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プロアクティブなネットワーク制御

イベントによるユーザ集中やスマー
トフォンなどのモバイル端末でのソフ
トウェア更新，ユーザの利用形態の変
化など，突発的なトラフィック変化を
過去のトラフィックデータから予測す
ることは困難ですが，そのような変化
が発生しても，安定した通信を提供可
能とするネットワークが求められてい
ます．従来は，突発的なトラフィック
変化によるネットワーク輻輳発生後，
該当区間に流れるトラフィックの一

部，またはすべてをほかの経路に迂回
するなど，リアクティブな制御が一般
的でした．仮想化ネットワークでは，
リソース割当や変更が柔軟に行えるた
め，突発的なトラフィック変化が発生
しても，リアクティブな制御が不要と
なるように，事前のリソース割当を工
夫して行うことで，リソースの最大活
用とネットワーク安定性の両立が実現
可能となります．
このように，トラフィック予測に基
づき，ネットワークリソースやトラ
フィックの制御を行う技術を，プロア

クティブなネットワーク制御と呼びま
す．NTTネットワーク基盤技術研究
所ではプロアクティブなネットワーク
制御に向けて，生成メカニズムを考慮
したトラフィック予測技術と予測外れ
に耐性のある制御技術の研究開発を進
めています（図 ₁）．

生成メカニズムを考慮したトラ
フィック予測

従来のトラフィック予測は主に観測
トラフィック量の時系列分析による将
来トラフィック量の外挿，予測が一般
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図 1 　プロアクティブなネットワーク制御

高品質･低コストの実現に向けたプロアクティブな
ネットワーク制御

仮想化技術をネットワークに導入することで，プロアクティブなリソー
ス最適化による輻輳などの事前回避や，ネットワーク利用効率向上による
設備コスト削減が期待されています．本稿では，プロアクティブなネット
ワーク制御に向けた生成メカニズムを考慮したトラフィック予測と予測外
れに耐性のある制御について紹介します．
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的でした．しかし，近年，新規アプリ
ケーション・コンテンツの出現や，イ
ベントに伴う人口集中など，トラ
フィック生成要因がダイナミックに変
動するようになり，過去の観測トラ
フィック量からの将来値予測は困難に
なりつつあります．私たちはこのよう
な生成要因が変化する場合のトラ
フィック予測として，まず物理空間に
おける人流分析 ・予測によるトラ
フィック予測を進めています．特にイ
ベント時の人口集中が発生した場合の
輻輳を回避すべく，人流予測によるト
ラフィック予測・制御について検討し
ています．今後サイバー空間における
通信行動分析・予測と組み合わせた高
度な予測を目指します．

予測外れに耐性のある制御

トラフィック変動に対応するため

には前述の予測の高精度化と，予測外
れに耐性のある制御技術の 2段構え
で対応する必要があります．私たちは
予測外れに耐性のある制御技術として，
現在 2つの技術に取り組んでいます．
■仮想リソース割当最適化技術
仮想ネットワークにおいては，サー
ビス事業者の要求に柔軟に対応可能な
リソース割当を行う必要がありま
す． ここで，サービス事業者のリソー
ス需要の予測が困難という前提に基づ
き，将来発生する要求を最大限収容で
きるように空きリソースが最大化する
リソース割当技術を確立しました．ま
た，同時にリソース再配分回数も最小
化することで，サービス事業者に対す
る品質向上も目的としています．主な
戦略としては，あるリンクのリソース
を使い切ってしまう場合，そのリソー
スを使わないと通信できない対地があ

る場合には，ほかの経路でリソース割
当を行います（図 2）．
さらに，複数経路の選択が可能な場
合には，限られた対地間でしか使われ
ない「人気のない経路」を優先的に選
択することで，多くの対地間で用いら
れ得る「人気のある経路」の利用をで
きる限り留保します．図 2の例では，
従来の機械的な最短経路割当では隣接
リンクがすべて使いきられた「孤立
ノード」が生じ，次の要求時にリソー
ス再配分の必要が生じるのに対して，
提案方式ではあえて遠回りな経路を
利用することで，リソース再配分を回
避しています．
今後は，信頼性やQoEの最適化，電
力最小化なども，ネットワーク仮想化
技術におけるリソース割当最適化の検
討要素と考え，これら複数の要素を
トータルで勘案した，ネットワーク全

●：送信元　●：宛先　■：高使用率リンク　■：利用不可リンク

以後，利用不可

孤立

空いている経路を利用
して輻輳を回避
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図 2 　仮想リソース割当最適化技術
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体での最適化に取り組んでいきます．
■モデル予測制御によるトラフィック
制御技術
トラフィックエンジニアリングはト
ラフィックの経路を動的に制御するこ
とで，限られたネットワークリソース
でより多くのトラフィックを収容する
ための技術です．従来の予測型トラ
フィックエンジニアリング技術は予測
が正確であることを前提として開発さ
れているため，大きな予測外れが生じ
た場合には誤った予測結果に基づいて
非効率な経路が設定されてしまう可能
性があります．さらに，ネットワーク
利用効率の最適化のみを目的として経
路制御を実施するため，トラフィック
変動に合わせて各制御周期で経路が大

きく変動します．これにより，トラ
フィックの伝搬遅延が制御のたびに大
きく変化してしまい，通信品質を低下
させてしまいます．
このような課題を解決するために，
私たちはモデル予測制御を応用したト
ラフィックエンジニアリング技術の研
究開発に取り組んでいます．モデル予
測制御とは，予測困難な外乱を含むシ
ステムを制御対象とした制御理論の一
種で，プラント制御の分野で実用化が
進んでいる制御手法です．モデル予測
制御では，予測困難な外乱を前提とし
ており，外乱に起因する誤制御を防ぐ
ために，各制御サイクルでの制御量を
抑えつつ段階的に目標値に近づける制
御を実施します．私たちはモデル予測

制御の考え方をトラフィック制御に応
用することで，トラフィック予測外れ
による誤制御を防ぐ，予測誤差にロバ
ストな経路制御を実現しました．具体
的には，従来の予測型トラフィックエ
ンジニアリングにおける最適経路算出
のための数理計画問題に，モデル予測
制御の特徴を組み込むことで新しい数
理計画問題を定式化しました．提案手
法の評価のため，米国の実験ネットワー
クInternet2のトポロジ情報，リンク遅
延情報およびフローデータを再現した
環境を構築しました（図3）．
従来の予測型経路制御を適用した場
合と，マクロフロー生成技術とモデル
予測制御を応用した経路制御技術を
組み合わせた制御手法を適用した場
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合におけるリンク別トラフィック量
の時系列変動を図 4に示します．従
来手法では，いくつかの時間帯で特定
リンクにトラフィックが集中してお
り，ネットワーク混雑が発生していま
す．一方で，提案手法は，スパイクト
ラフィックを分散できており，特定リ
ンクへのトラフィックの集中を抑え
られています．ピーク時間帯における
最大リンク負荷を比較した結果，提案
手法では従来手法の約50％低減が確
認できました．

今後の展開

今後は，トラフィック予測の高精度
化と制御の高度化に加え，両者の連携
を進めることにより，イベント時の変
動の大きいトラフィックに対して効率
的かつ高品質なネットワークを提供す
る技術を開発していきます．
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イベント時の突発的トラフィック集中な
どの事象に対して，生成源に基づくトラ
フィック予測と，仮想ネットワーク技術を
駆使したトラフィック制御を組み合わせ，
高品質かつ低コストなネットワーク実現に
向けて，研究開発を進めています．
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