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ネットワーク仮想化に向けた技術開発の現状

ネットワーク仮想化技術

将来ネットワークや新世代ネット
ワークを構築する際に求められるもの
の 1 つとして，ネットワーク仮想化技
術を使って，サービスやユーザごとに，
用途に応じた品質，性能，機能を柔軟
に変更できる仮想ネットワークの構築
が挙げられます．こうしたことから，
SDN（Software Defined　Network-
ing）によるきめ細かいフロー制御の
適用範囲を拡大する技術や，NFV

（Network Functions Virtualisation）
などに代表される高性能 ・ 高機能化さ
れたソフトウェアアプライアンスの柔
軟な設置，修正，廃止を行うための技
術は，より重要性を増しています．

本稿では，SDN，ネットワーク仮
想化などのNTT未来ねっと研究所の
取り組みを紹介します．

ネットワーク機器への設定を自動
化する技術「O3プロジェクト」

私たちは将来ネットワークにおい
て，ネットワーク資源を共有する複数
の通信事業者やサービスプロバイダ
が，それぞれの目的に合わせて自由に
ネットワークを設計 ・ 構築 ・ 運用管理
することを可能とする，ネットワーク

仮想化技術の確立を目指しています．
これにより通信事業者は，広域ネット
ワークにおいて，サービスプロバイダ
の要求に応じてネットワークを従来の
約10分の 1 の時間で臨機応変に設
計 ・ 構築 ・ 変更できることを目標と
し，NTTを含む 5 社の共同研究プロ
ジェクトとしてマルチレイヤネット
ワークに対応した統合SDNコント
ローラの研究開発を進めています．こ
れによりサービスプロバイダにとって
は，サービスの開設 ・ 撤収時間を大幅
に短縮することが可能となります．さ
らに一般の利用者にとっては，欲しい
サービスがサービスプロバイダからす
ぐに提供されて利用できるようになり
ます．

O3プロジェクト＊ 1（図 1 ）では，ネッ
トワーク仮想化技術を構成する各技術
の試作や実証実験を通じて研究開発成
果の実用性について検証し，実用化を
目指していくとともに，本研究成果の
グローバルな普及や，標準化を推進し
ていきます．主要技術は以下のとおり
です．

（1）　ネットワーク管理制御プラッ
トフォーム技術

さまざまなサービス要件を満たした
ネットワークを構築して迅速なサービ

ス提供を可能とする，SDNプラット
フォームソフトウェアを開発します．

具体的には，光 ・ 無線 ・ パケット通
信など，多種多様なネットワークにつ
いて，それぞれを管理するための情報

（ネットワーク構成情報や通信状態情
報など）を共通的に扱えるようにする
ことで，広域ネットワークを統合化し，
管理制御を柔軟かつ迅速化するプラッ
トフォームを開発します．

（2）　ネットワーク設計 ・ 構築 ・ 運
用管理ソフトウェア技術

（1）で実現するプラットフォーム上
で動作する，ネットワーク設計や構築，
運用管理を行うソフトウェアを開発し
ます．

具体的には，広域ネットワークに
SDNを適用する際に必要となる，設
計ソフトウェア（設計したネットワー

ネットワーク仮想化 SDN OpenFlow

＊1	 O3プロジェクト：通信事業者が提供するモ
バイルネットワークやインターネットなど
広域ネットワークインフラの総合的なSDN
化を目指す世界初の研究開発プロジェクト

「Open Innovation over Network Platform」
のプロジェクト愛称であり，総務省の「ネッ
トワーク仮想化技術の研究開発」の委託研
究として2013年 6 月から日本電気株式会社，
日本電信電話株式会社，NTTコミュニケー
ションズ株式会社，富士通株式会社，株式
会社日立製作所の 5 社共同で研究開発を推
進しています．O3（オースリー）は，プ
ロジェクトの全体コンセプトである「Open：
オープン性」「Organic：有 機的 ・ 中立」

「Optimum：最適化」を表現しています．

ネットワーク仮想化に関する基礎技術研究動向

本稿では，NTT未来ねっと研究所で実施しているネットワーク仮想化，
SDN（Software Defined　Networking）関連研究の中から，O3プロジェクト
によるOpenFlow1.3に対応した高速SDNソフトスイッチ 「Lagopus」の概要，
およびネットワーク仮想化基盤の研究概要を解説します．
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クの検証）や，構築ソフトウェア（既
存ネットワークとの相互接続，既存
ネットワークからSDNへの移行），運
用管理ソフトウェア（レイヤ間におけ
る障害特定 ・ 対処の迅速化，サービス
品質の制御）を開発します．

（3）　仮想化対応ネットワーク装置
技術

上記（1），（2）により制御可能なSDN
ネットワーク装置を開発します．

具体的には，すべてのレイヤを通じ
て低コストかつ高性能な資源を活用
し，サービス構築コストの最適化を可
能とする，既存の光通信システム ・ 無
線通信システム ・ パケットトランス
ポートシステムのネットワーク装置を
制御するインタフェースやドライバ機
能，および構成や機能を自由に変更で
きるソフトウェア通信機器を開発します．

NTTはこのプロジェクトの中で，
標準的なサーバのハードウェアを利用
し，サーバ上で実行されるプログラム
によってSDNスイッチの動作を行う
ソフトスイッチの研究開発を担当して
います．

SDNソフトウェアスイッチ 
「Lagopus」

転送ネットワークのシンプル化，低
コスト化のためには，ネットワーク装
置やネットワーク機能を専用のハード
ウェアを用いることなく，標準的な
サーバの上で実行されるソフトウェア
による新たなネットワーク機器の重要
性が増してきています．NTTはO3プ
ロジェクトの一環として，世界最高性
能を持つSDN対応ソフトウェアス
イッチ「Lagopus」のプロトタイプ開
発に成功しました．

本プロトタイプは，データセンタな
どの企業独自のネットワークへの導入
が始まっているSDNを，通信事業者
やインターネットなど広域ネットワー
クに適用するために必要な要素技術と
して，大規模フローテーブル設定時に
おいても，高速パケット処理が可能で
あることを特徴とするSDN対応ソフ
トウェアスイッチとして実装しまし
た．本研究のターゲットを図 2 に示し
ます．

また，将来のNFVなどの対応を見
越して，機能拡張性に優れたモジュー
ル構成のアーキテクチャを採用してお
り，今後の機能拡張や部分的な高機能
化も容易な構成としています．対応す
るSDN制御プロトコルとしては，現
時点で市場における長期安定版とみら
れているOpenFlow1.3に準拠してお
り，仕様を満たしているかを確認する
コンフォーマンステストでも優れた成
績を上げています．

本プロトタイプにおいては，Flexi-
ble parallel Flow processing Frame-
work （ fff） を採用することにより，高
速なパケット処理が可能となりまし
た． fffを採用したSDNソフトウェア
スイッチのモジュール構成を図 3 に
示します．通常ソフトウェアで高処理
性能を求めると，OSのカーネル空間＊ 2

の実装が望ましいのですが，一方で最
新のカーネルへの追随が必要になるな

＊2	 カーネル空間：オペレーティングシステム
を 2 つの層に分けたとき，下位の層にあり，
よりハードウェアに近い処理，機能を担い
ます．

図 1 　O3プロジェクトの全体概要

・ネットワークにオブジェクト指向の概念を導入し，以下の 3つを対象とした研究開発を推進
　①ネットワーク管理制御プラットフォーム技術
　②ネットワーク設計・構築・運用管理ソフトウェア技術
　③仮想化対応ネットワーク装置技術

研究開発の全体像 オーケストレーション/OSS・BSS

ネットワーク設計・構築・運用管理ソフトウェア技術

設計ソフトウェア 構築ソフトウェア 運用管理ソフトウェア
②

仮想化対応ネットワーク装置

オーバレイシステム パケット・光システム 無線システム③

① ネットワーク管理制御プラットフォーム技術

既存キャリア
ネットワークインターネット ネットワーク
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ど，維持管理が難しくなる欠点も持つ
ことになります．そのため，今回の試
作ではユーザ空間における実装を採用
し，それでも十分な性能が得られるよ
うに処理の並列化，パイプライン化を
行い，OpenFlowに適したフローテー
ブルアルゴリズムを新たに考案し，実
装しています．

また，既存のSDNソフトウェアス
イッチにおける課題に対しては以下の

ように解決しました．
（1）　マルチスレッド対応による高

速化
最初にフローを識別し，次に並列化

されたパイプラインでパケットの処理
を行うことで，高速化を実現しました．
フローの識別においては，パケットの
順序逆転が起きないように，各パイプ
ラインへの振り分けを行い，マルチス
レッド対応としました．

（2）　fff検索アルゴリズムによる，大
規模フローテーブル検索の高速化

各パイプラインの中では，SDNで
求められるドントケア（ 0 ，1 のどち
らでも良い）を許容し，複雑な検索条
件にも対応可能なフローテーブル探索
のために，新たなアルゴリズムを考案
しました．この検索アルゴリズムを採
用することによって，大規模フロー
テーブルを設定した場合においても，
著しい速度低下を起こさずに，高速な
検索が可能となりました．

さらにメモリアクセスの回数を低減
するために，キャッシュメモリのヒッ
ト率を高めるよう実装上の工夫を行い
ました．

今回試作したものでは，10万行のフ
ローテーブルを設定した場合におい
て，パケットヘッダの書き換えを行い
ながら10 Gbit/sのワイヤレートの転
送速度（ロングパケット転送時）を達
成する高速パケット処理を実現してお
り，これはSDNソフトウェアスイッ
チとして世界最高性能レベルとなり
ます．

SDN制御プロトコル処理について

図 3 　fffを採用したSDNソフトウェアスイッチ

高信頼化機能部
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図 2 　本研究のターゲット
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は，本特集で取り上げているNTTソ
フトウェアイノベーションセンタの
Ryuと連携して開発を進めています． 
またO3プロジェクト内でも統合SDN
制御基盤とはRyuを介してつながって
います．

今後，さらに大規模の100万行程度
のフローテーブルに対応することで，
これまではデータセンタ内にたまって
いたSDNソフトウェアスイッチの広
域ネットワークのエッジへの展開が可
能となり，ネットワークの新サービス
や新プロトコル導入が早期に実現でき
ることが期待されます．

サービス事業者への仮想ネット
ワーク提供技術

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）
を提供する技術が必須となってきま
す．SDNやNFVを実現する技術の 1
つであるネットワーク仮想化技術で
は， 1 つの物理的なネットワークを多
層的に分割することができ，それぞれ
の分割されたネットワークで異なる通
信制御プロトコルを動作させたり，ア
プリケーションやサービスごとにネッ
トワークを分けて利用したりするな
ど，キャリアネットワークにおいて提
供するサービスを，柔軟かつ迅速に構
成することができる大きなメリットが
あります．

今回私たちが開発したのは，仮想
ネットワークを複数独立に構築するた
めのネットワーク仮想化基盤システム
です．具体的にはルータ，スイッチ，
サーバやネットワークプロセッサ等か
ら構成されます．本研究は，NGNよ
り後の世代のネットワーク技術の検
討として，2008〜2010年度に，NICT

（National Institute of Information 

and Communication Technology），東
京大学，NTT，NEC，日立および富
士通研究所の共同研究により研究開発
が行われ，2011年度からは，NICTの
委託研究 「新世代ネットワークを支え
るネットワーク仮想化基盤技術の研究
開発」としてKDDI研究所ほかが加
わって，次世代のネットワーク仮想化
基盤の研究開発プロジェクトを進めて
います．

本プロジェクトでは，ネットワーク
仮想化基盤としてVNodeと名付けた
ノードシステム，ほかのネットワーク
との接続装置，これらの装置からなる
ネットワーク仮想化基盤全体を管理す
るネットワークマネジメントシステム
を試作し，仮想ネットワーク基盤とそ
の用途について研究開発を行っていま
す．VNodeの構成を図 4 に示します．
図 5 に示す試作システムは，NICT

Juniper

図 4 　VNodeの構成

 VNodeマネージャ

プログラマ

リダイレクタ

スライスA

スライスB

VNode マネージャ
マネジメントシステムと
連携したVNODEの統合
制御

プログラマ
仮想サーバやネットワー
クプロセッサによるプロ
グラマブルなプロトコル
処理

リダイレクタ
仮想リンクを構築 帯域・
キューを動的割当

図 5 　VNodeのプロトタイプシステム

VNode
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が運用するJGN-X（Japan Gigabit 
Network-eXtreme） に オ ー バ レ イ
ネットワークを構成し，テストベッド

（図 6 ）によるアプリケーションの実
証実験を行っています．

また，グローバルな仮想ネットワー
クの実現に向けては，外国のネット
ワーク仮想化テストベッドとの相互接
続実験を行いました．相互接続に向け
ては，JGN-X上のネットワーク仮想
化テストベッドと米国NSF（National 
Science Foundation）が推進するGENI

（The Global Environment for Network 
Innovation）のネットワーク仮想化テ
ストベッドではアーキテクチャや実現
方式が異なるため，相互接続が困難で
あるほか，従来のネットワーク仮想化
技術では通信品質（パケット通過量，
遅延時間）の保証ができず，高品質な
サービス提供が難しいという課題があ
りました．今回新たに開発したVNode
を，NICTが共同研究契約を結ぶ米国

ユタ大学のキャンパス内に設置し，
ProtoGENIテストベッドと接続しま
した．これにより，私たちは日米間に
またがるマルチドメイン網をプログラ
マブルに制御することに世界で初めて
成功しました．

今後の展開

今後は，テストベッド上にさまざま
なアプリケーションを実装し，検証を
進めるとともに，幅広い方々にご利用
いただけるよう環境を整備していき
ます．

（後列左から） 益谷  仁士/ 尾花  和昭/  
 中島  佳宏

（前列左から） 島野  勝弘/ 福井  将樹/  
 山田  一久

NTT未来ねっと研究所では，仮想化網の
構築，運用の基本技術，フローをきめ細や
かに制御するSDN技術，NFVに代表される
ソフトウェアアプライアンスの基礎検討を
進め，将来ネットワークや新世代ネットワー
クの実現に貢献していきます．

◆問い合わせ先
NTT未来ねっと研究所
 メディアイノベーション研究部

TEL 046-859-3022
FAX 046-855-1284
E-mail　obana.kazuaki lab.ntt.co.jp

図 6 　JGN-X上でのテストベッド
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