
は じ め に

ポーランド出身のRaszuk研究員は，

1993年に渡米，コンピュータサイエン

スを学んだことをきっかけに，ポーラン

ドで起業．インターネットが普及して

きた1995年に，電子工学の修士を取

得し，ネットワークエンジニアとしての

キャリアをスタートさせた．ネットワー

クをどのように運営していくかのアドバ

イザリから，インターナルカスタマなど

にかかわる技術開発まで幅広い経験を

有している．

世界に名だたる各国の有名企業に所

属する仕事仲間もいる中で，「私は日

本文化に魅了され，日本企業は世界

一と確信する」というRaszuk研究員

である．これまでのベンダ企業での経

験は，サービスプロバイダであるNTT

において，どのように活かされるだろ

うか．

◆ネットワーキング，SDNとは何で

すか．

ネットワークの定義はさまざまです

が，「ネットワークとは，データトラン

スポートとサービスの部分から構成さ

れる」と考えてください．

現時点でSDN（Software Defined

Network）についてのコンセプトは人

それぞれです（図１）．SDNは，新し

い，競争力のあるサービスを早く提供

していくための技術です．SDNのSは

ソフトウェアでなくサービスだと思っ

ています．

一般的にSDNは何かといわれても業

界の人間でも確固たる考え方はありま

せん．どのようなサービスを自動化し

たいのか，提供したいのかと具体例を

挙げて考えていくことしかできないの

です．

SDNの価値というのはサービスに焦

点を当てるべきだと，私をはじめ仲間

は考えていますが，ネットワークの転

送機能の部分を構築すること，再発明

することが重要だと考えている開発者

もいます．

I2RS（Interface to the Routing

System），IRTF（Internet Research

Task Force）などのワーキンググルー

プなど，さまざまなグループがSDN

の標準化に向けて活動しています．

EWSDN（ European Workshop

on SDN）やETSI NFV（European

Telecommunications Standards

Inst i tu te  Network  Funct ions

Virtualization）のように，SDNの

サービスの開発を促進する取り組みも

あります．

このようにたくさんの標準化の動きは

ありますが，ONF（Open Networking

Foundation）はリモートサーバから

データプレーンをコントールするための

プロトコルであるOFの部分のみの標準

化を試みているだけです．

また，IETF（Internet Engineering

Task Force）でも同様の作業は進ん

でいますが，ネットワーク周辺機器へ

のAPIをどのように構築していくかの定

義づけの標準化を行っています．

このため，SDNの世界で何が起きて

いるのかをすべて把握するのは難しい

という状況にあります．さまざまな視

点からの取り組みはありますが，サー

ビスとしての真価が分かるのにはもう
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NTT I3におけるネットワーキング，SDNの展望
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ワーク技術，特にNTTのようなサービスプロバイダが差異化サービスを
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少し時間がかかるでしょう．

この業界の人間は，つまりサービス

のところだけに着目して仕事をしてい

る人が多いように思いますが，もちろ

ん，データ転送を強固なものにしてお

かないと，安心・安全なネットワーク

の提供はできないのです．

ここでいうサービスとは，VPN，イ

ンターネットのWebサイトやポータル

の提供が挙げられます．VPNは業界内

で収益性の高いサービスですね．

エンタープライズ系の例をとると，

バックオフィスの部門にかかわるもの

が多いですね．例えば，ドキュメント

管理やサーバの個々の問題解決や，こ

れらをクラウドベースのインフラを利用

してどう管理していくかなども関心の

高いところです．

ネットワークを企業自体が独自に構

築・運用するよりは，アウトソース，

既存のものを利用するカスタマが増え

ています．

これらサービスのほとんどは各社で

開発されることが多く，開発作業は一

般的なプログラミング言語を使って行

われますので特別なことではないので

すが，問題となるのはイノベーション

のレベルだと思います．机上からどの

ように具現化し，実用化にもっていく

かが勝負ですね．

ネットワークオペレータやサービスプ

ロバイダの一番の目的は収益を上げる

ことです．あるベンダがユニークなサー

ビスを展開しても，すぐほかのベンダ

が同じようなものを提供するようなス

ピードで展開している業界において，

新しいサービスの将来像を描いて検証

し，実用化するのに，１～２年と時間

を要しているようではビジネスは成立

しません．

必要なのは，顧客が何を求め，何を

必要としているかを推測し，迅速に提

供するという能力です．

顧客は，自分たちの要求しているも

のにマッチしているベストなサービスを，

最小限の価格で手に入れたいと思って

います．

また，顧客は１つのサービスプロバ

イダにロックインされるのを好みませ

ん．ミッションクリティカルな業務ア

プリケーションについては，数社の

サービスプロバイダに任せるのが一般

的です．サービスもその社の独自な技

術を使ったものではなく，１つのプロ

バイダから簡単に別のプロバイダへと

変更できるものを好みます．サービス

プロバイダのインフラと，顧客の既存

のアプリケーション，特にインハウスで

つくったアプリケーションと統合したい

と望んでいます．

これらを踏まえたうえで，私はまず

顧客が何を求めているかを把握し，

サービスを開発し，その後で転送機能

の構築，再発明へと作業を進めるべき

だと考えます．
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例えば，現在の顧客に対して，イン

ターネット経由でGoogleなど大手ベ

ンダから受けるサービスよりも，NTT

内のSLAの品質保証のついたサービス

を提供することを考えたいのです．

顧客はサービスがどのようにオファー

されているかよりも，サービスそのもの

に興味を示しています．私は既存の技

術を有効活用していくべきであり，競

合するものを提供するのは好ましいこ

とだとは思いません．

ちなみに，IETFで展開されているさ

まざまな作業はSDNのイノベーション

にも適用できますし，BGP（Border

gateway Protocol）はデータ転送の

事実上のスタンダードになっています

（図２）．

◆Raszukさんが手掛けている研究を

具体的に教えてください．

私はルーティングプロトコルに関し

て，NTT I 3の製品に私の知識をどう

活かしていくかに注力しています．

2011年，NTTにおいての私の最初の

プロジェクトは，BGPフリーエッジを

開発することでした．BGPコントロー

ルプレーンをすべてのネットワークの

エッジから取り除き，データプレーン

の部分は維持しながらステートを集中

させる技術です．例えば，オープンフ

ローのような技術をアプリケーションと

して活用するため研究を重ねていま

した．

BGPフリーエッジはサービスプロバ

イダに対して，低コストに提供範囲を

拡大していく機会を与える技術です．

例えば，新しくPOPを追加するという

場合に，高いルータやスイッチを購入

することなく非常に低コストで実現で

きるのです．このプロジェクトは完成

しており，現在はNTTコミュニケー

ションズとのトライアルを進めています．

もう１つは，クラウドとVPNとの接

続の自動化です．これは顧客のデータ

センタへの接続をスピードアップさせ

るためのプロジェクトです．IETFの

ルーティングに関する活動にも積極的

に参加しています．

また，BGPプロトコルスタックなど，

ネットワークコントロールのコンポーネ

ント部分をNTT I3で開発していくこと

によって，新しいサービスを生み出せ

るのではないかと考え，現在取り組ん

でいます．トライアルの段階まで進ん

でいますが，製品化には至っていませ

ん．しかし，この過程で得られた成果

が製品化の後押しをしてくれるだろう

と期待しています．このプロジェクト

がNTT I3の事業会社への貢献の第一

号となるでしょう．

◆なぜNTT I３がSDNを手掛ける必要

があるのでしょうか．

現在，SDNバブルとでも言うような

状況下にあり，大手ではなく小さな企

業が参入し始めています．

X86ベースで新しいサービスの開発

を手掛ける機会も生まれてくるでしょ

うし，大きなネットワーク機器のベン

ダだけではなく，たくさんのハードウェ

アメーカがODM（Original Device

Manufacture）のボックスを販売す

る傾向にあります．

しかし，ネットワーク全体がソフト

ウェアになっているということは，ベン

ダではなくサービスプロバイダが主導的

になり得ることを意味します．また，

サービスプロバイダがソフトウェアを手

掛ける時代になった昨今でも，NTT I3

のように自分たちでサービス開発を手

掛けられるような企業は多くはありま

せん．NTT I3がSDNを手掛けること

によって，NTTグループはもっとパ

ワーを持ち，イノベーションをお客さ

まに提供できるといえるのではないで
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しょうか．

◆Raszukさんの手掛けている研究を

もって，NTT I３は，IT業界におい

てどのような立ち位置にいると考え

ますか．

NTT I３はサービスのデリバリと，そ

のサービスを安全に提供していく企業

であるとして信頼を得られる存在だと

思います．

昨今，私の手掛けている研究が，

NTTコミュニケーションズの運用者を

ユーザとしたサービス開発であったた

め，オペレータのインストラクチャの改

善に焦点を当てていますから，一般ユー

ザに直接利用されるものではなく，こ

の技術の評価を世に問うことはありま

せんでしたが，経験からいうと，これ

らはすべてにおいて業界初の研究開発

であると認識しています．

今後，故障や災害に対する耐性の

強いシステムを構築することで，医療

分野をはじめ，社会生活を豊かにする

ことが可能になります．こうした社会

生活をより良いかたちにするようなプ

ロジェクトを手掛け，世の中に送り出

していきたいと思っています．

このように，NTT I3が今後，競争

力をつけていくためにも，顧客のニー

ズに合わせたサービスを開発できる強

みを活かしたいですね．大手のベンダ

では，どうしてもワールドワイドなソ

リューションになりがちです．オープン

ソース，オープンスタックを利用して

価値のあるサービスをつくり上げて，タ

イムリに提供していくことで差をつけ

ていくことができると考えます．

◆Raszukさんはポーランドに住みな

がら，シリコンバレーにあるNTT I3

の仕事をしていますよね．私にとっ

てはとてもユニークに映りますが，こ

れは当然のことなのでしょうか．

プロジェクトはさまざまなフェーズが

あります．コンセプトは個々にアイデ

アを持つことにより形成されます．概

念ができますと，システムアーキテク

チャという基本的な設計部分を作成

し，コンポーネントアーキテクチャの構

築へと移行します．そして開発の実際

の作業へ進みます．最初は個人のアイ

デアから始まり，徐々に組織化してい

きます．プロジェクトによって，どんな

スキルを持つ人間が必要かを考え，組

み込んでいくわけです．シリコンバレー

に在住している人を使う場合もあるし，

ほかの国の人が参加する場合もあるの

です．

シリコンバレーに住んでいた時期も

ありますが，家族の問題でポーランド

へと移住しました．2002年からはポー

ランドで在宅勤務の形態で仕事をして

います．特にCisco SystemsやJuniper

Networksなどに所属する技術者にとっ

て，どこに住んでいるかは問題ではあ

りません．同じフロアで仕事をしてい

る人間でもEメールでコミュニケーショ

ンをとりTV会議をすることもあります．

ちなみに，シリコンバレーで働いていた

当時のボスはボストンにいましたから，

電話会議でコミュニケーションをとっ

ていましたよ．

こうしたことができるのは，チームメ

ンバと良い関係を保てているからです．

プロジェクトにおいて，重要な会議を

開かなければならないときは，世界中

からエンジニアがシリコンバレーに集ま

りますし，四半期ごとに会議などは開

いています．

開発者の在住するロケーションより

も，どうやってそのプロジェクトを達成

するための優秀な人材を集めるかがカ

ギになるのです．問題は，各地から電

話会議に参加してもらえる時間を確保

できるかどうかかもしれませんね．

シリコンバレーにいるNTT I3の仲間

と今後，新しいサービスを創り，展開

していくことはとてもエキサイティング

です．北米にあるグループ企業をはじ

め，世界中のグループ企業とともに，

私たちが抱えている問題を解決し，

サービスをより良いものにしていきたい

ですね．システムインテグレータを手掛

けるDimension Dataとのコラボレー

ションも楽しみにしています．共通の

目標を持つことによって，業界全体へ

のインパクトも大きなものになるで

しょう．

日本のR＆Dとも，現在でもかなり

緊密な関係は築いています．この関係

をさらにグループ各社の研究機関とも

築き上げていき，拡大していこうと

思っています．SDNのコンセプトにつ

いてさらに真剣に取り組むためには，

もっと開発分野に焦点を当てていかな

ければならないでしょう．


