
新ネットワーク制御ノード構成技術

近年，キャリアネットワークを取り

巻く環境は激しく変化しており，ネッ

トワーク制御ノードも多様化していま

す．それらは，ノードによって求めら

れる要件（性能，コスト，品質など）

のレベルに違いがあるため，それぞれ適

したプラットフォーム上で開発されて

いますが，その結果，システムによっ

て保守手順が違ったり，開発ノウハウ

の展開範囲が限定的であったりと，全

体最適が図れているとは言い難い状況

も生まれています．そこで，NTTネッ

トワークサービスシステム研究所では，

このような現状を打破すべく，「新ネッ

トワーク制御ノード構成技術」として，

NTTのネットワーク制御ノードの共通

的なプラットフォームの検討を行って

います．

共通的なプラットフォーム

高い信頼性を求められるシステムで

は，単体のサーバに故障耐性の高いも

のを採用し，障害発生時でもサービス

を継続する仕組みとして，予備系の

サーバをバックアップさせてきました

（ACT-SBY型アーキテクチャ）．NGN

（Next Generation Network）のセッ

ション制御サーバの場合，Advanced-

TCA（Telecom Computing Archi-

tecture）と呼ばれる規格に準拠した

ハードウェアと，さらにACT-SBY型

アーキテクチャを採用し，信頼性の確

保のためにコストをかけています．一

方で，信頼性を多少犠牲にしてもコス

トを削減したいというシステムもありま

す．そこで，我々はN-ACT型アーキテ

クチャ（図１）を採用し，バックアッ

プの多重度を柔軟に変更できる機能を

提供します．N-ACT型アーキテクチャ

は，ACT-SBY型のように予備系専門

のサーバを待機させずに，処理中の

サーバが同時に他サーバの予備系にな

るため設備の利用効率が高いという特
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図１　N-ACT 型アーキテクチャにおける信頼性確保 
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キャリアネットワークのさらなるコスト削減に向けて，各サーバ系システ
ムの調達や保守の一元化に向けた検討が行われています．本稿では，その一
環としてNTTネットワークサービスシステム研究所で検討中のネットワーク
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長があります．

また，システムの規模（処理能力）

は，機能・サービスによって決まるた

め，大きなものから小さなものまでバ

ラエティに富んでいます．したがって，

将来ネットワークのプラットフォームは

大きなシステムへも小さなシステムへも

適用できる必要があります．大は小を

兼ねる，といった考え方で，大きなシ

ステムに統一する方法もありますが，

小さなシステムに対して大規模なプ

ラットフォームしか適用できないと，調

達に要するコストや消費電力などが無

駄になってしまいます．したがって我々

のプラットフォームでは，小型・低コ

ストのサーバを組み合わせて，システ

ムの要望に沿った性能，信頼性，規模

を提供できる仕組みを実現します．そ

して，このプラットフォームを複数の

システムに共通的に適用すると，シス

テム間のリソースの受け渡しが可能に

なります．具体的には，図２に示すよ

うに，アプリケーションソフトウェアが

インストールされていないサーバをリ

ソースプールで管理しておきます．そ

れぞれのシステムの負荷状態を監視し，

高負荷のシステムには，リソースプー

ルのサーバにアプリケーションソフト

ウェアをインストールして増設します．

さらに，負荷の低いシステムは，一部

のサーバを減設し，リソースプールに返

却します．これらのサーバの調整をサー

ビスを中断せずに動的に実現します．

保守コスト削減

前述したとおり，近年システムの低

価格化の要求が強まっており，将来

ネットワークには，保守稼動を可能な

限り削減できることが求められます．

そこで我々は，プラットフォームを複

数のシステムに共通的に適用し保守体

制を一元化することで，保守コストの

削減を目指します．

現在運用されている多くのシステム

は，処理能力を超えた負荷を加えてし

まうとサービスを正常に提供できなく

なるおそれがあるため，システムが自主

的に規制を発動するようになっていま

す．また，収容設計をする段階で，規

制が発生しない範囲でサービスが提供

可能なように，ある程度の余力を持た

せて収容設計をしていますが，負荷が

設計時の予測を超える可能性が出てく

ると，所分割と呼ばれる収容替え工事
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を実施します．所分割は，収容されて

いる各種データの移し替えが発生する

ため，夜間の利用者の少ない時間帯に

いったんサービス提供を止めて実施し

ます．所分割のような高リスクの工事

は，サービスをいったん止めることや，

工事に失敗したときの影響の大きさよ

り，事前に検証環境で何度も検証を

重ね，バグや手順ミスによる失敗のリ

スクを最小化して工事に臨んでいます

が，このことがコスト増加要因の１つ

になっています．我々は，サーバの動

的な追加・削減を可能とし，処理負

荷が大きくなったときには自動的に

サーバを追加し，処理負荷が少なく

なってきたときは自動的にサーバを回

収するような処理能力を柔軟に変化さ

せる仕組みを実現します．

激甚災害，輻輳への耐性

東日本大震災では，NTTのビルも

多大な被害を受けました．同様の災害

が発生した場合，現状は大半のシステ

ムにおいて現用系と予備系のサーバが

同一ビルに設置されているため，ビル

単位での障害が発生してしまうと，

サービス提供が不可になるという問題

があります．その問題を回避するため

に，激甚バックアップサーバを配置し

ているシステムもありますが，切替え

は手動工事のため，激甚災害が発生し

た場合，復旧へは数時間～数日を必

要としています．

我々は，サーバを広域に配置するこ

とで，東日本大震災のようなエリア被

災の影響を最小化し，回線の被害を

受けていないエリアに対しては，速や

かにサービスを回復できるようにしたい

と考えています．

また，今回の震災では，地震の影響

が広範囲であったため，安否確認のた

めの通話が集中し，サーバが長時間に

わたって規制状態に陥るという事象が

発生しました．この点に関しても，前

述したサーバの動的な追加の仕組みを

利用して，負荷集中によるサービス規

制が長時間継続しない仕組みを提供し

ていきたいと考えています．

モデルの考え方

次に，適用する技術について紹介し

ます．分散システムは，複数のサーバ

を仮想的に１つのサーバに見せるシス

テムです．このサーバ群をクラスタと

呼びます．クラスタ内では個々のサー

バが連携して処理を行いますが，一般

的にサーバの台数が増えるとサーバ間

で連携のために交換する信号量が増加

し，前述したスケーラビリティが確保

できなくなります．我々は，あらかじ

め規則的にデータを配置し，外部より

受信する信号をデータが配置されてい

るサーバへ振り分けることで，この

サーバ間の連携信号をできるだけ少な

くする方式（1）を採用しました．このと

きに必要になるデータがどこにあるかを

特定する処理は，後述するコンシステ

ントハッシュ法を利用します．

コンシステントハッシュ法

受信した信号をサーバに振り分ける

機能は，以下の条件を満たす必要があ

ります．

① 複数あるサーバへ，リクエスト

信号を均等に振り分けること

② 関連のある複数のリクエスト信

号は，同一サーバに振り分ける

こと

この２つの条件を満たすために，

我々は，ハッシュ関数を利用します．

ハッシュ関数とは，与えられた可変長

のデータ（キー情報）から固定長の疑

似乱数を生成する演算手法であり，受

信する信号に含まれるリクエストの関

連付けをするパラメータをハッシュ関

数で演算し，処理サーバを決定するこ

とで，上記の２条件を満たすことがで

きます．

しかし，我々の目指すプラットフォー

ムは，振り分け先であるサーバの台数

を動的に変更できる必要があります．

単純なハッシュ関数による振り分けの

場合，振り分け先のサーバの台数が変

わると，全リクエストの振り分け条件

が変わってしまいます．サーバの台数

は頻繁に変更されると考えられるため，

そのたびに振り分け条件が変わってし

まうと，データの再配置処理のコスト

は無視できません．このコストを最小

化する技術として，コンシステント

ハッシュ法があります（図３）．

コンシステントハッシュ法を適用（2）

することで，振り分け先のサーバが

追加，または，減少した場合の影響を

隣接するサーバのみにとどめることが

可能となります．また，図３のように

N-ACT型アーキテクチャにおけるバッ

クアップサーバの決定についても本手
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法は有効です．本手法は，従来の

ACT-SBY構成のサーバでは，IPアド

レスの付け替えによって実施している

故障時の予備系サーバへの信号の配信

処理を，よりシンプルな仕組みで実現

することを可能とします．

ロジック・データ分離

ここまで，リクエストの処理過程で

生成される動的なデータの配置と信頼

性確保手法について説明してきました

が，ここでは事前にサーバが保持して

いるサービス条件やユーザの契約情報

などの静的なデータの扱いについて説

明します．

我々の提供するプラットフォームは，

収容分散型ではないため，同一ユーザ

から送信したリクエストが必ず同じ

サーバに到着するとは限りません．そ

のため，静的なデータは全サーバで保

持できることが理想です．少量のデー

タであれば，全サーバで同じデータを

保持しても良いのですが，大量のデー

タについては，どのように配置するか

が問題になってきます．そこで，我々

はサービスを行うクラスタ（ロジックク

ラスタ）と，静的なデータを管理する

クラスタ（データクラスタ）の分離構

成を提案しています（図４）．ロジッ

ククラスタは，処理の過程で必要にな

るデータをその都度データクラスタから

取得することで，負荷分散型のアーキ

テクチャを適用することが可能となり
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ます．しかし，この方式はデータを取

得するときの遅延時間に懸念があるた

め，データクラスタは，通信プロトコ

ルとして比較的処理の軽いHTTPを適

用し，高速検索を可能とするKVS

（Key Value Store）型データ管理技

術で実現します．役割は違いますが，

どちらのクラスタも今まで説明してき

た新ネットワーク制御ノード構成技術

をベースに構成します．データクラス

タの処理遅延時間について，現在プロ

トタイプを作成して検証を行っている

ところです．

課題と今後の予定

新ネットワーク制御ノード構成技術

の商用への導入には，まだまだ多くの

技術的課題があります．

前述したとおり，静的データの検索

における遅延特性の確認は現在実施中

ですが，状況によっては方式の見直し

や追加検討が必要になります．また，

ファイル更新や障害検出，解析手法

など，現在のシステムが実現している

機能についての実現手法の検討が必要

です．さらに，サーバを動的にコント

ロールするための自動制御理論に基づ

く高度な制御技術が必要になってき

ます．

そして，アプリケーションごとのさま

ざまな要件について，どこまで実現可

能なのかなども含め，フィジビリティ

確認を継続的に実施し，商用ネット

ワークへの適用へ向けて技術検討を

継続していきます．
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