
業界をリードするIP経路分析システムのRoute Explorer®は、企業および
サービス事業者の極めて重要な複雑化している現在のネットワークを管
理するネットワーク・エンジニアとオペレーター向けに設計されています。
ネットワーク全体の動的ルーティングの動作を可視化するRoute Explorerにより、診断が
難しいネットワークの問題の速やかな特定と解決、トラブルのない効果的なネットワーク
の保守、ネットワークの変更と最適化の容易で正確な計画が可能になります。 

IP経路分析 – 極めて重要な現在のネットワークの必須機能
IPは、問題が発生した時点でトラフィックを自動的に経路変更するインテリジェンスを備え
ているため、IPネットワークは常に変化しています。 ネットワーク・エンジニアとオペレー
ターは、Route Explorer以前には、ネットワーク全体のルーティング動作をリアルタイムに
可視化する方法を持ち合わせていませんでした。

IPネットワークの論理的なレイヤー3の動作を視覚化、モニタリング、分析して、変更をモ
デル化できなければ、ルーティングの専門家は、問題の特定と修正、メンテナンス・アップ
デートの実行、ネットワーク・アップグレードの計画において、エラーが多発する、煩雑で
手間のかかる手作業に依存しなければなりません。 その結果として、予見できないダウン
タイム、過度の運用コスト、問題解決の長期化、生産性の喪失が生じます。

データシート

Route Explorer

機能と利点
•  IPルーティングの障害、異常、冗長性
の喪失を速やかに特定および診断
して、ネットワーク・サービスの可用
性と顧客満足度を向上

•  複雑なIPネットワークの問題を速や
かに特定して、MTTRの短縮および
運用とエンジニアリングの生産性の
向上を実現

•  レイヤー2とレイヤー3のVPNル
ーティングの変化に関するリアル
タイムと過去のデータの表示によ
り、SLAの責任の所在の曖昧さを
排除

•  意図しない結果が生じないように、
計画的なネットワークの変更をメ
ンテナンス・ウィンドウの前にシミ
ュレート

•  現在のネットワーク・トポロジーで
新規顧客とサービスを予め正確に
モデル化し、問題の発生を抑えてよ
り迅速に対応

•  BGPルーティングを視覚化して、ピ
アリング関係を把握して最適化

•  what-ifルーティング・シミュレーショ
ンを使用して、エラーのないトラフィ
ック・エンジニアリングを実現

•  ネットワーク全体のルーティング動
作を予防的に調整し、トラフィック配
信に影響を与える可能性がある最
適化されていない状態を特定し、ネ
ットワーク品質を改善

•  コンパクトな設置面積、容易な構成、
低い管理オーバーヘッドにより、ROI
を早期に実現

図1. Route Explorerは、Blue Planet Route Optimization and Assurance（ROA）ファミリーの基礎を
なす製品です。 スタンドアロンで使用することも、他のROA製品と併用することもできます。

Route Explorer®

SDNトラフィック・
エンジニアリングとパス・
プロビジョニング

Performance ExplorerTraffic Explorer®

Route Optimization and Assurance
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Route Explorer – ネットワークと同じ視点でネットワークを見る
Route Explorerは、IPコントロール・プレーンのインテリジェンスを活かして、ネットワー
ク・エンジニアとオペレーターが従来にない方法でネットワークの動的な動作を視覚化し
て理解できるようサポートします。 ネットワーク全体のトラフィック・フローを指定するル
ーティング・プロトコルをモニタリングするRoute Explorerは、ルーターからネットワーク
を眺めるときの視点を組み立てて、トポロジーの変化と経路をリアルタイムに計算して表
示します。 IPレイヤーで接続が失われた場合、直ちに検出が行われ、対応処置を促すアラ
ートが管理コンソールに送信されます。 従来のSNMPベースの管理システムでは見過ご
されていたけれど、ネットワークの可用性とパフォーマンスに影響を与える、ルーティング
の不安定さや変化を数秒以内に視覚化できます。これにより、サービス中断をいちはやく
検知または予防して、修復時間を短縮することができます。

Route Explorerはトラフィックを転送しないため、ボトルネックや障害ポイントになること
はなく、ネットワーク・インフラに与える負荷は実質的にゼロであると同時に、あらゆる規
模のネットワークに合わせてスケーリングすることができます。 わずか数時間で簡単にイ
ンストールできるRoute Explorerは、非常に短時間で価値を実現します。

複雑なIPネットワークのリアルタイム・モニタリングと分析
Route Explorerは、サービス事業者と企業の現在のネットワークで広く使用されているす
べてのルーティング・プロトコルをサポートする、唯一のIP経路分析システムです。 ネット
ワークが、複数のプロトコルを実行している場合であっても、複数のドメインや自律シス
テム（AS）に接続されていても、あるいはルーティング・プロトコルに制御されないスタテ
ィック・ルートを使用していたとしても、ネットワーク・エンジニアは、1台の物理または仮
想のRoute Explorerシステムを使用して、ネットワーク全体のルーティング構成をシーム
レスな1つのトポロジー・マップとしてリアルタイムに表示できます。 Route Explorerは、
何千台ものルーターや複数のインターネット・ルーティング・テーブルを保持する最大規
模のネットワークに合わせてスケーリングします。

ハイライト
IPネットワークのリアルタイムによる視
覚化とモニタリング
•  エンドツーエンドのパス、リンク、ル
ーティング・プレフィックスを含む、リ
アルタイムのルーティング・トポロジ
ー・マップを計算して表示

•  OSPF、IS-IS、EIGRP、BGP、スタティ
ック・ルーティングをサポート。 アド
オン・モジュールを使ってRSVP-
TE、SR-TE、L2VPN、L3VPN、マルチ
キャストをサポート

レイヤー3の問題の検出、分析、診断
•  SNMP管理ツールによって突き止
められないルーティングの問題を
検出

•  遡ることができる包括的なルーティ
ング・イベント履歴を記録して、トラ
ブルシューティングの時間を短縮

ユーザー定義の広範なアラートとレ
ポート
•  重要なルーティング・パスとプレフィ
ックスの変化をモニタリングして、E
メール、SNMPトラップ、Syslogメッ
セージによってアラートを送信

•  ルート・フラッピング、インターネッ
ト・ルーティング・テーブルの大規
模な変更、リンクの状態の変化な
ど、ルーティングの極めて重要な正
常性メトリックに関する詳細レポー
トを生成

•  包括的な「パス・レポート」機能によ
り、ルーティングの正常性を予防的
に監査

実行状態のネットワークで障害と変更
をモデル化
• 「実行状態」のネットワークへの変
更をシミュレートして、計画的な変
更または潜在的な障害に対してネ
ットワークがどのように反応するか
正確に判断

•  ルーティングの変更をモデル化し
て、ネットワークの冗長性、ディザス
ター・リカバリー、ネットワークのア
ップグレードを最適化

インストールが容易でスケーラブルか
つネットワークに対して低負荷
•  数時間でインストールを完了して、
ネットワーク全体を数分で可視化。
コストのかかるソフトウェアのカス
タマイズが不要であるため、価値を
早期に実現して、TCOを大幅に削減

•  ネットワークへの負荷が実質的にゼ
ロであり、制限のない拡張性を実現

図2. 1台の物理または仮想のRoute Explorerアプライアンスを使用して、複数の自律システムにわ
たり、OSPF、IS-IS、EIGRP、BGPのルーティング・プロトコルを実行している複雑なIPネットワークを

同時にモニタリングおよび分析

AS3 (OSPF)

AS1 (OSPF)

AS4 (EIGRP)

BGP

BGP

IGP接続

BGP

BGP

BGPルート・
リフレクター BGPルート・

リフレクター・
クライアント

AS2 (IS-IS)

Route Explorer®

IGPルーターの隣接関係
IGPルーティング・ピアリング
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図3. ネットワーク・チームはRoute Explorerのカスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、最も重要なメトリックをリアルタイムにひと目でわかるよ
うに可視化して、潜在的な障害と異常を速やかに特定して予防的なネットワーク管理を実現

カスタマイズ可能なダッシュボードとワークフローのドリル
インによる予防的なサービス保証の促進
運用スタッフは、カスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、
アップ/ダウン・ルーター（インターフェイスのパケット転送機能
に基づく）、アップ/ダウン・リンク、アップ/ダウン・プレフィックス
（IPv4とIPv6）、プレフィックス・イベントなどの重要なメトリック
をわかりやすく可視化できます。 SNMPのみを使用する従来の
ツールとは異なり、すべてのイベントがリアルタイムに記録され
ます。 使いやすい検索機能により、ネットワーク・チーム・メンバ

ーは送信元と宛先（ルーターID、顧客名または場所、ターゲット・
ドメイン名など）の間のプライマリー・パスとセカンダリー・パス
を瞬時に表示して、報告されているサービスの問題を迅速に優先
順位付けできます。 ホップバイホップ・パフォーマンスのメトリッ
クやその他のコンテキスト分析により、選択したパスのミニ・マッ
プをドリルイン表示して、トラフィックがベースライン・レイテンシ
ーの逸脱、不安定なルーティング、停止に陥っていないかどうか
を判断できます。
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図4. 問題が発生した過去の時点までネットワーク・イベントを遡ることが可能なRoute Explorer。 特定の期間を選択すると下のグラフのコンテキスト・
データが更新され、 ドリルダウンして詳細を表示することで、サービス・トラフィックに影響が生じたときにネットワーク全体のルーティングがどのよう

な状態であったかを確認

「ネットワークDVR」を使ったトラブルシューティングにより
運用コストを大幅に削減
ネットワーク・オペレーターとエンジニアはMTTR全体に最も深刻
な影響を与える複雑なネットワークの問題はそれほど多くないと
認識していますが、管理者はこれらの問題が運用コストを押し上
げてエンドユーザーへの応答性を低下させると考えています。 エ
ンジニアとオペレーターは、ネットワーク全体のルーティングのす
べての変更履歴を記録する、他に類のない機能を提供するRoute 
Explorerを使用して、コストが発生する問題を根本的に解決でき
ます。 すべてのルーティング・イベントが記録され、あらゆる時点
に遡って機能を再生できます。 ユーザーは、ネットワーク全体ま
たはL2/L3VPNやTEトンネルなどのオーバーレイ・サービスを含
むエンドポイント間の選択したパスのルーティング動作を表示す
ることができます。 検出するのが難しい断続的な問題も迅速に特
定して、問題原因を診断できます。

包括的なレポートと診断機能により、問題を簡単に分離し
て、傾向を表示
過去の任意の時点の柔軟なレポートを生成できるので、ネットワ
ークのパフォーマンス全体を把握すると同時に、潜在的な問題が
発生している領域を速やかに分離できます。 早期に異常に気付
くことで、ネットワークの問題を回避または解決できる場合が多
くあります。 ネットワークの保守と計画においてレポートのデー

タを使用できるので、傾向の把握、ネットワークの変更と拡張の
計画、計画的な保守での変更の確認に役立ちます。 また、Route 
Explorerは、特定のルーティングの状態までドリルダウンして問題
原因を判別できる、きめ細かい分析が可能な診断ツールを提供
します。

IPルーティング分析レポートの例

• ルーティング・ステータス

• ルーティングの安定性

• ルーティングの比較

• パス・レポート

• ルーティング情報ベース（RIB）ブラウザ

•  RIBの比較

診断ツールの例

• BGPの問題原因分析

• BGPルーティングの視覚化

• ルーティング時間の比較

• プレフィックスの診断

• イベント分析
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図5. エンジニアリングとピアリングのアナリストは、BGPルーティングのRIBを視覚化するRoute ExplorerのBGP RIB Visualizationを使用して、ネットワ
ークにおけるBGPルーティング動作の把握、ルーティング・ポリシーとピアリングの評価、情報に基づいたピアリングの意思決定を実行

図6. エンジニアはRoute Explorerを使用して、ネットワークの変更（例：新しいルーティング・ピアリングを追加した後でネットワーク全体の影響を把握）
をモデル化。 このケースでは重要な経路が受ける影響を容易に確認できます。

「実行状態」のネットワークへの変更を正確にモデル化
ネットワーク停止の多くは、設定ミスが原因で起こります。 エンジ
ニアは、Route Explorerを使用して実装前にネットワークの変更
をモデル化することで、単純な設定ミスによる停止にとどまらず、
ルーティングの変更後でなければ明らかにならないネットワー
ク・アーキテクチャーの誤りによる停止を防ぐこともできます。 ル
ーター、インターフェイス、ピアリングの追加や障害、プレフィック
スの追加や移動、IGPメトリックやBGP設定の調整などのさまざま

な変更をシミュレートできます。 データセンターの移行/統合、デ
ィザスター・リカバリー計画、変更の検証テスト、障害の影響、冗
長分析などの重要なイニシアティブを容易かつ正確に実行でき
ます。 Route Explorerは、ルーティング・プロトコルを継続的に記
録してネットワーク・トポロジー・マップを自動的に更新するため、
モデルを維持または更新する作業が不要であり、日常的に使用で
きる十分な容易さと迅速さを備えたモデル化を実現します。
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Blue Planetへ今すぐアクセス

アラートにより重大な問題の可能性をリアルタイムに認識
Route Explorerでは、特定のルーティング・イベントや問題のある
領域をモニタリングして潜在的な障害を早期に通知する、広範
なアラートを選択的に有効化できます。 アラート通知は、Route 
Explorerのコンソールで表示、SNMPベースのネットワーク管理シ
ステムへ送信、Syslogに記録できるため、総合問題レポートを作
成して管理できます。

アラートの例

• パスの変更

• BGP ASパスの変更

• プレフィックスの状態の変化

• ルーターの状態の変化

• IGP隣接関係の状態の変化

• BGP ASパスの冗長性

• BGPプレフィックスのフラッド

• BGPプレフィックスの不足

分析とインテ
リジェンス

インテント・
ベースのポリシー

テレメトリー

自動化
ビッグデータお
よびスモールデ

ータの両方に基づく
予測分析と機械学習

オープンなドメイン
制御とマルチドメイン・
オーケストレーション

ソフトウェア
制御と自動化

Adaptive
Network

プログラマブル
なインフラ
仮想と物理のネットワーク・
リソースの動的なプール
（機能化、オープン性、
拡張性、安全性）

Adaptive Network 
Adaptive Networkは、ネットワーク事業者の新たな目標の最
終的なあり方を示すCienaのビジョンです。 Adaptive Network
は、分析/インテント・ベースのポリシー主導の自動化を活用
して、ネットワークへの負荷と需要を常時評価することによ
り、迅速なスケーリング、自己設定、自己最適化を実現します。 
Adaptive Networkは、次の3つの基本的なエレメントを基盤と
します： プログラマブルなインフラストラクチャー、分析とイン
テリジェンス、ソフトウェア制御と自動化。 Route Explorerを含
む、Blue Planet Route Optimization and Assurance製品は、ソ
フトウェア制御と自動化において重要な役割を果たします。
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