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キャリアネットワークの新世界へ

アクセス／エッジでオープンソース活用も

ホワイトボックスが網全域へ

図表
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OS/ ソフトウェアを入れ替えられるホワイトボックス装置の適用領域は、今や
するネットワーク構築の“新流儀”
が浸透し始めた。
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キャリア網全域に広がっている。コスト最適化と迅速な新機能開発を可能に
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取り組みも始まっている。
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湾の ODM メーカーが製造している。
「TIPと参画企業の協力関係がすごく
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