダー、標準化、ポート密度の保持： Quad Small Form-factor 
Pluggable（QSFP）Double-Density（DD）モジュールによって、相互運用
性が確保され、容易な導入とスケール面での利点が提供される。コンパク
トなサイズのQSFP-DDプラッガブルモジュールは、ルーターのポートサイズ
を保ちながら、400Gラインレートのスケーラビリティを提供する。

5G 無線アクセスネットワーク（RAN）： 5G RANによってトランスポー
トの需要が発生し、長距離からメトロドメインおよびメトロアプリケー
ションへ移行する。

400G QSFP-DD光モジュールの長距離への対応： QSFP-DDは、モバイル
エッジ（20 km）、リージョナルデータセンター（40 km）、およびセント
ラルデータセンター（80 km以上）へのトランスポートを提供可能である。
400GEプラッガブルコヒーレント光モジュールは、2022年にはネットワー
クの至るところで使用されるようになると予測される。さらに、OpenZR+
によって1,500kmに対応可能である。

Hop-by-Hop（H2H）はトランスポートの未来： H2Hルーテッドネット
ワークアーキテクチャが、従来の多層的な「コア不在」のアーキテクチャに
取って代わる。
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コンバージェンスによる経済性への鍵となる
コヒーレント光モジュール
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トランスポートの経済性は、なぜ重要か?  
ネットワークリソースの利用を効率化すると共にスケーラビリティを確保するためである。
コヒーレント光モジュールは通常、コヒーレント変調を使用するホットプラッガブルなコヒーレント
光トランシーバーを指し、広帯域データ通信アプリケーションで一般的に使用されている。

光モジュールは、システムの内部に接続する側では電気的インターフェースを持ち、光ファイバー
ケーブルを通じて外界に接続する側では光インターフェースを持つのが特徴である。

コヒーレント光モジュールは、ルーターのラインカードに直接差し込んで使用する。

光トランシーバーは、データセンターの最も重要な要素の一つであ
る。現時点では、100ギガビットイーサネットアプリケーションを
サポートするQSFP28トランシーバーモジュールが、市場で代表的
な製品となっている。ただし、4K HD動画、ウェブキャスト、仮想
現実（VR）、クラウドコンピューティングなど、帯域幅を大量に消
費する新しいアプリケーションの出現と共に、市場は進化を続けて
いる。 400G QSFP-DD光モジュールは、メトロの高キャパシティ
へのニーズに効率よく対応できるポジションにある。

コヒーレント検出がネットワークに深く浸透：120km未満の距離に
はOIF ZR、120kmを超える距離にはOpenZR+  

Source: Cisco “5G Transport” White Paper, 2020 

Source: WWT, 2020
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BGP

セグメントルーティングによるネットワークの簡素化
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セグメントルーティング（SR）は、パケットとTDMのVPNサービスのオーバーレイのサポートに活用できる。これによっ
て、あらゆる方式のサービスのスイッチングおよびアグリゲーションに対応可能な、1つのネットワークレイヤーを実現す
る。SRは、あらゆるSPサービス用に簡素化し統合されたトランスポートインフラストラクチャを実現する重要なイネーブ
ラーである。

Software-Defined Network（SDN）を利用して
集中的な最適化を行い、RSVP-TE（Resource
Reservation Protocol Traffic Engineering）分散
パスコンピュテーションメカニズムとリソース
割り当てのコントロール機能の欠如を実質的に
置き換えることが可能になる。SR-TEの情報は
ヘッドノードでのみ維持され、中間ノードは
ステータス情報を維持する必要がない。そのため
SDNコントローラーは容易に拡張が可能である。

送信側がIGPコンバージェンスおよびTI-LFA
（Topology-Independent Loop-Free Alternate）
プロテクションを提供し、それによってディス
トリビューテッドインテリジェンス構成が実現される。

MPLSとIPv6ネットワークをサポートし、IP RAN、
メトロポリタンエリアネットワーク（MAN）、
バックボーンネットワーク、データセンター
インターコネクト（DCI）など幅広い展開シナリオ
に対応する。

SRは既存のMPLSネットワークを簡素化し、
現在のMPLSネットワークと下位互換性のある
MPLS転送メカニズムをフルに利用して、既存
のMPLSネットワークからSDNへのスムーズな
進化を促進する。

セグメント
ルーティング

ネットワー
ク復元力

拡張性 ネットワーク
の簡素化

エンドツー
エンドの
パス制御

容易な
サービス

作成

SDN制御の
容易化

RSVP-TE LDP EVPN EVPNSegment RoutingL3 VP

L2 VP
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すべてのレイヤーを1つに

現在 400G DCO
トランスポンダーを統合

OTNサービスを
統合

ROADMを
デジタル化

パケット

OTN

エミュレートさ
れたサービス

パケット

OTN
パケット

OTN

トランスポンダー

波長 波長 波長

エミュレートさ
れたサービス

パケット

OTN

波長

OTNスイッチング OTNスイッチング

光スイッチング 光スイッチング 光スイッチング

コンバージドSDNトランスポートフレームワーク

ルーテッドオプテ
ィカルネットワ
ーク

構成とテレメトリーに関するNetconf & Yangモデル

OSS/ESS

ワークフローエンジン

エンドツーエンドのサービスオーケストレーション（MSO)

共通のコレクター（クロスワークデータゲートウェイ）

キャパシティプランニング パス最適化 サービスアシュアランス

トポロジーとインベントリー

統合EMS

IPとオプティカル
の統合プランニ

ング

IPとオプティカル
の統合パス最適化

クローズドループ
の自動化

5GおよびvRAN/
エッジノード用に
4G LTEサイトを
10/25Gbpsに
アップグレード

アグリゲーション
エッジを用いて固
定およびモバイル
アクセスを集約

トランスポンダーを
100G/200G/400Gの統合型
コヒーレント光モジュール
に置き換え、エミュレー
ションを用いてOTNサービ
スを統合

IP/SRによって光コント
ロールプレーンを簡素化
し、高度なエミュレーショ
ンを使用してプライベー
ト／OTNサービスを伝送

SRに組み込まれたTI-LFAを
利用して、リンク、ノード、
ローカルSRLG（Shared Risk 
Link Group）を含む障害シ
ナリオに対応するFast 
Rerouteプロテクションを
サービスに提供

IP/SRネットワークイン
フラストラクチャのス
イッチング／アグリゲー
ション機能内にROADM
機能を吸収

コンバージドSDN
トランスポートの実装
統合キャパシティプランニング
統合パス最適化
オーケストレーションとアシュ
アランス
統合EMS

1 2 3 4 5 6 7

P2Pオプティカル
（ROADMへの
依存度が低い）
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スポンサーからのメッセージ

シスコの「クラウド to クライアント」アプ
ローチは、マルチベンダーソリューションを、
シンプルで復元力に優れ、自動化に対応する
効率化されたオープンネットワークアーキテ
クチャに統合します。優位性のあるクラウド
ベースサービスで新規収益を獲得したい場合
にも、ハイパープログラマビリティによって
ネットワークのサイロを解消したい場合にも、
企業顧客や加入者向けプレミアムサービスを
容易に影響したい場合にも、シスコはお客様
のご要望に応じたソリューションをご提供し
ます。

インターネットにおける
現在から未来への懸け橋

サービスプロバイダーネットワーク
およびテクノロジーサービス - Cisco

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/index.html

