
プログラマブル高機能ネットワー

クと測定技術の関係

将来ネットワークでは，ネットワー

ク・IT資源が仮想化されるとともに，

ユーザが高品質なサービスを利用でき

るよう，プログラマブルかつ高機能な

ネットワーク上で，各資源が柔軟に割

り当てられます．ここでユーザにとっ

てのサービス品質（QoE: Quality of

Experience）を最大化し，資源割

当を適切に行うためには，QoEをつか

さどるさまざまな外部要因を正確に把

握する測定技術が重要となります．

特に今後のネットワークサービスは，

映像などの広帯域アプリケーションに

よるコラボレーションや，電子政府な

どの公共サービス，あるいは医療のよ

うに，より生活に密着したライフライ

ンとして活用されることが期待されて

います．このような状況で，ユーザが

実際に感じるQoEをより意識しながら，

ネットワークを柔軟にプログラムするこ

とが重要となります．

ユーザQoEを構成する要因

ユーザのQoEは，ユーザのニーズと，

それを取り巻く環境が複雑に絡み合っ

た結果として決まります（図１）．例

えば，「締め切り間際のファイルを大量

に提出しなければならない」とか，「高

精細画像でライブ中継を見たい」と

いったユーザ自身の要求（図１①）に

対して，サービスを提供しているネッ

トワークの状況は，突発的なイベント

や災害による混雑（図１②），ユーザ

が利用するアプリケーションの動作仕

様（図１③），さらにはネットワーク上

の，どの経路でどのようなトラフィッ

クが流れているか，遅延時間はどれく

らいか（図１④），といったさまざまな

要素による影響を受けます．

NTT未来ねっと研究所では，ユー

ザのニーズや，それを取り巻くさまざ

まなパラメータの空間的，時間的な移

り変わりを測定するとともに知識と

して蓄え，ネットワーク運用やネット

ワーク制御にフィードバックすること

でQoEの向上に応用する研究を進め

ています．

ネットワークの品質とQoE

前述したように，ユーザのニーズを

満たすためには，さまざまなパラメータ

を正確に測定し，把握することが必要

となります．ネットワークの品質は，そ

の中の有力な指標の１つであると考え

られます．

例えば，ネットワーク上のトラフィッ

クの挙動をより正確にとらえることが

できれば，例として後述するように，

これまで原因が分からなかった，QoE

の低下要因を把握することができます

し，この要因を取り除くことでQoE向

上につながります．すなわち，ネット

ワーク品質の測定技術の高度化と，

ユーザのQoEを正確に把握することの

間には深い関係があるのです．

また，ユーザの利用するアプリケー

ションのネットワーク上での動作や，

環境の変化をとらえるには，大量の

パケット処理やログ解析が必要です．

ネットワークの遅延や混雑具合をパ

ケットレベルで分析するネットワーク

品質の測定技術は，そのための基盤と

なる重要な技術であると考えられます．

高速ネットワークにおける高精度

測定システムの必要性

安定したネットワーク運用を実現す

るために，すでにさまざまなネットワー

ク測定技術が導入されています．例

えば，ルータやスイッチでは，インタ

フェースごとに，入出力したパケット

カウンタをMIB（Management Infor-

mation Base）として保持しており，

測定システムが，その値を数分単位で
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プログラマブル高機能ネットワークを
支える測定技術

ユーザにとってのサービス品質は，ユーザ自身の要求と，実世界の環境や
アプリケーションの特性，さらにネットワーク品質といったさまざまな外部
要因が絡み合って決定されます．将来ネットワークでは，サービス品質を高
めるために，これらのパラメータを測定しながら，ネットワーク・IT資源を
柔軟にプログラムしていくことが必要となります．本稿では，もっとも基
本的なパラメータの１つであるネットワーク品質の測定技術について紹介し
ます．
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取り出すことでトラフィック流量を計

算し，ネットワークの利用率を把握す

ることができます．また，各地の装置

間で監視パケットを定期的に送受信し

て，装置間で死活管理を行っていま

す．これらのデータを集めて，例えば

帯域不足を解消したり，故障を回避し

たりと運用に役立てています．

しかし近年，ユーザが利用するサー

ビスは，例えば遠隔TV会議システム

のように遅延に敏感であったり，さら

に瞬間的に多くの帯域を消費するため

（バースト），これまでのネットワーク

運用のためのネットワーク測定システ

ムでは把握しきれない，より詳細な測

定が重要となります．

高精度測定技術の必要性を表す例

を図２に示します．図２（a）が，５分

単位でネットワーク上のトラフィック

流量を計算した結果で，図２（b）が，

10ミリ秒でトラフィック流量を計算し，

表示した際のイメージです．トラフィッ

ク流量を計算する時間間隔が長いと，

急激なトラフィックの増加・減少が平

均化されてしまうため，回線容量には

まだ余裕があるように見えますが，短

い間隔でトラフィック流量を計算する

と，トラフィックのバースト性が明ら

かになり，実際には瞬間的に回線容量

を超えて，ユーザの利用時にパケット

損失，通信速度の低下が起きている

可能性があることが分かります．

実際のネットワークの回線容量は，

測定した利用帯域に余裕を持たせて設

計されているため，このような瞬間的

な帯域不足が発生することはまれです

が，帯域だけでなく，遅延や，遅延の

揺らぎを表すジッタなど，さまざまな

ネットワーク品質の管理を考えると，

高精度に測定し，正確にネットワーク

の状況を把握しておくことが重要です．

PRESTA10G

私たちが開発したPRESTA10Gは，

高精度ネットワーク測定拡張機能搭載

NIC（Network Interface Card）を

搭載した汎用PCと，デバイスドライバ

や専用APIライブラリ，汎用パケット

キャプチャライブラリにより構成され

ます（1）．

本NICは，10 Gbit/s回線である
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図１　ネットワーク品質測定技術の位置付け 
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10GbE-LAN PHY， WAN PHY，

OC-192c POSの３つのプロトコルを

サポートし，高精度・高解像度なネッ

トワーク測定を実現する以下の機能を

持っています．

① 10 Gbit/sワイヤレートパケッ

トキャプチャ，ジェネレータ

② 外部同期対応高精度タイムス

タンプ

これらのハードウェア機能を利用す

ることで，さまざまなネットワーク品質

パラメータを高精度に測定可能な，

ネットワーク測定システムを容易に開

発することができます．例えば，マイ

クロ秒の粒度で計算したトラフィック

流量により，瞬間的なバーストを発見

でき，また各拠点で同期したタイムス

タンプを用いてマイクロ秒の精度で単

方向遅延，ジッタを測定することが

できます．

複数レイヤ，複数拠点で

ネットワーク品質を同時測定

PRESTA10Gを活用したネットワー

ク測定を実施することでネットワーク

品質を正確に把握します．さらにネッ

トワークサービスを安定して継続的に

提供するためには，ネットワーク品質

の低下や障害が発生した際に，即座に

検知するとともに，障害個所，原因を

特定することが重要になります．特に，

障害個所が分かればトラフィックを迂

回させるなどの回復措置を迅速に行う

ことが可能となります．

■複数レイヤ測定による分析

一例として，映像サービスの安定性

を複数レイヤから監視することで，障

害の原因を切り分ける作業の流れを紹

介します．

もっともユーザが知覚する映像の乱

れの発生を確認するためには，アプリ

ケーション層に近いレイヤで，映像ス

トリーム転送用のヘッダ（RTPヘッダ

等）を分析することで，映像フレーム

中にパケット欠損があるかどうかを確

認します．パケット欠損が確認された

場合は，その原因を特定するために，

フロー分析（レイヤ３，４）を行い，

フローごとのトラフィック流量を確認

します．例えば，同一回線に流れるほ

かのフローのトラフィックがバーストし

て，瞬間的に帯域不足が発生している

場合に，原因となるフローを特定する

ことができます．

さらに低いレイヤで，パケットの

ジッタ特性や遅延特性を解析すること

により，パケット欠損を引き起こすこ

とになった原因をより詳細に分析しま

す．例えば，ジッタ特性の著しい悪化

は，スイッチやルータのポートバッファ

溢れを引き起こし，パケット欠損につ

ながります．
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回線容量をオーバしており，パケット損失や， 
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（a）　通常のネットワーク測定装置で見た， 
　　帯域変動（５分単位） 

（b）　高精度ネットワーク測定システムで見た， 
　　短時間の帯域変動（10ミリ秒単位） 

図２　高精度測定システムの必要性 
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図３に示すように，個々のレイヤご

とに異なる測定ソフトウェアを開発し，

PRESTA10G上で，それらすべてを同

時に実行することを可能としました．

特に，ハードウェア機能を活用するこ

とで10 Gbit/sの高速回線に対しても

低負荷で複数レイヤの同時測定が実現

できます．

■複数拠点測定による分析

問題の発生個所を特定するために

は，このような複数レイヤにまたがる

測定を複数拠点で行い，どこでパケッ

ト欠損が発生するか，どこでジッタ特

性が悪化したかなどを面的に把握する

ことが重要となります．

各拠点で得られた測定データを拠点

間で共有するために，OGF（Open

Grid Forum）で標準化が進められ

ている測定データ共有のための総合

環境であるperfSONAR（PERFor-

mance Service Oriented Net -

work monitoring ARchitecture）

を応用しました（2）．perfSONARが

規定するデータ送受信用のプロトコル

（SOAP/XMLベース）や，それを実

装したミドルウェアを活用すること

で，測定データごとに設定した公開

ポリシーを守りながら，共通のデータ

フォーマットで遠隔地の測定データを

引き出すことが可能となります．また，

どの拠点にどのような測定データや測

定機能が存在しているかを調べるルッ

クアップサービスが提供され，複数の

組織をまたがったネットワーク品質の

管理が行いやすくなります．

しかし， 現 在 の実 装 では，

perfSONARは１秒以上の間隔（解

像度）で測定データを計算・管理しま

す．そこで，perfSONARでマイクロ

秒単位の処理を行わせるために，下記

の３点を拡張しました（図４）．
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●アプリケーションレイヤの解析（レイヤ7） 
アプリケーションレイヤヘッダを解析し，パケットの 
ロスやリオーダの頻度を測定し，映像品質を解析 

●フローベースの解析（レイヤ3/4） 
ノンサンプリングで10 Gbit/sトラフィックの 
フロー情報（毎秒10万フロー）を同時処理 

●パケットレベルの解析（レイヤ2） 
マイクロ秒オーダの精度，解像度でパケットの遅延， 
ジッタ，パケット間隔，ビットレートを測定し，リアル 
タイムに解析 

1台のPRESTA10G で対象レイヤが異なる 
複数のリアルタイムモニタソフトを同時実行 

パケット間隔分布 
（100 ns粒度） 

ビットレート 
（100 μs計算） 

単方向遅延 
（100 ns粒度） 

図３　複数レイヤ，複数拠点でのネットワーク測定技術 
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（1） 高解像度測定用ルーチン

測定データをマイクロ秒単位で保存

し，１秒未満の解像度で計算を行う

ルーチンを実装しました．要求解像度

が１秒以上のときは既存のルーチンを，

１秒未満のときはこのルーチンを用い

ることで，高解像度化に伴う処理デー

タ量・計算時間の増加を防いでい

ます．

（2） 高解像度対応ファイルフォー

マット

１秒ごとの到着パケット数を格納す

るインデックス部と，パケットの到着

時刻ごとの測定データを格納するデー

タ部を持った，測定データ保存フォー

マットにより，時刻のみの検索で読み

出すパケット数が判明し，測定データ

の抽出が高速にできます．

（3） 高解像度用XMLフォーマット

測定データを要求するXMLメッセー

ジ内で，測定開始・終了時刻と解像

度の記述方法を拡張し，マイクロ秒単

位で指定できるようにしました．これ

により，perfSONARのプロトコルを

用いてマイクロ秒単位のデータ要求が

可能となります．

今後の課題

PRESTA10Gによって，ネットワー

クの運用・制御のための基本となる

ネットワーク品質を，高精度に測定で

きるようになりました．今後は，環境

の変化やアプリケーションの動作と

いったユーザのQoEに影響を与える要

素の測定技術と，測定結果を用いて

ネットワークを安定化する技術の検討

を進めていきます．
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<parameters id=“param,eters_1”> 
  <parameter name=“startTime” xmlns=“http://ggf.org/ns/nmwg/base/2.0/”>1264411508.966000</parameter> 
  <parameter name=“endTime” xmlns=“http://ggf.org/ns/nmwg/base/2.0/”>1264411509.966000</parameter> 
  <parameter name=“resolution” xmlns=“http://ggf.org/ns/nmwg/base/2.0/”>1000u</parameter> 
</parameters>ドメインをまたいで監視ツール 

の利用と統計データの収集 

図４　測定データ共有基盤 perfSONAR の拡張 
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