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オープンイノベーションによるクラウド基盤技術の取り組み

NTT研究所が目指すクラウド

クラウドは，ネットワークを介して
サーバマシンのCPUやメモリ，スト
レージといったICTリソースを，お客
さまが必要とする構成で即座に利用可
能とするものです．クラウドの設備や
運用にかかるコストを極力低減してお
客さまに提供することで，クラウドを
活用するさまざまなビジネスの競争力
向上に貢献できるものと考えていま
す．NTT研究所はグローバルクラウ
ドビジネスの競争力強化に向けて，「柔
軟」「迅速」「低コスト」「安心 ・ 安全」
といった点で世界トップレベルのクラ
ウドを実現すべく研究開発に取り組ん
でいます（図 1 ）．

オープンイノベーションによる研
究開発

クラウド分野の技術は進歩が速く，
ライフサイクルが短くなっているう
え，非常に複雑になっています．この
ような状況下では，開発期間の短縮や
コスト低減，最新技術へのキャッチ
アップ，ベンダロックイン回避による
リスク低減を図るために，研究所単独
での大型開発は原則実施せずに，オー
プンイノベーションにより世の中の優

れた製品やオープンな技術を組み合わ
せてプロダクトの研究開発を推進する
ことが重要と考えています．また，オー
プンイノベーションにより開発したプ
ロダクトや技術の検証 ・ サポートを通
じて得られたノウハウを事業に活用す
ることも重要と考えています．NTT
ソフトウェアイノベーションセンタの
研究開発の取り組みの考え方をまとめ
たものを図 2 に示します．
「①技術検証 ・ サポート」では，お

客さまニーズや技術の動向に合わせ
て，技術の検証やサポートを実施しま
す．「②オープンソースソフトウェア

（OSS）を組み合わせ提供」では，既
存OSSを組み合わせて活用するとと
もに，有用なOSSコミュニティに貢
献しつつ技術開発を行うコミュニティ
連動型開発を推進します．「③プロプ
ライエタリ製品を取り込んで提供」で
は，米国のNTT Innovation Institute, 
Inc.（NTT I3）などと連携して他社の

クラウド オープンイノベーション 仮想化技術

【安心・安全】 機密データもクラウド上で安心して蓄積・処理可能
　・QoS保証のグローバルネットワークとの連携により，データセンタまたがりのシステム構築や 
 ディザスタリカバリを実現
　・クラウド事業者にすらデータが見えない機密性とデータが一部損失しても復旧できる可用性を実現
　・データへの操作履歴の可視化や不正操作有無の証明が可能

【低コスト】 データセンタの利用効率を向上
　・運用中に生じるサーバリソースのフラグメンテーションを解消
　・コスト削減に有効なオープン技術も積極的に活用

【迅速】 新規クラウド構築時や追加・移転などの際にも，迅速にデリバリ
　・複数サーバからなるシステム全体をユーザポータルからオンデマンドで一括設定
　・数十拠点のICTリソースを一元的に監視・運用

【柔軟】 ICTリソースを必要なときに，必要な分だけ，必要な構成で，使えるクラウドへ
　・データセンタに集中配備したICTリソースを自由に分割して提供

図 1 　NTT研究所が目指すクラウド

NTT研究所でのクラウド基盤技術の取り組み

NTT研究所は，柔軟，迅速，低コスト，安心・安全なクラウドを実現す
べく，オープンイノベーションによるクラウド基盤技術の研究開発に取り
組んでいます．本稿では，NTT研究所が目指すクラウドを実現するための
研究開発の取り組みの考え方，および現在取り組んでいるクラウドコント
ローラと仮想化技術の概要を紹介します．

大
お お と

戸  健
けんいち

一 /古
 こ 　 が  

賀  祐
ゆうぞう

匠 

鍜
 か 　 じ  

治  武
た け し

志 /岸
き し だ

田  卓
た く じ

治

NTTソフトウェアイノベーションセンタ



NTT技術ジャーナル　2014.12 13

特
集

優れた製品をいち早く発掘し，利用に
際してのノウハウと併せて事業に活用
していきます．そして「④研究所開発」
では，大きな成長が期待されるがまだ
萌芽期にある技術に限定して研究開発
を行うとともに，その成果をOSS化
して提供することも視野に入れて推進
します．NTT研究所は，本誌2014年
3 月号の特集（1）で紹介したセキュリ
ティ技術を取り込みつつ，図 2 の研究
開発の取り組みの考え方に基づき，本
特集で解説するクラウド基盤技術の研
究開発に取り組んでいます．

クラウド基盤技術

クラウド基盤技術は主に「クラウド
コントローラ」と「仮想化」の技術で
構成されます．データセンタに集中配
備したICTリソースを自由に分割して
利用可能とする技術が仮想化です．こ
の 仮 想 化 技 術 は サ ー バ マ シ ン の
CPU ・ メモリから，ネットワーク，ス
トレージ，そしてアプライアンスと

いったさまざまなICTリソースへ，適
用範囲が拡張されています．またこれ
らの仮想化されたICTリソースを制御
し，お客さまのニーズに応じてクラウ
ドの実行環境上で利用可能とする技術
がクラウドコントローラです．クラウ
ドコントローラは，お客さま自身が所
有する情報システムにクラウドの技術
を適用したプライベートクラウドや，
クラウドサービス事業者が提供するパ
ブリッククラウドに適用されてきまし
た．最近では，プライベートクラウド
とパブリッククラウドが混在したハイ
ブリッドクラウドへ，その適用範囲
が広がっています．これらのクラウ
ド基盤技術により，クラウドサービ
ス事業者はIaaS（Infrastructure as a 
Service），PaaS（Platform as a 
Service），そしてSaaS（Software as 
a Service）といったサービスを展開
しています．

オープンアーキテクチャの採用と
取り組み

NTT研究所は，標準的なインタ
フェースを通じてさまざまなICTリ
ソースをクラウド上で利用可能にする
とともに，今後出てくる最新の技術を
継続的に取り込み，利用可能とするた
めに，オープンアーキテクチャをベー
スとしたクラウド基盤技術の研究開発
に取り組んでいます（図 3 ）．
「① Cloud Foundry」 は，Rubyや

Javaなどのプログラミング言語で記述
されたアプリケーションが動作する環
境やデータベースといったミドルウェ
アをクラウドの実行環境上に提供する
オープンなPaaS管理機能です．本特
集記事『PaaS基盤 ・ Cloud Foundry
の取り組み』では，Cloud Foundryの
アプリケーション管理機能の拡張や運
用自動化などに関する研究開発の取り
組みと，NTT I3と連携して進めてい
る開発 ・ 運用プロセス改善へのCloud 

COE: Center Of Excellence

図 2 　研究開発の取り組みの考え方
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Foundry統合の取り組みを紹介します．
「②OpenStack」は，クラウドの実

行環境上の仮想マシン，仮想ストレー
ジ，仮想ネットワークなどを制御する
オープンなIaaS管理機能です．本特
集記事『OpenStackの取り組み』では，
OpenStackをパブリッククラウドに適
用するために必要となる仮想ネット
ワーク機能のマルチプラグイン対応，
トランザクション機能，およびリソー
ス管理機能に関する研究開発の取り組
みを紹介します．また，プライベート
クラウドへの取り組みや企業のITイ
ンフラ全体を高度化するための取り組
みについても紹介します．
「③Sheepdog」は，クラウドの実行

環境上に仮想化された分散ブロックス
トレージ機能を，また「④Swift」は，
仮想化されたオブジェクトストレージ
機能をそれぞれ提供します．本特集記
事『ストレージ仮想化技術の取り組み』
では，複数サーバとの接続を可能とす
るマルチパス機能や遠隔拠点を利用し
てサービス停止 ・ データ損失を防ぐ機
能の実現により，Sheepdogの運用性
や信頼性を向上する取り組みを紹介し
ます．また，大規模 ・ 自律分散された
多数のストレージサーバの低コスト化
を狙い，Swiftの運用の効率化を実現
する取り組みも併せて紹介します．
「⑤Ryu」は，ネットワーク機器の

動作をソフトウェアで一括管理する

Software-Defined Networking（SDN）
を実現するための基盤ソフトウェアで
す．Open Networking Foundation（2）

で規定されているOpenFlowというプ
ロトコルにより，ネットワークの経路
制御機能やトラフィック監視機能など
を提供します．Ryuの取り組みの詳細
は，本誌2014年 5 月号の特集（3）で紹介
しています．

クロスファームの取り組み

NTT研究所での研究開発成果を研
究者自身が使用 ・ 改善するための仕組
みとして検討を進めている「クロス
ファーム」を紹介します．クロスファー
ムとは，R&Dの効率性の向上 ・ 低コ

図 3 　クラウド基盤技術の取り組み
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スト化を目的とし，仮想化などによる
集約技術を活用してサーバなどのリ
ソースを共用する，デモンストレー
ションやサービス開発に利用可能な環
境提供サービスです．クロスファーム
を運用することにより，私たち自身が
クラウドの運用にかかわるノウハウを
獲得するとともに，さまざまなクラウ
ド基盤技術やサービス ・ アプリケー
ションの研究成果を組み込むことで，
ユーザビリティの評価，サービスの可
視化やテスト環境としての活用，商用
に至るまでの期間短縮を実現できるも
のと考えています．クロスファームの
コンセプトを図 ₄ に示します．クロス
ファームへ組み込む研究成果の一例
として，先に説明したOpenStackと
SDNを連携したクラウドコントロー

ラが挙げられます．クラウドコント
ローラを用いることで，研究者自身が
必要なときに必要な分のICTリソース
を確保し，利用者ごとに分離された仮
想ネットワークを研究者が望む構成で
構築することが可能となります．これ
により，研究開発活動の効率化を果た
せるだけでなく，研究者自身の利用は，
機能の過不足，問題点などの実感につ
ながり，迅速な改善へ結び付くと考え
ています．
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図 4 　社内クラウド「クロスファーム」のコンセプト
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NTT研究所は，今後もオープンイノベー
ションによるクラウド基盤技術の研究開発
を通じて，クラウドを活用するさまざまな
ビジネスの競争力向上に貢献していきます．
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