
仮想光トランスポート制御の背景

通信サービス・アプリケーションの

多様化・大容量化，情報通信網のラ

イフライン化，事業形態の多様化等を

背景に，仮想化やクラウドコンピュー

ティング等，複数事業者間における通

信網や計算機資源の柔軟な共用，お

よび環境の変化に応じた資源配置・構

成の最適化によるコスト削減や可用性

向上に資する技術の重要性が高まって

います．こうした状況の中で，ネット

ワークのインフラであるトランスポート

ネットワークにおいても，同様の柔軟

な資源共用や運用制御を実現すること

が期待されています．本稿では，NTT

ネットワークサービスシステム研究所

が取り組んでいるフレキシブル仮想光

トランスポート制御技術のねらい，お

よび開発状況を紹介します．

資源運用の柔軟性向上のねらい

通信網は，一般に光ファイバや波長

等の光トランスポート基盤から，ルー

タやスイッチ，さらには上位層の計算

機系に至る多階層の資源で構成されて

いますが，これらの資源は，それぞれ

の階層ごとに独立に運用される場合が

多く見受けられます．それは，多数の

異なる上位層が下位層を共通資源と

して利用したり，上位層の利用者が複

数の異なる下位層資源を組み合わせて

通信網を実現することなどがあるため

です．

最近，「ネットワーク仮想化技術」

という言葉がよく使われていますが，こ

うしたネットワークという共通資源の

運用の柔軟性をエンハンスする技術だ

と考えられます．ネットワーク仮想化

関連技術として提案されている技術の

マッピングを図１に示します．大きな

傾向として，サーバ仮想化，ハイパー

バイザ，クラウド（1），仮想ルータ，ス

イッチなど各階層の資源を分割・一体

運用する技術の完成度が向上する一方

で，SDN（Software Defined Net-

work）（2）のように計算機資源がスイッ

チ資源を積極的に制御し，サービスや

アプリケーションの状況に合わせて構

成を柔軟に変更する技術が提案され

始めています．また，ITU-T Q.21で

は2009年から将来網（Future Net-

work）の基本コンセプトの議論が行

われていましたが，ネットワーク仮想

化（Network Virtualization）はそ

の重要技術の１つとして位置付けられ，

2011年11月には基本フレームワーク

Y.3011が勧告化されました（3）．

こうしたネットワーク仮想化関連技
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将来網に向けたフレキシブル仮想光
トランスポート制御技術

NTTネットワークサービスシステム研究所では，今後も大容量化が進む光
トランスポートの資源を多様なサービス・アプリケーション等の上位層の需
要に応じて，ダイナミックに分割提供する技術を開発しています．本稿では，
サービスの「変化」や災害時の「変化」に合わせてネットワークトポロジや
パス帯域等を上位層から自由に制御可能なフレキシブル仮想光トランスポー
ト制御技術を紹介します．
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図 1　さまざまな網階層における仮想化関連技術 
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術は，それぞれにさまざまな機能を提

言していますが，そのねらいは図２に

示すように大きく３つに分けられます．

① 大きな資源を自由に分割して活

用する機能

② 多数のエレメントを一体のシス

テムとして運用する機能

③ 物理的に実現されていたものを

論理化したりソフトウェアで実現

することで運用の自由度を高める

機能

これらの３つの機能を連携させるこ

とで利用者間の資源共用の促進，設

計運用の簡易化，可用性の向上に資

することができます．以下では，資源

の利用者・提供者それぞれの視点か

ら，こうした機能の効果と，今後の技

術開発のねらいを明らかにしていき

ます．

（1） 提供者の視点

多様化するサービス形態や利用者の

需要・要望に柔軟に対応して資源を

提供するため，計算機資源から光トラ

ンスポート基盤に至る各階層の提供資

源の種別や運用自由度の多様化を図

りつつ，各利用者が共通的に利用でき

る「資源プール化」し，大群化による

網設計の全体最適化，利用者をまた

ぐ資源流通による環境変動への柔軟な

対応，迅速な新サービス提供を実現し

ます．

また，サービスやアプリケーション

がオンデマンドかつダイナミックに光ト

ランスポートの帯域増減速，網トポロ

ジ変更，機能追加・移設を実行する

等，下位層が上位層に対して制御の

自由度やプログラマビリティの提供を

可能とします．さらに，その土台とな

る各階層資源の分割・排他制御技術

について，波長や伝送パス等の光トラ

ンスポート層での資源分割は原理的に

割当資源間の干渉が発生しにくく，現

在もサービス網の分割に汎用的に用い

られています．

一方，プロセッサ技術への依存度が

高いEthernet/IP以上の上位層にお

いては，経路制御やQoS（Quality of

Service）等も含め割当資源間の干渉

や制約もあることから，各層の資源の

量や性能を保証するアイソレーション

の実現を目指します．

（2） 利用者の視点

サービス・アプリケーションの多様

化，想定を超えるトラフィックの変動

や大規模障害に柔軟に対応するため，

各網階層が連携し，全体の資源構成

を最適化する仕組みを実現します．現

図 2　ネットワーク仮想化関連技術の３つのねらい 
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在のSDNやOpenFlowは計算機資源

の利用状況やソフトウェア移設等を考

慮してデータセンタ拠点内や拠点間で

局所的にトラフィックを制御する技術

を提案しています．しかし，例えば

サーバ間のソフトウェアプロセスの移設

により大きなトラフィック変動が発生

する場合，中継網でトラフィック収容

率がしきい値を超過した場合などでは，

光トランスポート資源をダイナミック

に変更する必要があります．このため

光トランスポート基盤が提供する制御

自由度やプログラマビリティを活用し，

サービスやアプリケーションが利用する

資源全体を柔軟に運用する等，SDN

等で提唱され始めたスコープを拡張し

た運用制御技術を目指します．

フレキシブル仮想光トランス

ポート制御技術への取り組み

従来から光トランスポート基盤と

ルータ・スイッチ・計算機等の上位層

資源は比較的疎な関係にあり，前者が

個々の波長パスやMPLS（Multi Pro-

tocol Label Switching）パスを固定

的に提供し，後者がそれを用いてサー

ビス網を構築してきました．今後は環

境変動への柔軟な対応に向け光トラン

スポート基盤の帯域資源やシステム資

源を論理的なかたまりとしてサービス

網に提供し，サービス網が自らの裁量

で論理網を運用する「仮想光トラン

スポート」化が進むと想定します．す

なわち個々の資源の利用権を柔軟に調

整できる光トランスポート基盤上で，

複数の利用者が，確保した資源を独立

に運用できる環境です．こうした背景

の中で，私たちは光トランスポートの

フレキシビリティをエンハンスする以下

のような技術領域の研究開発に取り組

んでいます．

・利用者による仮想光トランスポー

ト基盤の直接制御や，仮想資源

配分変更等の制御を実現する資

源管理モデル，共通資源の利用

権制御技術等の確立および標準

化推進

・利用者ごとのトラフィック構造や

資源使用率を可視化するGUI

（Graphical User Interface），お

よび上位層のアプリケーション移

行に連動したパス構成の変更や各

階層の資源構成の最適化を，利

用者のソフトウェアから迅速に実

行するGUI・API（Application

Program Interface）の提供

・利用者ごとの資源量や性能を保証

する資源アイソレーション技術，

さらに将来に向けては障害時の機

能配置変更等に対する仮想トラン

スポート資源のライブマイグレー

ション技術

フレキシブル仮想光トランスポート

制御技術の基本コンセプトを図３に示

します．光ファイバ，波長等の媒体資

源，光クロスコネクト，IPルータ等の

物理システム資源を仮想的に分割し，

各仮想網に配分します．各仮想網の

運用者は配分された資源上で自らの網

設計運用ポリシーに基づき光クロスコ

ネクトの制御やIPルータの構成定義設

定を行い，仮想網を運用します．分割

したシステム資源や帯域資源等の要素

ごとに利用権を制御する資源管理モデ

ルを確立し，各仮想網の需要に応じた

きめ細かな資源量の調整を可能として

います．

物理資源の仮想化や各仮想網の運

用制御を行う資源管理プラットフォー

ムの構成法について，物理資源管理機

能（PN manager）と仮想網管理機

能（VN agent）を分離したシステム

アーキテクチャとしています．これに

より，

① 物理資源管理機能の一元化に

よる制御輻輳の抑止，仮想網間

の資源利用権調停・排他制御の

効率化

② 資源情報や設定方法の抽象化

による仮想網オペレータの運用簡

易化

③ 仮想網ごとに独自の網制御機

能を開発・導入可能とする等の独

立な運用・機能拡充性，多様化

するサービス・アプリケーション

から光トランスポート基盤を直接

制御する自由度やプログラマビリ

ティの提供

などの実現を目指しています．

私たちは上記システムアーキテクチャ

や資源管理モデルに基づき，光トラン

スポート基盤を柔軟に共有する資源管

理プラットフォームのプロトタイプを世

界に先駆けて実現しました（4）．上記③

の機能拡充性や上位層からのプログラ

マビリティについては，VN agentが基

本的な網運用自動化機能を具備し，

上位層との連携等のカスタマイズが容

将来網に向けたフレキシブルネットワーク構成技術
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易な構成としています．例えば仮想網

ごとのトラフィック需要に応じて仮想

網トポロジや経路を最適化する仮想網

再構成機能を備え，仮想網ごとの通信

品質や信頼性を維持しつつ必要な設備

量を最小化することができます（5）．

また，簡易なソフトウェア改変によ

りサービス・アプリケーションの挙動

をトリガに光トランスポート基盤のト

ポロジ変更や帯域増減速を可能とする

等，階層をまたぐ制御のフロースルー

化やプログラマビリティの実証が可能

です（6）．

実証実験の取り組み

前述のプロトタイプソフトウェアを

用いてJGN（ Japan Gigabit Net-

work）等のテストベッド上で光トラン

スポート基盤の資源共用や上位層と連

携した運用制御等のコンセプト実証も

進めています（7）,（8）．

2011年11月に米国シアトルで開

催されたSC11における広域仮想網

実証実験の構成を図４に示します．プ

ロトタイプソフトウェアによりJGN-X

（eXtreme）を資源分割してNICT（情

報通信研究機構）の複数の実験グルー

プに仮想網を提供し，さまざまな技術

確認を行う各実験グループが独立に網

構成を変更できる環境を実現すること

で，個々の実験の成功に貢献しました．

また，グローバル仮想網制御の実現

に向け，日米欧テストベッドをまたぐ

トランスポートパス網の集中制御技術

を世界に先駆けて実証しました．具体

的には標準化中のプロトコルNS I

（Network Service Interface）など

を介して複数のテストベッドをまたぐ

帯域確保パスを設定し，北半球一周

にわたる広域仮想網を構築しました．

実験では大阪・ロンドンからシアトル

④配分資源により仮想光トランスポート網を構成 
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図３　フレキシブル仮想光トランスポート制御の基本コンセプト 
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（SC11会場）への映像伝送デモンスト

レーションを行い，実トラフィックの

伝送特性，および各テストベッドの伝

送品質や利用可能時間に応じた柔軟

な経路選択の実現性を実証しました．

JGN上の実証実験の結果はユース

ケースとしてITU-T SG13 Q.21に寄

書提案される等，基本フレームワーク

勧告Y.3011の合意にも大きく貢献し

ています．

今後の展開

今後は上位層を含めた高度な運用制

御等の基盤技術の開発を進めつつ，

JGN-X等の広域テストベッド上での実

証実験によりコンセプト定着や仲間づ

くりを進め，要求条件やアーキテクチャ

等を含めた標準化を推進します．
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