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製品概要

ネットワーク運用者が、ユーザー エ
クスペリエンスを強化する手段とし
てデジタル コヒージョンに備える際、
現在および今後のトラフィックニー
ズを効果的に処理しながら、ビジネ
ス目標を達成するために役立つ、高
性能のエッジ ソリューションが必要
となります。

MX10003 は、スペースと電力が最適
化された筐体で超高密度と高性能を
実現する、クラウドグレードのエッ
ジ ルーターです。従来および最新の
ネットワーク アーキテクチャをシー
ムレスにサポートしながら、損益を
出すことなく、幅広いビジネス サー
ビス、住宅サービス、モバイル サー
ビス、ケーブル サービス、データ セン
ター、クラウド サービスを提供でき
ます。

 

製品説明 
サービス プロバイダおよびクラウド事業者は現在、ユーザー エクスペリエンスを向上させるための

手段として、インフラストラクチャに投資し、デジタル コヒージョンに向けて備えています。同時に、

クラウド時代に合った規模の性能、効率性、俊敏性を実現するためにネットワークを構築しています。

このようなビジネス目標を達成しながら、非常に競争の激しいそれぞれの市場で成功するには、新し

い技術や成長への投資を無駄にしない進化を実現しながら現在のニーズに対応する、ソフトウェア中

心のエッジ ソリューションが必要となります。

このエッジ ビジョンを実現するには、ユビキタス ビデオ コンテンツやメディアを多用したビジネス 

サービスによるトラフィックの増加、さらに、モノのインターネット、コネクテッド カー、スマー

ト シティなどの新しい技術トレンドによって見込まれるトラフィックの増加に対応するのに十分な

密度とスループットを備えた、サービス中心のプラットフォームが必要です。

Juniper Networks® MX10003 3D ユニバーサル エッジ ルーターは、費用対効果の高いクラウドグ

レードのプラットフォームです。スペースと電力を最適化したパッケージに搭載された超高密度の 

10 GbE、40 GbE、100 GbE 接続により、進化のエッジに対応するとともに、サービス プロバイダ、

モバイル通信事業者、Web 規模の運用事業者、MSO（マルチサービス運用者）のメトロ イーサネッ

トに関するニーズに対応します。わずかラック 3 ラック ユニット（3 U）で 4.8 Tbps というスループッ

トを実現し、他に類を見ないエッジ ルーター密度および性能を備えています。しかも、わずか 0.8 

W/Gb というスループット消費です。

MX10003 には、同じプログラマブル チップセット Junos Trio、および、MX シリーズ 3D ユニバー

サル エッジ ルーターの全製品を動作させる Juniper Networks Junos® オペレーティング システムが

採用されています。これには、およそ 20 年間に及ぶ Juniper R&D への投資と、ネットワークの経済

性を変革したイノベーションが活用されています。主な機能としては、高度な自動化の包括的スイー

ト、将来の自律運転型ネットワークの基盤となるテレメトリ機能、ラインレート 100 GbE の 

MACsec（Media Access Control Security）暗号化、統合化された高度なタイミングがあります。

MX10003 は、サービスの集中、高いスループット、スペースおよび電力の効率化による高密度を同

時に実現しています。ネットワーク運用者がこのルーターを導入すれば、高度にネットワーク接続さ

れた世界が直面する課題を解消し、様々なサービスやアプリケーションを提供して収益をあげること

ができるようになります。

MX10003 3D ユニバーサル
エッジ ルーター

http://www.juniper.net
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アーキテクチャと主要コンポーネント
ルーティング エンジン
MX10003 に搭載されているデュアル冗長構成のルーティング エンジン

（RE）は Junos OS で動作し、ルーティング プロトコルの処理や、ルー

ター インターフェイスの制御、コントロール プレーンの機能（シャー

シ コンポーネントとシステムの管理、ルーターへのユーザー アクセス

など）のすべてを管理します。これらのプロセスを実行するカーネルは、

帯域幅の大きい専用管理チャネルを通じてモジュラー ポート コンセン

トレータ（MPC）上のパケット フォワーディング エンジン（PFE）と

情報をやり取りするので、コントロール プレーンとフォワーディング 

プレーンは明確に分離されます。

モジュラー ポート コンセントレータと 
モジュラー インターフェイス カード
MX10003 には第 3 世代のプログラマブル チップセットである Trio が搭

載されており、高密度の筐体でこれまでになかった帯域幅を実現してい

ます。MPC（モジュラー ポート コンセントレータ）は、幅広いルーティン

グ、スイッチング、インライン サービス、加入者管理、HQoS（階層型サー

ビス品質）など数多くの機能を備えています。また、MIC（モジュラー イン

ターフェイス カード）をホストします。MIC はネットワーク接続を提供

するとともに、100 GbE、40 GbE、10 GbE の各インターフェイスを組

み合わせることで（ブレークアウト ケーブルを使用）、個別の接続要件

に柔軟かつ効率的に対応できます。

電源
MX10003 の電源サブシステムと温度管理サブシステムは、高度なテク

ノロジにより、拡張性や機能を制約することなく、電源効率を最適化し

ます。電源サブシステムは回復力の高い構成になっており、電源全体と

電源ケーブル フィードが冗長化されています。

Junos OS

Junos OS は、信頼性に優れ、高パフォーマンスなモジュール式ネット

ワーク オペレーティング システムです。ジュニパーの物理ルーティン

グおよび仮想ルーティング、スイッチング、セキュリティのプラット

フォームのすべてでサポートされており、ジュニパー ベースのネット

ワークの実装と保守に必要なコスト、複雑さ、リソースを削減します。

Junos OS は、セキュアなプログラミング インターフェイス、Juniper® 

Extension Toolkit（JET）、様々なスクリプティングのサポート、一般的

なオーケストレーション フレームワークとの統合によって、継続的な運

用と DevOps スタイルの管理に対応した柔軟性の高い選択肢を提供し、

サービス プロバイダがネットワークからより高い価値を引き出せるよう

に支援します。

Junos OS について詳しくは、http: //www.juniper.net/jp/jp/products-

services/nos/junos/ をご覧ください。

特長とメリット
業界屈指のポート密度
MX10003 はフル機能搭載のシングル シャーシ エッジ ルーターで、筐

体は高密度でコンパクトです（表 1 を参照）。

表 1：MX10003 最大ラインレート ポート密度

インターフェイス MPC 別ポート密度 シャーシ別ポート密度

10 GbE 72 144

40 GbE 18 36

100 GbE 12 24

優れたネットワーク可用性
ハードウェア機能とソフトウェア機能を総合的に備えた MX10003 は、

3 U のエッジ ルーターで最高水準のネットワーク可用性を実現し、1+1 

のコントロール プレーン冗長化および N+1 の電源モジュール冗長化を

サポートしています。また、バーチャル シャーシ テクノロジによって

シャーシレベルの冗長性をサポートし、相互接続された 2 台のルー

ターを 1 台のデバイスとして管理できます。

ソフトウェアの観点からは、Junos OS が各プログラムを個別の保護メ

モリ スペースで独立して動作させ、各プロセスの相互干渉を防止してい

ます。統合型 ISSU（統合型稼働中ソフトウェア アップグレード）対応で、

無停止で OS をアップグレードできます。また、GRES（グレースフル 

ルーティング エンジン スイッチオーバー）および NSR（ノンストップ 

アクティブ ルーティング）によりコントロール プレーンを保持するこ

とで、いずれかの RE が停止した場合でも、トラフィックを中断するこ

となく継続してパケットを転送できます。

優れた電力設計と効率性 

MX10003 は電力設計および効率性に非常に優れており、様々な条件下

で、わずか 0.8 W/Gb の消費電力でシャーシを正常に稼働させます。こ

のことは、次世代のネットワーク要素のことを考えた場合に非常に重要

です。各シャーシ コンポーネントの電力および温度を監視し、電力また

は温度がしきい値を超えると、インターフェイスやコンポーネントを

シャットダウンします。

Junos Telemetry Interface

プログラマブル チップセット Junos Trio を使用して、電力を監視すると

ともに、コンポーネント レベルでデータを収集します。また、Junos 

Telemetry Interface を使用して、このデータをモニタリング、分析、 

パフォーマンス管理の各アプリケーション、さらにはジュニパー  

ネットワークス NorthStar Controller のような PCE（Path Computation 

Element）まで、スケーラブルな方法でストリーミングします。この 

派生テレメトリ情報により、輻輳の現状と傾向、リソース利用状況、 

トラフィックの量、レイテンシ、遅延が特定されるため、サービス プロ

バイダが問題の検出、ネットワークの設計、最適化、投資に関する意思

決定を行うのに役立ちます。

http://www.juniper.net/jp/jp/products-services/nos/junos/
http://www.juniper.net/jp/jp/products-services/nos/junos/
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タイミングの統合
MX シリーズ ルーターは、ハードウェア ベースのタイミングをサポー
トしています。これは拡張性と信頼性の面できわめて優れており、同期
イーサネットの周波数、PTP（高精度時間プロトコル）の周波数および
位相同期など、非常に厳しい LTE 要件も満たしています。同期イーサ
ネットおよび PTP を「ハイブリッド」モードで組み合わせることで、
LTE-Advanced に必要な最高水準の周波数（10 ppb）および位相精度

（<1.5 uS）を達成できます。これにより外部クロックが不要となります。

Junos Fusion Provider Edge 

Junos Fusion Provider Edge により、ジュニパーネットワークスの 

EX4300 イーサネット スイッチとサテライト デバイスとして機能する 

QFX5100 データ センター スイッチング プラットフォームに対応し、
コスト効率に優れた 1 GbE のアグリゲーション デバイスとして、MX  

シリーズ ルーターを機能させることができます。すべてのアグリゲー
ション デバイスおよびサテライト デバイスは、単一の IP アドレスで管
理される、ポートが集約された単一のプラットフォームとして扱えます。
これにより、MX シリーズ ルーターによってサポートされるネットワー
ク インターフェイスの数が大幅に増えるとともに、フル機能のサポート

によって運用が簡素化されます。

Junos Automation Toolkit 
Junos Automation Toolkit（Junos OS ソフトウェアに同梱）は、ジュ
ニパーネットワークスのすべてのスイッチ、ルーター、セキュリティ デ
バイスでサポートされているツール群です。これらのツールを使うこと
で Junos OS のネイティブ XML 機能を利用できます。これには、
commit スクリプト、OP スクリプト、イベント ポリシー /スクリプト、
運用タスクおよび設定タスクを自動化するうえで役立つマクロが含まれ
ます。自動化により、反復性の高い運用タスクおよび設定タスクを実行
することで時間が節約され、トラブルシューティングが迅速化されます。
また、潜在的な問題をオペレーターに警告し、システム イベントに自動
的に応答することで、ネットワークの稼働時間を最大限確保します。

用途と使用事例
ビジネス エッジ
MX10003 は大企業で必要な 10 GbE インターフェイスおよび 100 GbE 

インターフェイスを備えています。また、包括的な VPN ツールキット
が用意されており、革新的なビジネス サービスに必要とされる標準ベー
スの機能豊富なセキュア インターネットワーキングに対応します。基本
的な L2/L3 VPN および VPLS（仮想プライベート LAN サービス）に加
え、拡張 VPN サービスもサポートしています。これらの拡張 VPN サー
ビスとしては、QoS（サービス品質）による音声およびビデオの VPN 

トラフィックに対する優先度付けのほか、異なる L2 アクセス ネットワー
クに接続する L2 VPN インターネットワーキング、豊富な IP/MPLS 機
能などがあり、サービスをカスタマイズし、SLA（サービスレベル契約）を
遵守できます。

メトロ イーサネット
MX10003 は、多彩なルーティング機能およびスイッチング機能を備え
ており、メトロ ネットワークとアグリゲーション ネットワークを強力に
サポートします。これによりネットワーク運用者は、ビジネス上および
技術上のニーズと目標に最適な導入モデルを選択できます。IP/MPLS 

VPN エッジ ルーター、VPLS ルーター、MPLS ラベルスイッチング ルー
ター（LSR）、あるいはレイヤー 2 イーサネット スイッチまたはレイヤー 

3 IP ルーターとして MX10003 を導入できます。また、イーサネットの 

OAM（運用、管理、保守）に必要な数多くの機能にも対応しており、
MEF（メトロ イーサネット フォーラム）から認定を受けています。

分散型ブロードバンド ネットワーク ゲートウェイ
MX10003 は、分散型 BNG（ブロードバンド ネットワーク ゲートウェイ）
アーキテクチャにおいては、本社や各拠点への導入に最適な、設置面積の
小さい BNG として機能します。高加入者密度および HQoS サポートなど、

現行の MX シリーズ ルーターの BNG 機能パリティを保守します。

データ センター 

MX10003 は、データ センターのゲートウェイ ルーターとして導入し、
データ センターの相互接続に利用することができます。高密度の 10 

GbE および 100 GbE の各インターフェイス、さらに L2/L3 VPN、
MPLS-over-GRE による動的トンネリング、VXLAN（Virtual Extensible 

LAN）のカプセル化、GRE サポートなどの重要な機能を搭載しており、
多彩なルーティング機能およびスイッチング機能を備えています。これ
によりネットワーク運用者は、ビジネス上および技術上のニーズに最適
な導入モデルを選択できます。

IP ピアリング
電力を最適化し、コンパクトな 3 U の MX10003 は、供給されている電
力およびスペースに基づいて費用が発生するコロケーション ファシリ
ティに最適です。コントロール プレーン スケールが高く、インライン 

フロー監視、セグメント ルーティング、BGP、GRE などの多くの機能を
サポートする IP ピアリング機能およびルート リフレクション機能をサ
ポートしています。

仕様
物理仕様

• 外形寸法（高さ x 奥行 x 幅）：13.25 x 76.2 x 48.26 cm 

（5.217 x 30 x 19 インチ）

• 気流：フロントツーバック

• ファン トレイの数：4

• 最大重量（概算）：54.43 kg（120 ポンド）

• システム マウント：4 ポスト ラック マウント

• ラック ユニット：3

ジュニパーネットワークスのサービスとサポート
ジュニパーネットワークスは、高性能なサービス分野のリーダーであり、
高性能ネットワークの高速化、拡張、最適化を目指しています。当社の
サービスをご利用いただくと、コストを削減し、リスクを最小限に抑え
ながら、業務効率を最大限に高めることが可能となり、ネットワークへ
の投資から早期に利益を得ることができます。ジュニパーネットワーク
スは、ネットワークを最適化することで、必要な性能レベルや信頼性、
可用性を維持し、卓越した運用を保証します。詳細については、 
https: //www.juniper.net/jp/jp/products-services/ をご覧ください。
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ジュニパーネットワークスについて
ジュニパーネットワークスは、ネットワークの経済性を一新する製品や

ソリューション、サービスを提供することで現状の課題に挑戦していま

す。当社のチームは顧客やパートナーと協力してイノベーションを促進

し、拡張性とセキュリティに優れた自動ネットワークを開発して、俊敏

性、パフォーマンス、価値を提供しています。詳細な情報は、ジュニパー

ネットワークスを参照するか、Twitter や Facebook からジュニパーに

お問い合わせください。
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