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ネットワーク仮想化に向けた技術開発の現状

開発の背景

サーバの性能向上やソフトウェア技
術の進展により，データセンタを中心
として仮想化技術の導入が進んでいま
す．近年，これらの技術をキャリア網
に適用し，コンピュータリソースや
ネットワークリソースを仮想化（ソフ
トウェア化）することで，より高いス
ケーラビリティと信頼性を経済的に実

現するネットワーク仮想化技術が注目
されています．本稿では，将来のキャ
リア網にネットワーク仮想化技術を適
用した全体像を概観し，これらを実現
する主要な技術について紹介します．

ネットワーク仮想化技術

従来のキャリア網では，さまざまな
機能ごとに専用のネットワーク装置を
配置してネットワークを構成していま

した．これに対して，将来のキャリア
網は，ネットワーク仮想化技術を導入
することで制御機能と転送機能が分離
するアーキテクチャに変化すると考え
られています（図 1 ）．このアーキテ
クチャでは，高度な制御機能やサービ
ス機能をソフトウェア化し，クラウド
に集約する一方で，転送ネットワーク
を転送機能に特化したシンプルなハー
ドウェアで実現します．

ネットワーク仮想化技術 NFV SDN

従来のネットワーク
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図 1 　キャリア網へのネットワーク仮想化技術の適用
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ネットワーク仮想化に向けた技術開発の現状

NTT研究所では，次世代のキャリア網である将来ネットワークの実現に
向けて，ネットワーク仮想化技術を重要技術と位置付けて研究開発に取り
組んでいます．本稿では，キャリア網にネットワーク仮想化技術を適用し
た際の全体アーキテクチャを概観したうえで，NTT研究所で取り組んでい
る各構成技術の研究動向について紹介します．
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このようなアーキテクチャを実現
するために，NFV（Network Func
tions Virtualisation） とSDN（Soft
ware Defined Networking）という 2
つの技術の検討が加速しています．

NFVは，従来専用のハードウェア
を用いて実現されているネットワーク
機能をソフトウェア化し，汎用サーバ
上で動作させる技術です．汎用サーバ
の高性能化や，ハイパーバイザなどの
サーバ仮想化技術の進展により，キャ
リア網にも適用できる性能やスケーラ
ビリティ，信頼性を確保できるように
なってきたため，急速に検討が進んで
います．NFVをキャリア網に適用す
ることで，経済的にスケーラビリティ
と信頼性を両立させることや，迅速な
サービス提供，サービスごとの需要に
応じた柔軟なリソース割当て，ハード
ウェアのEoL（End of Life）に縛ら
れないサービス展開が実現できると期
待されています．さらに，汎用的なハー
ドウェアに集約することから，CAPEX

（設備投資）/OPEX（運用コスト）の
削減や，消費電力，設備スペースの削
減などのメリットも期待できます．

なお，NFVは欧州電気通信標準化
機構（ETSI: European Telecommuni
cations Standards Institute）におい
て，世界各国の主要キャリアやベンダ
が参加して検討が進められています．

SDNは，ネットワーク機器の動作
をソフトウェアで一括制御する技術で
す．SDNを適用することにより，従
来はネットワーク機器に一体化されて
いた制御機能と転送機能を分離し，制
御機能をソフトウェア化してクラウド

に集約することができます．これによ
り，ネットワークの制御が一元化され
ることでOPEXの削減が期待できる
ほか，さまざまなサービスや事業者に
対して即時にリソースを割り当てるこ
とで，自由度の高いネットワークサー
ビスを実現できると期待されています．
SDNを実現する代表的な技術としては，
ONF（Open Networking Foundation）
で検討されているOpenFlowや，IETF

（Internet Engineering Task Force）
で検討されているⅠ2RS（Interface to 
the Routing System）などがあります．

ネットワーク仮想化時代のアーキ
テクチャ

■将来ネットワーク
NTT研究所では，次世代のキャリ

ア網である将来ネットワークの研究開
発に取り組んでいます．将来ネット
ワークでは，社会インフラとして，イ
ンターネット接続や電話といったマス
系サービス，広域イーサ等の法人系
サービス，携帯電話をはじめとするモ
バイルサービスを安定的に提供するこ
とに加えて，多様化するユーザニーズ
にこたえるために，新たなサービスを
迅速かつ柔軟に提供できることが求め
られています．さらに，サービス事業
者と連携して，これまでにない新たな
サービスを提供できる仕組みをつくっ
ていくことも重要と考えています．一
方，キャリアの観点からは，複雑化，
高度化していくネットワークをいかに
運用していくかも重要な課題です．

このようなさまざまな要求条件を満
足する将来ネットワークを実現するに

あたっては，NFV，SDNに代表され
るネットワーク仮想化技術がキー技術
になると考えています．次に，現在
NTT研究所で検討している将来ネッ
トワークのアーキテクチャを，ネット
ワーク仮想化技術の観点から概観し
ます．
■将来ネットワークにおけるネッ
トワーク仮想化技術
将来ネットワークは，転送ネット

ワークとキャリアクラウドの 2 階層
で構成され，その上位に将来ネット
ワークの資源を活用してサービスを提
供するサービス事業者がつながる構成
となります（図 2 ）．一方，将来ネッ
トワークを構成するネットワーク仮想
化技術は，以下の 4 つの技術に分類で
きると考えています（図 3 ）．

（1）　サービス事業者向けネットワー
ク機能提供技術

サービス事業者に対して，将来ネッ
トワークが有するネットワーク機能や
ネットワークリソースを提供します．
例えば，ネットワークリソースの一部
を論理ネットワークとして提供するこ
とで，サービス事業者は自らのサービ
スと組み合わせて，ネットワークサー
ビスを容易に実現することができま
す．ここでは，論理ネットワークを構
成するために，SDNの技術が利用で
きると考えています．

（2）　統合コントロール技術
汎用サーバ群としてキャリアクラウ

ド内に配置されるコンピューティング
リソースと，転送ネットワークを構成
するネットワークリソースの両方を管
理 ・ 制御します．統合コントロールは，
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ネットワーク全体のリソースの割当て
状況を管理 ・ 制御するオーケストレー
タと，ネットワーク機器を制御する
ネットワークコントローラから構成さ
れます．オーケストレータは，サービ
スごとの需要の変動や，サービス事業
者からのリソース割当ての要求に応じ
て，動的にリソースの配分を変更する
といった制御を実施します．ネット
ワークコントローラは，オーケスト
レータから指示を受けて，汎用スイッ

チなどのネットワーク機器で構成され
る転送ネットワークを制御します．
ネットワークコントローラと転送ネッ
トワークの間のインタフェースやプロ
トコル規定はSouthbound APIと呼ば
れ，OpenFlowなどが検討されてい
ます．

また，ネットワークの使われ方によ
り生じるトラフィック変動に対し，
ビッグデータ解析に基づいたトラ
フィック管理 ・ 制御を統合コントロー

ルで行うことで，QoEと経済性の最
適化を実現するなど，ネットワーク運
用の高度化を目指した検討が進んでい
ます．

（3）　キャリアクラウド構成技術
キャリアグレードのスケーラビリティ

や信頼性を確保しつつ，仮想化された
ネットワーク機能にコンピューティン
グリソースを提供します．キャリア網
の多様なネットワーク機能をNFVで
実現するための基盤技術といっても良

図 2 　将来ネットワークの構成
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図 3 　将来ネットワークを構成す
 るネットワーク仮想化技術

（1）　サービス事業者向けネット
 ワーク機能提供技術
・サービス事業者に対して，将来
ネットワークのネットワーク機能
やネットワークリソース（論理
ネットワーク）を提供する技術

（2）　統合コントロール技術
・需要や環境に応じて物理資源
（コンピューティングリソース，
ネットワークリソース）を割り
当てる技術

・ネットワーク機器への設定を自
動化する技術

（3）　キャリアクラウド構成技術
・キャリア規模でスケールアウト
するコンピューティングリソー
ス構成技術

（4）　転送ネットワーク構成技術
・転送機能に特化した，シンプル
かつ安価な転送ネットワークの
構成技術

・ネットワーク機器をコントロー
ラから制御するSouthbound API
技術
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いでしょう．キャリア網内のさまざま
なネットワーク機能を，資源化された
汎用サーバで実現することで，サービ
スの効率的かつ迅速な開発や，需要変
動への対応力を向上させることができ
るだけでなく，大規模災害時にライフ
ラインとして最低限必要な通信機能に
リソースを集中させる，といった耐災
害性の確保も実現できます．

（4）　転送ネットワーク構成技術
転送機能に特化したシンプルで安価

なネットワーク機器を用いて，転送
ネットワークを構成します．従来の伝
送装置やルータといったネットワーク
機器から制御機能などの高機能部を切
り出し，前述のネットワークコント
ローラとして仮想化 ・ ソフトウェア化
することで，ネットワーク機器は転送
機能に特化したシンプルな構成とする
ことができます．これにより，ネット
ワーク機器のコモディティ化が進行
し，キャリアが安価に調達できるよう
になると期待しています．また，これ
までレイヤごとにあったL2SW（Lay
er2　Switch）やルータ等の各種装置
はSDNによりレイヤ統合も可能にな
るため，装置点数の削減といった効果
も期待できます．

NFVを実現するにあたっては，汎
用サーバ内に複数の仮想マシン（VM：
Virtual Machine）が収容されるため，
適切な仮想マシンへパケットを転送す
るための仮想スイッチが必要になりま
す．仮想スイッチはソフトウェアとし
て汎用サーバに実装されますが，キャ
リア網への適用に際しては，性能上の
ボトルネックにならないよう，高速な

仮想スイッチが必要となります．

ネットワーク仮想化を実現する 
要素技術の研究開発

これまで述べてきたように，将来
ネットワークにおけるネットワーク仮
想化技術の適用領域は，極めて多岐に
わたっています．これに対してNTT
研究所では，これらを実現する要素技
術の研究開発に幅広く取り組んでお
り，本特集ではその具体的な取り組み
例を紹介します．
『将来ネットワークに向けたサービ

スファンクションチェイニング技術』
では，サービス事業者向けネットワー
ク機能提供技術の取り組み例として

「サービスファンクションチェイニン
グ技術」について紹介します．
『将来ネットワーク実現に向けた

ネットワーク仮想化技術』では，統合
コントロール技術の取り組み例として

「オーケストレーション技術」，キャリ
アクラウド構成技術の取り組み例とし
て「サーバプラットフォーム技術」，
転送ネットワーク構成技術の取り組み
例として「集中型トランスポート制御
技術」を紹介します．
『Ryu SDN Framework―オープ

ンソースのSDN基盤ソフトウェア』
では，仮想化ネットワークをコント
ロールするうえで重要なコア技術で
あ るSDNコ ン ト ロ ー ラ 技 術（Ryu 
SDN Framework）の取り組みを紹
介します．
『ネットワーク仮想化に関する基礎

技術研究動向』では，汎用サーバ ・ 汎
用装置上において転送機能を実現する

うえで重要なコア技術であるSDNソ
フトスイッチ技術（Lagopus）の取り
組みと，産官学で連携し，研究用ネッ
トワーク上にエンド ・ ツー ・ エンド環
境を構築して実施している，ネット
ワーク仮想化実証実験の取り組みを紹
介します．

（後列左から） 有満  秀浩/ 松本  公秀/  
 松林  泰則/ 相原  正夫

（前列左から） 槇林  康雄/ 小島  久史/  
 小杉  友哉

NTT研究所は，ネットワーク仮想化技術
を最大限に活用し，柔軟で高信頼かつ経済
的な将来ネットワークの実現に向けて，研
究開発を進めていきます．
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