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破壊的な改革 をもたらす
ＳＤＮと、ＳＤＮをリードする
ジュニパーネットワークス
6 月 13 日〜 15 日、幕張メッセで開催された「Interop Tokyo 2012」の中日、基調講演と
して米ジュニパーネットワークスのプラットフォームシステム部門の CTO（最高技術責
任者）のマイケル・ビーズリー（Michael Beesley）氏が講演を行い、ネットワークのソ
フトウェア的な一元管理を可能にする SDN（Software Defined Networking）の可能性
と、SDN に対する同社の取組みについて語った。
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トワークインフラとしての可能性を
持つ SDN アーキテクチャ及び
OpenFlow を含めたプロトコルに積
極的に取り組む戦略をとっている。

SDN の価値を最大化するため
アプローチの拡張は不可欠
SDN の構成要素として注目を集
め、現在、議論や開発が進んでいる
のが「OpenFlow」プロトコルであ
スライド 1

る。ビーズリー氏は、OpenFlow は
SDN のアーキテクチャの中で非常
に重要な部分であるが、現時点での
OpenFlow が OpenFlow コントロー
ラと OpenFlow スイッチの間のやり
とりに注力していることを、スライ
ド 2 を示して説明した上で、スライ
ド 3 の SDN の 5 層アーキテクチャ
を示して、SDN の価値と可能性を
最大限に引き出すためには、将来的
に OpenFlow コントローラより上位
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の

ビジネスプロセス／ワークフロ
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や

アプリケーション
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たレイヤーまでアプローチを拡張す
ることが不可欠であり、その 1 つと
してアプリケーションとそれに関連
するインフラストラクチャーとの双
方向コミュニケーションのための強
力な API の必要性を指摘。ジュニパ
ーはその開発にも積極的に取り組ん
でいることを強調した。
また同時に、OpenFlow ではカバ
ーしていない機能を持つ、ネットワ

スライド 3

ーク管理システム（コントローラ）
・ネットワークインフラの設備投

あり、同じゴールを目指している。

とネットワーク機器を連携させるさ

資・初期投資コストを削減する。

ジ ュ ニ パ ー で は 、 The New

まざまなオープン・プロトコルの標

一方、スライド 1 に示すように
SDN の目指すところもこの３点で
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準化、相互接続性の確認作業も重要

のコンセプトに基づき、次世代ネッ

だという。ビーズリー氏は、具体的
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■特別企画■

破壊的な改革 をもたらすＳＤＮと、
ＳＤＮをリードする
ジュニパーネットワークス

なオープン・プロトコルの例として、
ネットワーク・トポロジーを把握す
るための「ALTO（Application
Layer Traffic Optimization）」や
「 BGP-TE（ Border Gateway
Protocol-Traffic Engineering）
」
、アプ
リケーションに応じて最適経路を選
択するための「PCE（Path
Computation Element）
」をあげた。
そしてSDNが目指すさまざまなユ
スライド 4

ースケースにおいて、OpenFlow と
同様にこれらの自動化プロトコルも
有効に働くとして、スライド 4 を示
し、「SDN の実現により、アプリケ
ーションとネットワークがお互いの
情報をリアルタイムに参照できるよ
うになることで、ネットワーク・オ
ペレーターのサービス、ネットワー
クを利用するアプリケーションの双
方が強化される」とビーズリー氏は
述べ、SDNプロトコルとアーキテク
チャはネットワークコントロール・

スライド 5

ポイントを削減し、オペレーション
の透明性を高め、リアルタイムなフ

ウド・ブラスト、DDoS アタック防

ィードバックを可能にすることで、

止をあげている。

破壊的な改革

て受け入れ、２年以上にわたって研

・スケーラブルなオペレーション
・全体最適

を起こすものとし

究開発、標準化などでリーダーシッ
プをとってきた。SDN のリーダー

SDN をリードするジュニパー

・革新的なサービスのタイムリーな

に求められる２つの要件を満たすベ

提供

SDN の実現に向けた大きな変化

ンダーは我々以外にはない」とビー

を可能にすると、SDN のメリット

の中で、ビーズリー氏は、SDN の

をあげた。

リーダーに求められる要件として、

ズリー氏は強調する。
同氏は、「そもそも 1996 年に創設

なお、SDN べースのネットワー

幅広いネットワークドメインの経

されたジュニパーの創業時の基本理

ク・アプリケーションのユースケー

験と製品ポートフォリオを持つこ

念が、 ディスラプティブ・イノベ

スとして、クラウドコンピューティ

と

ーション

ングのサポート、コンテンツサービ

ベーション＝破壊的な改革を受け入

ーク業界に破壊的な改革を起こしま

スのルーティング、コンテンツのプ

れること

の２点をあげた。ジュニ

した。これからも SDN への投資を

リ・ポジショニング・キャッシュ、

パーは「SDN アーキテクチャに基

継続し、取組みに注力していく」と

データセンター間の負荷分散、クラ

づくネットワークはこれまでにない

語っている。実際、ジュニパーでは
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と、 ディスラプティブ・イノ

であり、当時のネットワ

ビジネスコミュニケーション

2012 Vol.49 No.8

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

を実現できるとしている。
なお、2013 年中には同社の主要
製品ファミリー（MX/EX/QFX）で
OpenFlow 1.3 に対応していくこと
と、BGP-TE、ALTO の製品サポー
トも計画していることも表明した。
ビーズリー氏は最後に、聴講者に
対して SDN の議論、SDN の取組み
を行う業界のダイアログへの参加を
呼びかけた。
スライド 6

「アドバンス・プロトコルの標準
を持ち、それが SDN の世界

化や API、機器の開発といったテク

Nerworking Foundation（ONF）

でも発揮されるとビーズリー氏は説

ノロジー面での作業に加え、SDN

といった業界団体への貢献や標準化

明。実際、ジュニパーのネットワー

の価値がどのようなユースケースに

作業への参加などを積極的に行って

ク製品は当初より、 コントロール

おいて発揮されるのか、また SDN

きている。また最近では、米国ニュ

プレーン

に

によってネットワーク構築や運用の

ージャジー州に OpenLab 施設を設

機能を分離していた。こういった独

ワークフロー、プロセスがどのよう

け、テストベッドや相互運用性等の

自の強みにより、ジュニパーのカス

に変化するのかを分析していくこと

検証に活用している。

タマーは、

も非常に重要である」と強調。エコ

・ネットワークの進化を加速

システムへの参加を要請し、基調講

・サービスやアプリケーションの迅

演を締め括った。

スライド 5 に示すように、Open

ジュニパーでは、スライド 6 に示
すように、創業時からシリコン（チ
ップ）、システム、ソフトウェアと

強み

と

データプレーン

速な展開

いう３つのレイヤーそれぞれで、独

・高い費用対効果

自の革新的な技術と経験に基づく

・スケーラブルなオペレーション

「Interop Tokyo 2012」の「Best of Show Award」において、ジュ
ニパーネットワークスが、2 つの部門でグランプリと特別賞を受賞

【データセンタ＆ストレージ部門】グランプリ
OFX3000-M

した。
中規模データセンター向けに規模、管理能力、パフォーマンスを
向上させる新ソリューションの「QFX3000-M」がデータセンタ
ー＆ストレージ部門でグランプリに、また効率的かつ大規模な融合
型コンテンツ配信を実現する「VXA2000-20G」がパフォーマンス
オプティマイゼーション部門で特別賞を受賞した。

【パフォーマンスオプティマイゼーション部門】特別賞
VXA2000-20G メディアフローソリューション

「Best of Show Award」は、「Interop Tokyo 2012」の出展企業
300 社以上の展示製品・ソリューションを対象とし、IT 業界の専門
家で構成される委員会の厳正な試験を経て授与される。ジュニパー
ネットワークスは、2007 年以降、毎年 Interop Tokyo の Best of
Show Award を受賞している。
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