
CienaのRoute Explorer®製品との併用に対応する設計の
Traffic Explorer®は経路およびトラフィック・フローの分析を統合
ルーティングとトラフィックの挙動をネットワーク全体で可視化できるため、サービス事業
者、企業、官公庁、教育機関は、前例を見ない正確さと速さで、ネットワークを運用、トラブ
ルシューティング、計画、最適化できます。 ネットワーク・エンジニアとオペレーターは、史
上初となる機能として、IPv4とIPv6の複雑なネットワークを個々の装置やリンクの集合体
としてではなく、統合されたシステムとして表示することができます。これにより、ネットワ
ークのアプリケーションとサービスの品質を最高レベルに維持するために必要な設備投
資と運用コストを減らしつつ、ITの効率性や生産性を最大限に高めることができます。

前例を見ないネットワーク規模の可視性
トラフィック・フロー分析製品の多くは「ネットワーク規模」の可視性を謳っていますが、実
際にはネットワークのごく一部のトラフィック統計をリンク単位で見ることしかできませ
ん。 ネットワーク全体のトラフィック・フローを表示して、動的な経路変更と障害がトラフィ
ックの挙動に与える影響を把握できなければ、たとえネットワークの状況をおおまかに把
握するだけであっても、多種多様なリンク・トラフィック統計、SNMP装置のポーリング・デ
ータ、ルーターのコマンドライン出力、ログファイルを手動で関連付けて解釈するしかあ
りません。 これは、問題の原因の速やかな判別、ネットワーク運用の最適化、ネットワーク
の変化や成長の効果的な分析と計画を実施するうえで大きな制約となります。

データシート

Traffic Explorer

機能と利点
•  ルーティングの変更とトラフィッ
ク・フローの障害による影響に対
するアラートとリアルタイムの可
視化により、MTTRを短縮

•  トラフィック・パスをエンドツーエ
ンドで表示してリンクの輻輳を瞬
時に特定

•  レイヤー2とレイヤー3のVPNト
ラフィックの挙動に関するリアル
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

•  計画されたネットワークの変更と
エラー状況をシミュレートしてル
ーティングとトラフィックの挙動に
与える影響を理解することで、サ
ービスの中断を回避

•  トラフィックとルーティングのデー
タ分析結果を見やすく表示して、
ピアリング/トランジット・コストの
最適化、データ・マイニング、グル
ープごとの使用状況のモニタリン
グを実現

•  現在のネットワーク・トポロジー
で事前に新規顧客とサービスを
モデル化し、問題を抑えてより迅
速に対応

•  what-ifルーティング・シミュレーシ
ョンと過去のトラフィック・マトリ
ックスを使用して、エラーのないト
ラフィック・エンジニアリングと正
確な容量計画を実現

•  コンパクトな導入面積、ネットワー
ク負荷の最小化、継続的な自動検
出により、管理のオーバーヘッド
を抑えて価値を早期に実現

図1. Traffic ExplorerはBlue Planet Route Optimization and Assurance（ROA）製品ファミリーのメ
ンバーであり、 Route Explorerの基本ライセンスが必要。
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業界トップクラスの経路分析プラットフォームであるTraffic Explorerは、Route Explorerの
ネットワーク・トポロジーのリアルタイム情報を使用することで、従来のトラフィック分析に
とどまらず、単なるインターフェイス中心のレポート作成以上の機能を提供します。 Traffic 
Explorerを使えば、ネットワーク技術者はプローブを使用することなく、また、ポーリング・
ベースのテクノロジーに伴うネットワーク・オーバーヘッドを増大させることなく、ネットワ
ークのすべてのリンクを経由するトラフィック・フローを他に類のない方法で可視化する
ことができ、効率よく作業できます。 エンジニアは、レイヤー3トポロジー・マップ上に動的
にマッピングされたトラフィック・フロー情報を用いて、ネットワークの「実行状態」のモデ
ルを操作できます。 これには、IGP、BGP、マルチキャスト・トラフィックの他に、レイヤー2
とレイヤー3のVPNだけでなく、TEトンネルを経由するトラフィックが含まれます。 Traffic 
Explorerのネットワーク全体のトラフィックを包括的に表示する機能により、ネットワーク・
エンジニアやオペレーターは他にない方法でネットワーク全体のトラフィックの挙動をリ
アルタイムに確認できるので、あらゆる組織に大きな収益効果がもたらされます。 

優れた原因分析
従来のトラフィック分析ツールとは異なり、Traffic Explorerはトポロジー・ベースのアプロ
ーチを採用しているため、エンジニアは速やかにネットワークの問題を診断して、問題原
因の高度な分析を実行できます。 Traffic Explorerは全てのフローについてネットワーク
の実際のルーティング・パスを把握しているため、オペレーターは疑わしいデバイスやリ
ンクにいちはやく注意を向け、パフォーマンスが低下しているアプリケーションの原因を
速やかに特定することができます。 また、Traffic Explorerは経路変更や障害が起こった場
合に、それによって生じるネットワーク全体のトラフィックへの影響を表示して、多くの場
合にネットワークでホットスポットが発生する原因やアプリケーションのパフォーマンス
に影響する要因となる、トラフィックの変化をハイライト表示します。

従来のトラフィック分析ツールでは、モニタリング対象のリンクの使用率が急上昇したこ
とを検出することはできますが、ネットワーク上の新しいトラフィック負荷が原因なのか、
あるいはネットワークの別の場所で生じた障害や変化に起因して、トラフィックが輻輳リ
ンクに経路変更されたことが原因なのかを判別することはできません。 Traffic Explorer 
は、すべてのリンクにわたってこの疑問の答えを示すだけでなく、アプリケーション、クラ
ス・オブ・サービス（CoS）、トラフィック・エンジニアリング・トンネルごとに、あらゆる経路
変更がネットワーク全体のトラフィックにもたらす影響を示すことができます。

図2. Traffic Explorerの仕組み
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•  主要なトラフィック・ソース（例：
データセンター、インターネッ
ト・ゲートウェイ、WANリンク）に
設置されているルーターからエ
クスポートされたNetFlowデー
タを収集

•  Route Explorerのルーティングと
トラフィック・エンジニアリング
のデータを使用して、ネットワー
ク・トポロジー全体のトラフィッ
ク・フローを計算

•  ネットワーク全体のルーティン
グとトラフィックの実際のデータ
（アプリケーションやCoSの詳
細など）に基づいて、表示、レポ
ート、モデル化を実現

図3. トップ・トラフィックの変更：Traffic 
Explorerは、リンク、BGP 自律システム（AS）、
クラス・オブ・サービス（CoS）ごとに、ユーザ
ー定義のしきい値を超えるトラフィック量の
変化を柔軟に分析して、日次、週次、月次ベー

スで提供

図4. 詳細なフロー分析： Traffic Explorerはリ
ンク、CoS、BGP属性、トラフィック・エンジニ
アリング・トンネルごとにトラフィック量をひ
と目で把握できる詳細な表示を提供
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オペレーターはこの情報に基づいて、サービス・デリバリーに最
も多大な影響を与える状況から優先的に対応できます。 Route 
Explorerは、内部（OSPF、IS-IS、EIGRP）ルーティングと外部BGP
ルーティングの両方を一元的に認識しているので、インターネッ
ト・トラフィックや、ASを越えてネットワーク・コアを横断するその
他のトラフィックで起きている大きな変動の原因を最も正確に分
析できます。これにより、エンジニアは輻輳やサービス低下の問
題をより迅速に解決することができます。

実行状態のネットワークで変更を正確にモデル化
業界で最も正確なネットワーク・モデリング・ソリューションを提
供する「What-if」分析機能により、緊急の問題解決であれ、長期計
画による対応であれ、エンジニアはネットワークの変更による影
響を簡単に予測できます。 既存のモデリング・ツールはオフライ
ンで機能し、以前に取得した、すぐに古くなるネットワーク・トポ
ロジーの「スナップショット」と、控えめに言っても実際のネットワ
ーク・トラフィックの相似にすぎない手動で入力したトラフィック
負荷データを使用します。 これらのモデルは正確性に欠けるた
め、長期計画での使用には適していません。 これに対して、Traffic 
Explorerを使用すると、現時点または過去のデータのいずれの場
合でも、実際のルーティング・トポロジーとトラフィック負荷を用
いて、「実行状態」のネットワーク上で変更をモデル化できます。

エンジニアはTraffic Explorerを使って、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、BGP構成、リンク容量の調整、またはトラフィック負荷の
変化や新しいアプリケーション導入のシミュレーションといったさ
まざまなネットワークの変更をシミュレートできます。 正確かつ
最新のネットワーク・モデルを用いて計画することで、設計者は実
装する前にその変更による実際の影響を把握できます。これによ
り、導入時間を短縮し、予期しない問題の発生を防ぐことができ
ます。 IT部門は、法令順守の要件、またはベスト・プラクティス・プ
ロセスの一環のいずれであれ、手間をかけることなくネットワー
ク・ドキュメントの正確さを維持できます。

全体的な最適化によりパフォーマンス向上とコスト削減を
実現
ネットワーク・マネージャーはTraffic Explorerのユニークな機能
を使用して、これまでにない方法で輻輳リンクなどの問題に対処
すると同時に、投資回収率（ROI）を高めることができます。 他のト
ラフィック分析ソリューションは、ネットワーク・トラフィックについ
て、輻輳リンク以上の分析を行うことはできず、できることと言っ
たら、望ましくないトラフィックの停止、問題のあるアプリケーショ
ンの実行時間のスケジュール変更、ルーター上の優先順位方式
の調整などのアクションを提案することだけです。 このような制
約の多いリンク中心の表示では、ネットワークを狭い視野でしか
管理することができず、最善の対応方法とは言えない局所的な最
適化に終始します。

Traffic Explorerではネットワーク全体のルーティングとリンク使
用率の表示が統合されているため、エンジニアは、輻輳リンクか
ら一部のトラフィック・フローを経路変更する変更のモデル化な

ど、幅広いオプションを検討できます。 多くの場合、エンジニアは
リンク容量のアップグレードにかかる時間の遅れやコストを発生
させることなく、輻輳の問題を容易に解決できます。 また、Traffic 
Explorerをトラフィック・パスの設計に使うことで、トラフィック負
荷のピーク時に発生するパフォーマンスの問題やSLA違反を回
避できます。 ネットワーク全体をグローバルに最適化できるた
め、IT部門は設備投資を減らしつつ、ネットワーク資産の使用率と
サービス可用性を最大限に高めることができます。

ネットワーク全体の容量要件の予測と計画
ネットワーク・マネージャーはTraffic Explorerを用いて、将来的に
ネットワーク全体で必要とされる容量を正確に予測して計画する
ために必要な情報を取得できます。 エンジニアは、過去のトラフ
ィックの傾向をトラフィック量または使用率によって分析して、ア
プリケーション、CoS、ネットワークのすべてのリンク上のトラフィ
ック・エンジニアリング・トンネルに加え、出口ルーター、Nexthop 
ASごとに表示できます。

Traffic Explorerにより、他のツールが提供する標準的なリンク・ベ
ースのトラフィック統計に加え、ネットワーク全体のトラフィック・
マトリックスの分析と操作を実行して、ネットワークのすべての送
信元/宛先のペア間のトラフィック量を表示できます。 細部にわた
って容量を予測するには、トラフィック・マトリックス全体をスプレ
ッドシートにエクスポートして、送信元/宛先のトラフィック量を内
部のイニシアチブまたは予測される負荷に基づいて調整してか
ら、更新されたマトリックスをインポートしてネットワーク全体の
リンクの使用率への影響を確認します。

新しいアプリケーションの導入については、予想されるトラフィッ
ク負荷を既存のトラフィック量に追加して、その結果として生じる
各リンクのトラフィック負荷を表示することにより、導入前に「実行
状態」のネットワーク上で正確に「テスト」できます。 エンジニア
は、潜在的なホットスポットをアプリケーションやCoSごとに速や
かに特定して、輻輳リンクを迂回するようにトラフィックを経路変
更することで不要な帯域アップグレードを行わないで済むのか、
あるいは追加の容量が必要になるのかを判断できます。

有益なピアリング分析とモデル化
サービス事業者は、ピアリングとトランジットのトラフィックを最
適化することで、運用コストを大幅に削減できます。 エンジニア
は、ピアリングまたはトランジットのトラフィックをモニタリングす
る機能など、Traffic Explorerが提供する最も包括的な機能セット
を利用できます。これらの機能により、トラフィック量が契約の範
囲内であることを確認したり、新しいピアリング関係を分析、特定
して、収益性を見極めたりできます。

トラフィックを有償のトランジットから無償のピアリングに移動さ
せる場合でも、複数のトランジット・プロバイダー間でバランスを
取る場合でも、Traffic Explorerは、オペレーターが自社のピアリン
グ・トラフィックを最適化して、収益を最大化するために必要な情
報を提供します。
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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。 Traffic 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。 

Traffic Explorerは、ピアリング・トラフィックをモニタリングして分析できるだけでなく、ネ
ットワークに対する変更を正確にモデル化できるという点で他に類を見ないプラットフォ
ームです。これにより、エンジニアは実際に変更を実装する前にピアリングまたはトランジ
ットのトラフィックに対する影響を把握できます。 実際のトラフィック負荷がどのような影
響を受けるかを知ったうえでBGP設定を変更し、既存のプロバイダーまたは潜在的な隣
接プロバイダー間でトラフィックを移動させることができます。 また、新規のピアリング関
係をシミュレートできるので、オペレーターは自社のネットワーク全体でトラフィックが受
ける影響を把握できます。 Route Explorerは、ルーティング全体（IGPとBGPの両方）をエンド
ツーエンドで認識するため、サービス事業者は、関連性のない変更をネットワークのコアに
加えた場合に生じるピアリングとトランジットのトラフィックへの影響も判別できます。

問題が起きてから対応するのではなく、予防が大切
エンジニアは、Traffic Explorerを使用して障害の影響分析を実行して、自社のネットワー
クがさまざまな状況にどの程度対応可能であるかを簡単に示すことができます。 対話型
のトポロジー・マップをクリックするだけで、リンクやルーターの障害をシミュレートして、
ネットワーク全体のすべてのリンク経由のトラフィックへの影響を確認できます。 オペレ
ーターは、ネットワークの冗長性を確認するだけでなく、カスケード障害のシナリオを含
め、さまざまな障害シナリオにおけるリンクの負荷を予測できます。 バックアップ経路が
存在しないか、望ましいものではなかった場合、エンジニアは障害が発生したときに正常
な運用を維持できるように、経路指定したネットワークへの変更をモデル化して、サービ
ス・デリバリーを確実に継続することができます。 Explorer Suiteが提供するネットワーク
全体のルーティング・トラフィックとパフォーマンスの正確な分析から、サービス中断を予
防し、ITの問題に最大限に備えるために役立つ、潜在的な問題に関する優れたインサイト
を得られます。

ネットワーク問題の最大の原因である定期的なメンテナンス作業を最小化
調査によると、定期的なメンテナンスで生じた構成ミスが、ネットワーク・サービスの中
断やダウンタイムを引き起こす主要な原因の1つであることが明らかになっています。 
Route ExplorerとTraffic Explorerを併用することで、ネットワーク・エンジニアは、ネットワ
ーク・ルーティンやトラフィックに関する正確な情報を取得して、トラブルのない効率化さ
れたメンテナンス作業を実施できます。

ネットワーク・マネージャーは、ユーザーの苦情によって初めて問題に対応するのではな
く、実際に作業を行う前にサービスからリンクやルーターを除外した場合の影響を理解
し、ルーター構成の変更の結果を正確に予測し、変更を実装する前と後でネットワークの
状態を比較して記録して、メンテナンス作業の完了後にネットワークが正常に稼働してい
ることを検証できます。

図5. ルーティングとトラフィックの計画： 
Explorerのモデリング・ツールを使用して、ネ
ットワークの実際のルーティングまたはトラ
フィックに対する追加、変更、または障害をシ
ミュレートして、比類ない正確さでネットワー

クの挙動を予測、計画、分析

図6. ヒストリー・ナビゲーター： Traffic 
Explorerによる、任意のリンクにおけるトラフ
ィック傾向の分析、トラフィックの増大または
ネットワークの変更のシミュレートによる容
量計画、過去のトラフィックとルーティング・イ
ベントの確認による断続的な問題または過

去の問題の解決
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