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ジュニパーは、2013 年 1 月 17 日に、企業やサービスプロバイダーが従来のネットワークアーキテクチャから SDN に移行するた
めの包括的なビジョンを発表した。ジュニパーは、SDN に対する戦略として、6 つの原則、4 つのステップ、1 つのライセンスモ
デルを掲げており、「6-4-1 戦略」と呼んでいる。
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図 1 ジュニパーの SDN 戦略： 6-4-1
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図 2 プレーンの分離： 4 プレーンモデル
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図 3 draft-marques-l3vpn-end-system のアーキテクチャ
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図 4 1-tier/2-tier アーキテクチャ
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サービスを提供する際、サービス毎
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業界標準の x86 ベースのアプライア

に独立したアプライアンス製品を組
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ATCA ベースのプラットフォームを
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ーリングやパフォーマンスを提供し

従来は各 MCG 毎に管理が必要であ
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（図６）。
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図 5 ジュニパーの EPC ソリューション
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置する環境では、vMCG の構成要

ロールプレーンを分離し、フォワー

素である MX ルータ上で S-GW/P-

ディングプレーンは ASIC での高速

また、JVAE を MX ルータから地
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転送を追求する一方、コントロール

理的に離れた場所（データセンタ等）

である。

プレーンは仮想化して JVAE 上で柔

に設置することで、サービス処理の

ジュニパーが目指すゴール

軟にスケーリングやパフォーマンス

ためのリソースをプールし、必要に

ジュニパーは EPC 全体を仮想化
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ためのアーキテクチャ基盤の提供を

トフォームであり、CGNAT や DPI
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られず、複数のサービスを柔軟に組
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図 8 将来的なサービス提供の枠組み
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