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ネットワーク仮想化に向けた技術開発の現状

サービスファンクションチェイニ
ング技術とは

今後，汎用サーバでネットワーク機能
を実現するNFV（Network Functions 
Virtualisation）の技術が進展すると，
ネットワーク機能をデータセンタな
どに集約してクラウドとして運用で
きるようになります．その結果，新た
なネットワーク機能の機能追加が容
易になり，また需要や要望に応じて
ネットワーク機能のリソースを柔軟
に割り当てることも可能になること
から，より高度なキャリアネットワー
クを実現できると期待されています．
例えば，従来はネットワーク機能が専
用装置としてネットワーク内に配備
されており，サービスや機能を追加す
るためには，ネットワーク内の専用装
置の更改やソフトウェアの更新が必
要でした（図 1（a））．これに対して，
NFVを適用し，ネットワーク機能を
仮想化すると，ネットワーク機能をク
ラウドに集約できるようになります

（図 1（b））．これにより，ネットワー
ク機能の追加や変更が，汎用サーバ上
のソフトウェアを変更するだけで実現
できるようになります．

一方，ネットワーク機能をクラウド

に集約すると，ユーザのパケットを
ネットワーク機能が配備されているク
ラウド内の汎用サーバまで引き込む必
要が出てきます．さらにユーザごとに
異なるサービスを契約している場合に
は，適用するネットワーク機能がユー
ザごとに異なるため，ユーザ単位での
経路制御が必要になります．このよう
に，ユーザの契約状況等に応じて，適
切なネットワーク機能を経由するよう
にパケットの経路を制御する技術を
サービスファンクションチェイニング
技術と呼びます．

サービスファンクションチェイニ
ングのユースケース

サービスファンクションチェイニング
のユースケースとして，映像配信サー
ビスを提供するサービス事業者が，
キャリアネットワークを介してエンド
ユーザにサービスを提供する事例を考
えてみます（図 2 ）．現在のネットワー
クでは，サービス事業者がキャリア
ネットワークに接続するための加入者
宅内装置（CPE: Customer Premises 
Equipment）や，セキュリティを確保
するためのファイアウォールを購入し
て設置，設定するなどの作業が必要で
す．しかし，サービスファンクション

チェイニング技術を活用すると，
CPEやファイアウォールといった機
能をソフトウェア化して，キャリアの
クラウドに集約したうえで，キャリア
のネットワークサービスとして提供で
きる可能性があります．その結果，サー
ビス事業者は，サービス契約サイトか
らボタン 1 つで，ネットワーク機能を
自由に，即座に契約できるようになり
ます．そのため，例えば外部から攻撃
を受けたとしても，適切なセキュリ
ティサービスをすぐに契約すること
で，即座に攻撃を防ぐことができます．

サービスファンクションチェイニ
ングの方式

サービスファンクションチェイニン
グを実現するには，現在のIPネット
ワーク技術のままでは問題がありま
す．一般にキャリアネットワーク等の
大規模網でIPルーティングを利用す
る場合，集約されたネットワークアド
レスを基に経路制御を実施することで
スケーラビリティを高めています．し
かし上述したユースケースのように，
ユーザ単位での経路制御を，IPルー
ティングで実現しようとすると，膨大
な経路情報をネットワーク内の装置が
学習する必要があり，スケーラビリ

SDN NFV サービスファンクションチェイニング

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

ネットワークにあるさまざまな機能が，迅速かつ柔軟に利用可能になる
サービスファンクションチェイニングと呼ばれる技術があります．本稿で
は，サービスファンクションチェイニング技術を実現するための方式と，
本技術により実現できるユースケースについて解説します．
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ティの点において現実的ではありませ
ん．そこで，既存のIPルーティングに
依存しない新たな経路制御方式を検討
する必要があります．

NTTネットワーク基盤技術研究所
では，サービスファンクションチェイ
ニング技術を実現する方式として，パ
ケットにラベルを付与する方式を提案
しました．本方式では，キャリアネッ
トワーク内のスイッチにおいてパケッ
トを識別し，そのパケットが経由すべ

きネットワーク機能を示すラベルをパ
ケットに付与します（図 ₃ ）．複数の
ネットワーク機能を経由する場合は，
複数のラベルを経由する順番に付与し
ます．キャリアネットワーク内では，
パケットに付与されたラベルを基に経
路制御を実施します．このように本方
式では，どのネットワーク機能を経由
すべきかの情報をパケット自体に付与
するため，ネットワーク装置への設定
量が少ないという特徴があります．

ユーザの契約状況が刻々と変化する場
合でも，制御が必要な装置は限られた
スイッチのみで良いため，スケーラビ
リティの高い方式といえます．

プロトタイプによる実証

サービスファンクションチェイニン
グを実証するため，前述の方式を基に
実機を用いたプロトタイプを構築しま
した（図 ₄ ）．サービスファンクショ
ンチェイニングは，スイッチ，ネット
ワーク機能を収容する汎用サーバ，
ネットワークコントローラから構成さ
れます．また，サービス契約サイトを
用意し，ユーザがサービスの契約 ･ 解
約を自由にできるようにしています．

ユーザがサイト上でサービスを契約
すると，その情報がネットワークコン
トローラに伝わり，Southbound API
を通してスイッチにフローエントリが
設定されます．ネットワークコント
ローラは，ユーザの契約情報とクラウ
ド内のネットワーク機能の配置情報な
どから，どのユーザのパケットにどの
ようなラベルを付与するかを算出する
アプリケーションと，その結果からフ
ローエントリを生成してスイッチを制
御するコントローラから構成されてい
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ます．今回のプロトタイプの実装では，
コントローラと，そのアプリケーショ
ンを開発する基盤として，NTTソフ
トウェアイノベーションセンタが開発
した「Ryu SDN Framework」を利用
しています．

さらに，既存のIPネットワーク上

でも，最低限の機能追加でサービス
ファンクションチェイニングを実現で
きることを実証するために，今回のプ
ロトタイプでは，ラベルを解釈するス
イッチと汎用サーバ内の仮想スイッチ
間を，IPトンネルを用いてオーバレ
イで接続する方式を採用しています．

ラベルが付与されたパケットを，IP
トンネルを通して転送することで，コ
アネットワークからはラベルの処理を
隠蔽し，ラベル処理が必要となる装置
を最小限にとどめています．

このような環境を用いて，私たちは
サービスファンクションチェイニング
技術により，迅速かつ柔軟にユーザに
対してサービスを提供できることを実
証しました．

課　題

サービスファンクションチェイニン
グを実際のキャリアネットワークに適
用するうえでは，まださまざまな課題
があります．次に，今回のプロトタイ
プの構築から得られた課題について説
明します．
■インターオペラビリティの確保

現在，サービスファンクションチェ
イニングを実現するための方式やプロ
トコルについては標準化された技術が
ないため，前述のプロトタイプのラベ
ルの実装には，独自の方式を採用して
います．そのため，仮想アプライアン
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図 3 　サービスファンクションチェイニングの方式

図 4 　プロトタイプの実装例
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スなどの既存のネットワーク機能では
ラベルを処理できません．そこで，汎
用サーバ上の仮想スイッチにて一度ラ
ベルを取り外してネットワーク機能に
転送し，その後，ネットワーク機能か
ら戻ってきたパケットに対して再度ラ
ベルを付与する処理を行っています．
このような実装では，既存の仮想アプ
ライアンスをそのまま利用できる反
面，ラベルの付け外しの処理のために
転送性能が犠牲になってしまいます．
キャリアネットワークに本格的にサー
ビスファンクションチェイニングを導
入するためには，サービスファンク
ションチェイニング技術を標準化し，
各社の仮想アプライアンスがプロトコ
ルを理解できるよう，インターオペラ
ビリティを確保する必要があります．
■スケーラビリティの確保

キャリアネットワークにおいて
NFVを本格的に導入し，多くのネッ
トワーク機能が汎用サーバ上で動作す
るような環境になると，大量のトラ
フィックを処理するために多数の汎用
サーバが必要になると考えられます．
具体的には，同一のネットワーク機能
を実現する仮想マシンが多数の汎用
サーバで動作するような状況が想定さ
れます．このような状況において，サー
ビスファンクションチェイニングを実
現するためには，ラベルによってネッ
トワーク機能の種類だけではなく，
ネットワーク機能が動作している仮想
マシン（ネットワーク機能のインスタ
ンス）を示すラベルが必要になると考
えています．

そのためキャリアネットワークで
は，多数のユーザを識別するだけでな
く，多数のネットワーク機能のインス
タンスを識別する必要があります．し
たがって，スケーラビリティを損なう
ことなく，これらの処理を実行できる

方式を実現する必要があります．
■コントロールプレーンの方式

キャリアネットワークのような大規
模なネットワークにおいて，きめ細か
なサービスを提供するためには，ユー
ザの契約情報やサービスファンクショ
ンチェイニングのラベル情報などをど
のように管理して，ネットワークを制
御するかという点が重要です．前述の
方式では，ユーザの契約情報やラベル
の情報をネットワークコントローラが
一元的に管理し，パケットにラベルと
してこれらの情報を付与しており，ク
ラウド内のサーバはユーザごとの契約
情報を保持していません．そのため，
ユーザが契約を変更した場合でも，
キャリアネットワーク内のスイッチで
付与するラベルを変更するよう制御す
るだけで，クラウドを制御せずとも，
迅速に経由するネットワーク機能を変
更できます．

一方で，ネットワークコントローラ
がすべての情報を持つため，ネット
ワークコントローラの性能や信頼性が
重要になります．しかし， 1 台のネッ
トワークコントローラで大規模なキャ
リアネットワークを管理，制御するこ
とは現実的ではありません．そのため，
ネットワークコントローラのスケール
アウトや分散処理による冗長化なども
考慮する必要があります．このように，
コントロールプレーンのアーキテク
チャも，キャリアネットワークにおけ
る要求条件を満たすように改良してい
く必要があります．

今後の展望

サービスファンクションチェイニン
グ技術は，将来ネットワークが目指
す，新たなサービスを迅速かつ柔軟
に提供できるネットワークを実現す
るために重要となる技術です．しか

し，現段階ではコンセプトレベルの
技術であり，実用化に向けてはプロ
トコルの標準化や，さまざまな課題
の解決が必要になります．サービス
ファンクションチェイニングを実現
するための方式やプロトコルについ
ては，現在IETF（Internet Engineer-
ing Task Force）のsfc （Service Func-
tion Chaining）WG（Working Group）
において標準化が進められています．
NTTネットワーク基盤技術研究所で
は，今回紹介した方式や，プロトタイ
プ構築により得られた知見を基に，
キャリアネットワークへ適用可能なス
ケーラブルな技術を目指し，標準化活
動にも取り組んでいきます．

（左から） 北田  裕之/ 小島  久史/  
 高谷  直樹/ 相原  正夫

サービスファンクションチェイニング技
術は，まだコンセプト段階の技術ではあり
ますが，引き続き研究を進め，将来のキャ
リアネットワークが便利で使いやすくなる
よう貢献していきます．
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