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将来網に向けたネットワークと

情報処理の融合

本稿では，NTT未来ねっと研究所

で行っている将来網実現に向けた

「ネットワークと情報処理融合技術」

について紹介します．私たちは資源の

仮想化が進むネットワークとIT機器

（クラウド）を有効に組み合わせること

によって，将来の社会や人に大きな価

値を提供できるサービス創造を目指し

ています．その実現上重要となる技術

として取り組んでいるプログラマブル高

機能化ネットワーク構成技術とその中

で特にキーとなるネットワーク・IT資

源統合管理技術について説明します．

将来ネットワークの姿

私たちが現在考えている将来ネット

ワークの姿を論理的に図１に示します．

将来ネットワークを４階層で構成し，

下位３階層が本特集記事『将来網に

向けたフレキシブルネットワーク構成

技術』で示したフレキシブルネットワー

クに相当します．

この中で私たちが特に着目している

のはネットワーク・IT資源仮想化と

ネットワーク・情報処理融合の機能層

です．最下層のネットワーク・IT基盤

を構成するネットワークおよびIT機器

は近年急速にフレキシビリティが増加

し，それらを仮想・抽象化して資源と

して扱えるようになってきています．

ネットワーク・IT資源仮想化層は

それらネットワーク・IT資源を仮想・

抽象化し，上位の利用者に対して提供

する役割を担います．その上はネット

ワーク・情報処理融合層です．情報検

索やソーシャルネットワークなど，近年

ではネットワークと情報処理の融合に

よりユーザに大きな価値を提供する利

用形態が多く生まれています．今後も

ネットワークに接続するモノや情報の
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増加に伴いこの形態はさらに加速し，

本層がますます重要な役割を果たす

と考えています．

このようにネットワーク・IT資源を

有効に組み合わせることによって将来

のアプリケーションを創出し，その結

果将来の情報通信では，「人を中心」

に，自分にかかわる情報，コンテンツ，

資産そして人などに対してネットワーク

やコンピュータの存在を意識することな

く，より自然でかつ安心にそれらにつ

ながり，ネットワーク・ITをより豊か

に利用した生活や社会の実現を目指し

ています．

ネットワーク・IT資源仮想・抽象化

ネットワークやIT機器の物理的な資

源，例えば通信帯域や計算機能など

を，極力その実現手段の細部を隠蔽し

仮想・抽象化表現することはネット

ワーク・ITの発展において非常に重要

な基本概念です．物理現象や材料な

どのイノベーションにより手段を変え

ながら発展し続ける下位の基盤（装

置）部分と，ますます多様化する上

位側のアプリケーション双方の発展を

同時並行，かつ連続的に実現するのが

この資源仮想・抽象化が担うもっとも

重要な役割です．

ネットワークやIT機器資源の仮想・

抽象化の基本概念自体の歴史は古く，

それぞれの発展を支えてきました．現

在重要な点は，①それら資源の自由度

が急速に上がっていることと，②ネッ

トワーク資源とIT資源の連携可能性が

高まっていること，だと考えています．

発展著しいクラウド技術やその間を結

ぶOpenFlow ネットワーク技術などは

その例です．

ネットワーク・IT資源の抽象仮想化

の一例を図２に示します．従来の専

用線など抽象度の低い回線を利用し，

ユーザが所望のネットワークを構築

する場合，複数の回線を用いてネット

ワークを構成し，さらに自ら計算機と

接続する必要があります．一方この例

では，構成が単一のスイッチ接続とな

るようにネットワークを抽象化するこ

とにより，ユーザは物理網の構成を意

識せずに所望のネットワークの構築・

利用が可能になり，さらにネットワー

ク側の計算資源の利用も可能となりま

す．また，このような仮想面を複数個

別に作成できることもネットワーク・

IT資源の仮想抽象化の特徴で，それ

をスライスと呼びます．

ネットワークと情報処理の融合

ネットワークと情報処理の融合を実

現する一方式として，通信機能とCPU

やメモリ，ストレージなどの情報処理

機能を統合化した装置を配備し，相互

の資源を柔軟に組み合わせてサービス

を構築するプログラマブル高機能化

ネットワーク構成技術が注目されてい

ます．NTT未来ねっと研究所では，こ

の技術を東京大学，日本電気，富士

通，日立製作所との産学連携によっ

て2008年から研究しています．

本検討では，プログラマブル高機能

ネットワークを構成する仮想化ノード，

仮想化ゲートウェイおよびこれらの装

置を管理する管理システムについて研

図 2　ネットワーク・IT 資源の仮想・抽象化 
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究を進めています．仮想化ノードの構

成を図３に示します．通信処理を行う

ネットワーク機能部と情報処理を行う

プログラム処理部により構成され，さ

らにプログラム処理部はネットワーク

プロセッサによる高速処理可能なハー

ドウェア処理部とCPUやメモリを利用

してプログラムを実行するソフトウェア

処理部の２種類の情報処理機能で構

成します．仮想化ノード内部のネット

ワーク・計算資源の利用状態はスライ

スごとにプログラマブル高機能化ネッ

トワーク管理システムにて管理され，

スライスの作成・変更・削除に応じて

資源が割り当てられ，解放されます．

本検討で試作した仮想化ノード装

置，仮想化ゲートウェイ装置，および

仮想化ネットワーク管理システムは現

在テストベッドネットワークである

JGN-X（1）において稼働し，その有効

性を検証するとともに，ネットワークと

情報処理を融合する新たなアプリケー

ション創出に向けた研究が行われてい

ます．

ネットワークと情報処理の融合のも

う１つの取り組みは，ネットワークに

接続されたIT機器とネットワークの連

携です．近年のクラウド技術の進展に

より，サーバ，ストレージ，CPU，メ

モリ等のIT資源のフレキシビリティは

格段に高くなり，これらIT資源とネッ

トワーク資源の連携が期待されていま

す．NTT未来ねっと研究所では，

2008年から産業技術総合研究所他と

産学官協同で「光ネットワーク超低エ

ネルギー化技術拠点」プロジェクトに

おいてその研究を進めています（2）．本

検討では，コンテンツを格納するスト

レージ資源と，大容量の光パスネット

ワークの資源を管理するネットワーク・

IT連携資源管理システムを開発し，

2010年８月に超高精細映像配信サー

ビスのデモンストレーション実験に成

功しました．その構成を図４に示しま

す．視聴者からのコンテンツの視聴予

約に基づき，ネットワーク・IT連携資

源管理システムでは外部計算資源であ

るビデオサーバの資源とネットワーク資

源を探索し，最適なビデオサーバ資源

とネットワーク資源の組合せを割当て

て映像配信を行います．

ネットワーク・IT資源の統合制御

管理

前述のように，ネットワーク資源と

計算機資源を組み合わせて融合を行う

ために，もっとも重要な技術は「制御

管理機能」です．私たちはフレキシブ

ルネットワーク技術の中でも，特にこ

図３　仮想化ノードの構成 
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の機能に重点をおいた研究を行ってい

ます．

私たちが提案する制御管理機能の

アーキテクチャ（マネジメントエンジ

ン）を図５に示します．下位側は実際

の物理機器に接続されもっとも抽象度

が低い機能部，対して上位側はもっと

も抽象度が高い機能部で，その間を階

層的に構成しています．

マネジメントロジックはオペレータに

対して抽象度の高いネットワークサー

ビスの制御要求を記述するプラット

フォームを提供します．マネジメント

ロジックにより，オペレータは運用ポ

リシーの追加やネットワーク・IT資源

の追加変更に容易に対応が可能となり

ます．マネジメントロジックから要求

されたサービス制御は，マネジメント

エンジン内の資源コンパイラ部にて資

源要求情報に変換されます．資源組合

せ最適化部とネットワーク資源管理制

御部，IT資源管理制御部では利用可

能なネットワーク・IT資源からサービ

スを構築する最適な資源の組合せを抽

出します．OpenFlowのように独自の

制御方式を持つサブネットワークはネッ

トワーク制御部にて制御管理され，資

源組合せ最適化部と連携して最適な資

源の組合せを抽出します．資源組合せ

最適化部にて抽出された資源情報は資

源制御ドライバおよび基本プロトコル

部によって装置制御コマンドに変換さ

れ，ネットワーク装置やIT装置を制御

することによりネットワーク・IT資源

を提供します．ネットワーク・IT基本

管理部は故障管理や性能管理など資

源管理以外の管理機能を提供します．

マネジメントエンジンの各機能はNTT

研究所が国際標準化を推進するソフト

ウェア部品化技術であるOSGi（3）を活

用することにより，ネットワークを構

成する多様なレイヤ・プロトコルへの

柔軟な対応と短周期で出現する新通信

方式・装置への適応を実現することが

可能となります．

今後の展開

ネットワークと情報処理の融合は将

来網における新たなサービスを創造す

るものと期待されます．ネットワーク・

IT資源の仮想・抽象化とマネジメント

機能の部品化によって，今後のネット

ワーク・ITの革新に伴い長期にわたっ

て柔軟に機能変更可能な成長型マネ

ジメントシステムを目指して，研究開

発を進めていきます．
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