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有線 ・ 無線ともにブロードバンドア
クセスが普及し，ICTは私たちの日常
生活に欠かすことができない社会イン
フラとなってきています．NTTグルー
プはグローバル ・ クラウドサービスを
事業の基軸にすると同時にネットワー
クサービスの競争力 ・ 収益力の強化に
取り組んできました．さらに，多様な
プレーヤの新たな価値創造をお手伝い
することでICT市場を活性化し，社会

問題の解決や日本の産業競争力の強化
に貢献することを目指して，光コラボ
レーションモデルを２０１４年 ５ 月に発表
しました．NTTグループは，徹底し
たコスト削減を継続しつつネットワー
クサービスの収益力を強化すると同時
に，さまざまな産業分野の事業者との
コラボレーションによる高付加価値の
サービスの提供を目指しています．
NTTネットワーク基盤技術研究所で
はこれらの取り組みを進めるために必
要となるネットワークの基盤を支える

ものとして，異分野の新技術を交えた
学際的アプローチであるネットワーク
科学の研究開発に取り組んでいます

（図 １ ）．

将来ネットワークに向けた課題

将来ネットワークに向けた課題と目
指す方向性を図 ２ に示します．ICTが
社会インフラとして定着するにつれ
て，ネットワークの使われ方も変化し
てきました．さまざまな動画サービス
が提供され，スマートフォンやタブ
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図 1 　将来ネットワークを支えるネットワーク科学

学際的アプローチにより複雑化するネットワーク
の課題解決に向けて
これからのネットワークでは，コスト削減と収益力の強化を継続すると同
時に，サービス事業者やエンドユーザに，ネットワークをより賢く使ってい
ただくことが重要であると考えています．一方で，ネットワークの使われ方
の多様化や複雑化・大規模化に伴い，個々の要素を完全に掌握する既存の
ネットワーク技術だけでは対応が困難となっています．NTTネットワーク基
盤技術研究所では，既存のネットワーク技術だけでなく異分野の新技術も交
えた学際的アプローチであるネットワーク科学の研究開発に取り組んでいま
す．本稿では，ネットワーク科学の研究開発の取り組みの概要を紹介します．
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レットなどによるモバイルサービスが
普及しました．ウェアラブル端末やセ
ンサなどの多様化も今後進展し，２０２０
年には第 ５ 世代（LTE-A/B）が展開
され始めることが想定されています．
通信速度のみならず，エネルギー効率
や周波数効率がさらに高まることで，
高精細な映像サービスを，さまざまな
場所で，多数のモバイル端末により視
聴 す る こ と が 想 定 さ れ ま す．IoT

（Internet of Things）＊１/M２M（Machine 
to Machine）が普及し，多数のさまざ
まな機器がネットワークに接続される
ことが想定されています（図 ２ ）．また，
クラウドを用いたサービス提供も普及
し，今後も現状では予想できないサー
ビスが次々と登場することが想定され
ます．サービスの多様化に伴い，さま
ざまなパターンのトラフィックが発生

するようになります．クラウドとモバ
イルが普及した時代ではネットワーク
は安定的な品質を維持し，お客さまが
どこにいてもサービスの体感品質を満
足できるものにしなければいけません．

今日のネットワークはL３ルータ
（L３R），L２スイッチ（L２SW），L１/L０
伝送装置等の転送 ・ 伝送系装置や呼制
御サーバ，基幹サーバ等のサーバ系装置
やNAT（Network Address Transfer），
ファイアウォール（FW），ロードバラ
ンサ（LB），IDS/IDPなどの装置から
構成されており，複雑化 ・ 多様化して
きています．このように多種 ・ 多数の
構成要素から構成されるネットワー
クの運用は複雑なものとなってきて
います．また，ネットワークだけでな
くクラウドも含めたエンド ・ ツー ・
エンドの運用が重要であり，ますま

す複 雑 さ を 増 す 要 因 と な っ て い
ます．さらに，今後はSDN（Software 
Defi ned Network）＊２，NFV（Network 
Function Virtualization）＊ ３等の仮想化
技術の導入により，物理構成とは独立
した論理構成を取ることが可能とな
り，問題への対応がより複雑となるこ
とが想定されます．

ネットワークの構造も複雑化してい
ます．コンテンツ配信事業者（CDN
事業者）は，世界規模で展開したキャッ
シュサーバをネットワークで接続して
コンテンツ配信プラットフォームを構
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図 2 　将来ネットワークに向けた課題

＊1	 IoT：さまざまなモノに通信機能を持たせ，
インターネット･クラウド接続や相互制御
を実現する技術．

＊2	 SDN：ネットワーク上の通信機器をソフト
ウェアによって集中管理し，ネットワークの
構成や設定を変更可能とする技術の総称．

＊3	 NFV：仮想化技術を用いてネットワーク機
能をソフトウェアで実装し，汎用サーバ上
で実現する方式．
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築しています．また，Googleのような
世界規模でサービスを展開している
サービス事業者自身がネットワークの
構築を始めています．これらのCDN事
業者やサービス事業者はHyper Giant
と呼ばれ（１），世界規模でコンテンツ配
信制御を行うことで，交流トラフィッ
クに強い影 響力を持っています．
Hyper Giantによるコンテンツ制御と
通信事業者によるネットワーク制御の
相互干渉が問題となってきています．

さらに，ネットワークはさまざまな
事業者がかかわるようになっていま
す．一般のお客さまにサービスを提供
するサービス事業者，ネットワークを
構築 ・ 運用する通信事業者に加えて，
通信事業者とコンテンツ事業者の間に
介在し，コンテンツ配信を効率的に行
うCDN事業者なども存在しています．
通信事業者は一般のお客さまに対応す
るだけでなく，サービス事業者やCDN
事業者にも対応する必要があります．
このようなさまざまなプレーヤとのコ
ラボレーションによる付加価値を高め
たサービスの提供が重要になります．

異分野の新技術

既存のアプローチにおいては，対象
とするシステムを構成する個々の要素
が分かっているため忠実にモデル化
し，確率統計的手法などを用いて分析
することを前提としていますが，現在
のネットワークでは，システムを構成
する個々の要素を完全に掌握すること
自体が極めて困難になっています．こ
のような課題認識のもと，NTTネッ
トワーク基盤技術研究所では，異分野
の新技術を適用する研究開発に取り組

んでいます．
異分野の新技術としては，さまざま

な領域のものが考えられますが，現時
点では，空間情報処理，機械学習 ・ デー
タマイニング，情報理論，モデル予測
制御に取り組んでいます．
■空間情報処理

空間情報処理は，空間を扱う確率論
などの空間に関する理論です．これま
でのトラフィック理論では，時間軸上
での確率的な振る舞いを対象とした理
論構築がなされてきましたが，空間情
報処理では，空間軸上での確率的な振
る舞いを対象とした理論構築を行って
います．積分幾何が理論構築の基盤の
一角を構成しており，物体の面積と外
周長が分かればそれらの図形が重なる
確率を計算することができます．この
原理を用いれば，例えば，空間内に分
布する物体どうしが重なる確率を計算
することができます（２）．この理論の応
用例としては，センサによる計測，自
然災害などに対して頑強なネットワー
ク設計 ・ 制御などがあります．物理
ネットワークを敷設する際に，地震の
発生確率のハザードマップを基に，
ネットワークが被災する確率を計算し
て，被災耐力の強いネットワークを設
計します．

また，仮想網において論理構成を物
理構成と独立に制御できることに着目
したネットワーク制御にも適用できま
す．例えば，台風 ・ 豪雨などの予報に
基づき，時々刻々と変わる被災確率を
計算し，被災確率の低いサーバに配置
替えを行います．

さらに，位相幾何を応用した基地局
設計等の検討にも取り組んでいます．

セクタアンテナの基地局設計の最適配
置を計算する際に従来の数理計画法で
は組合せの数が爆発して解けない場合
でも，位相幾何を用いてモデル化をす
ることで飛躍的に計算量を削減するこ
とができ，解を求めることが可能とな
ります（３）．
■機械学習 ・データマイニング

機械学習 ・ データマイニングを用い
ることで，多量のデータから特徴 ・ 規
則性を見出したりすることが可能とな
ります．ネットワークから収集したト
ラフィックやサービス品質に関する
データが分析対象となり，数値データ
だけでなく，機器から吐き出されるロ
グ等の非定型メッセージも対象としま
す．これらの多量のデータを分析し，
２ つの数値データの間の関係を見出し
たり（Regression），多量のデータの
中から類似の性質を持つものどうしの
グループを発見したり（Clustering），
あらかじめ学習データを基に決められ
たカテゴリへの分類（Classification）
したりすることに用います．さらに，
機械学習 ・ データマイニングを応用し
てネットワーク運用の高度化に取り組
んでいます（４）．
■情報理論

情報理論の技術に圧縮センシングと
呼ばれるものがあります（５）．圧縮セン
シングとは，観測ベクトルの各要素が
ある未知のベクトルと既知の行列の積
で表現されることが分かっている場合
に，未知のベクトルを推定する技術で
す．既知の行列の構造がスパースな場
合に，すなわち，一部の要素を除いた
ほかの要素がゼロの場合に，未知のベ
クトルを推定することが可能です．圧
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縮センシングは画像処理や信号処理の
分野で発達した技術ですが，ネット
ワークへの応用が進んでいます．ここ
で，ネットワークのさまざまな経路の
品質を測定する状況を想定すると，い
くつかの経路で品質劣化が検出した場
合に，圧縮センシングを用いるとネッ
トワーク内のどの区間が品質劣化の要因
となっているか切り分けることができま
す．モバイル通信において品質劣化個
所の切り分け技術に応用できます（６）．
■モデル予測制御

モデル予測制御は，ネットワークの
経路変更等の制御を行う際に，制御の
結果の応答の予測が困難な場合に用い
ることができます．モデル予測制御は
プラント制御などで発達してきた技術
です．最適制御問題のNステップの区
間を １ つ先に進めながら最適化制御問
題を繰り返し解き，最適入力系列の最

初のステップの操作のみを制御対象に
適用します（図 ３ ）．Nステップ先を
考慮した最適化制御問題においては，
Nステップ先までの予測を行い，その
ときの入力のステップごとに制約条件
付きの最適制御問題を解くことになり
ます．これまで，モデル予測制御理論
をトラフィックエンジニアリングに適
用し有効性を確認してきており（７），現
在，通信事業者とHyper Giantとの間
の制御の相互干渉の解決に適用するこ
とを検討しています．

ネットワーク科学の応用

私たちはネットワーク科学を応用し
て①ネットワークデータ分析，②プロ
アクティブネットワーク制御，③QoE

（Quality of Experience）＊ ４-centricオ
ペレーション，④被災しないネットワー
ク，の研究開発に取り組んでいます．

■ネットワークデータ分析
ネットワークデータ分析では，ネッ

トワークサービスの障害対策のため
に，主に機械学習 ・ データマイニング
等を活用して，データ分析を行います．

ネットワークサービスの障害対策
は，検知 ・ 要因分析 ・ 回復の各段階に
ついて検討しています．

①　検知段階：サービス状態の可視
化，目視監視業務の支援，サイレ
ント障害検知，予兆検知など

②　要因分析段階：故障要因特定，
故障個所特定，サービス影響把握
など

③　復旧段階：復旧作業定型化，復
旧作業自動化など

これらの技術開発においては，ネッ
トワーク運用に関するさまざまなデー
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図 3 　モデル予測制御

＊4	 QoE：通信サービスを利用するユーザが体
感する品質．
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タとして，SYSLOG＊５，Twitter，数値
データ，対応履歴，ワークフローなど
のデータを対象に機械学習 ・ データマ
イニング，情報理論（圧縮センシング
等），最適化理論の技術を用いながら，
技術開発を行っています（８）．例えば，
SYSLOGはネットワーク機器から多
量に吐き出され，機器の種別やベンダ
ごとに異なる形式のメッセージが出力
されるため，保守運用の現場で活用す
るのが難しい情報です．機械学習 ・
データマイニングの技術を応用するこ
とで，多量のSYSLOGメッセージか
ら同時に発生しやすいメッセージな
どの規則性を見出し，ネットワークの
動作を可視化することが可能になりま
す（９）．また，ほかの応用としては，
Twitter分析によるサービス故障の把
握があります．サービス故障時の
Tweetをあらかじめ学習しておき，
Tweetをリアルタイムに監視し，サー
ビス故障に関するTweetを識別しサー
ビス故障の把握に活用します（１０）．

今日のネットワークは構成が複雑
化 ・ 多様化しており，ネットワークの
運用は複雑なものとなってきており，
さらに，ネットワークだけでなくクラ
ウドも含めると，ますます複雑さを増
しています．故障 ・ 障害の検知，検知
した後の切り分け ・ 原因究明，切り分
け後の故障回復などの対応も難しく
なってきています．さらに，サービス
断の有無といった単純なものだけでな
く，お客さまの体感品質の劣化といっ
た定量化が難しいサービスの不具合の
状況にも対応する必要があります．こ
ういった不具合は不明系の故障と呼ば
れることもあり，再現性が低いなど，

課題解決が長期化することがありま
す．SDN，NFVなどの仮想化技術の
導入により，問題対応がより複雑とな
ることが想定されるため，ネットワー
クデータ分析は今後さらに重要性を増
すと考えられます．
■プロアクティブネットワーク制御

プロアクティブネットワーク制
御（１１）は，トラフィック予測に基づき
ネットワーク制御を行い，ネットワー
ク構成の最適化を行います．トラ
フィック予測を行うためには，トラ
フィック生成の潜在メカニズムを解明
することが重要となります．

ユーザによるネットワークの使われ
方も多様化しており，ユーザがどのよ
うな目的でネットワークを利用してい
るかを把握することがトラフィック予
測を行ううえで重要となります．また，
スマートフォンやタブレットなどの端
末の普及によりモバイルトラフィック
を意識する必要があります．ここでは，
サイバー空間および物理空間でユーザ
がどのように動いているかを把握する
ことが重要です．このような状況に空
間情報処理や機械学習 ・ データマイニ
ングなどの技術が有効です．

トラフィック予測に基づいた，ネッ
トワーク制御を行う際に，発生する予
測誤差を適切に抑えていくことが必要
となります．経路変更時に，制御の結
果の応答の予測が困難な状況が増えて
います．例えば，Hyper Giantによる
コンテンツ制御と通信事業者による
ネットワーク制御の相互干渉です．
Hyper Giantはネットワークの品質を
測定して，コンテンツを配置するサー
バを変更したりします．これによって，

通信事業者のネットワークの交流トラ
フィックが変化し，ネットワーク内に
輻輳が発生する場合もあります．一方
で，輻輳に対応するため，通信事業者
がネットワークの経路変更を行うと，
Hyper Giantから見ると通信品質が変
化することになり，制御結果を予測す
ることが困難になります．このような
状況に有効と考えられるのがモデル予
測制御です．
■QoE-centricオペレーション

ネットワークサービスの運用管理に
おいては，サービス断の有無といった
単純なものだけでなく，お客さまの体
感品質といったものを考慮することが
求められるようになっています（１２）．
体感品質とは「綺麗さ」「ナチュラルさ」
などといった主観的なものですが，こ
れらを定量化し，ネットワークで測定
できる指標から体感品質を推定し，
ネットワークサービスの運用管理に用
います．

これまでの体感品質の定量化は主に
評価ブースでの複数の被験者による評
価実験でしたが，最近ではクラウド
ソーシングを活用し，フィールドでの
ユーザの体感品質を把握しています．

また，体感品質の推定については，
スループット，遅延といったネットワー
ク内で測定できるデータと映像，音声，
データなどのサービスの体感品質との
対応関係のモデルを構築します．

①　映像：近年主流となっている
HTTP/TCPを用いたプログレッ

＊5	 SYSLOG：スイッチ，ルータ，サーバなど
のネットワーク機器がソフトウェアやハー
ドウェアの動作状態を定期的に記録したロ
グ情報．
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シブダウンロード型の映像サービ
ス や４K/８Kな ど の 高 精 細 映 像
サービス

②　音声：LINEやSkypeなどのモ
バイルVoIPアプリやVoLTE（Voice 
over Long Term Evolution）＊ ６な
どのモバイル環境でのIPによる
音声サービス

③　データ：Webブラウジング
ネットワークで計測したデータを基

に体感品質を把握し，ネットワークサー
ビスの運用管理に活用しますが，その
一方で，これらのデータをサービス事
業者に提供することで，サービス事業
者の付加価値向上に寄与することがで
きます．そのような取り組みの １ つと
して，サービス事業者と連携したフィー
ルド検証なども行っています（１３）．
■被災しないネットワーク

空間情報処理を応用して，被災しな
いネットワークの研究開発に取り組ん
でいます（１４）．被災しないネットワー
クとは，自然災害などに対して頑強な
ネットワークの設計 ・ 制御です．空間
情報処理を応用することで，ネット
ワークと自然災害が発生するエリアが
重なる確率を計算することができま
す．ネットワーク設備を敷設する際に，
地震の発生確率のハザードマップを基
に，ネットワーク設備が被災する確率
を計算して，被災耐力の強いネット
ワークを設計します．また，仮想網に
おいて論理構成を物理構成と独立に制
御できることに着目したネットワーク
制御にも適用できます．例えば，台風 ・

豪雨などの予報に基づき，時々刻々と
変わる被災確率を計算し，被災確率の
低いサーバに配置替えを行います．

今後の展開

ネットワークの使われ方の多様化や
複雑化 ・ 大規模化に伴い，個々の要素
を完全に掌握する既存のネットワーク
技術だけでは対応が困難となっていま
す．また，社会のインフラとしてのネッ
トワークの重要性が高まるとともに，
セキュリティもますます重要になって
きます．SDNやNFVなどの仮想化技
術の導入により，物理構成とは独立し
た論理構成を取ることが可能となり，
ネットワークの構築 ・ 運用の高度化も
必要です．今後私たちはネットワーク
科学の具体化や実現を通じて，ネット
ワークの進化を支える新たな学問領域
を創造していきます．
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