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キャリアネットワークのあり方を変革する新R&DコンセプトNetroSphere構想の実現に向けた取り組み

背　景

ネットワークサービス全体を取り巻
く課題として，主に下記の 5 点の課題
があります．
■需要や環境の変化への柔軟性

OTT（Over The Top）の台頭によ
るキャリアネットワークの土管化や，
音声中心からデータ中心へと通信ビジ
ネス ・ サービスを取り巻く環境が大き
く変化する現代においては，将来の需
要や環境変化の予測が困難になってい
ます．そのような中，ネットワークイ
ンフラは機能ごとに開発された専用装
置によって構成されており，これらの
装置は，装置単位での高信頼 ・ 大容量
を実現するために高コスト化，大規模
化する傾向にあります．また，サービ
ス提供にあたっては，垂直統合，すな
わち「サイロ型」にネットワークを構
成することで各々のサービスを提供し
てきました．このようなサイロ型と呼
ばれる方法では，新たなサービス要件
に即応するための機能や容量の追加 ・
変更が困難であったり，ある装置で使
用率の低い部分があっても別のサービ
スでは利用できないため，需要や環境
の変化が大きい現代では，ネットワー
ク全体が非効率になるという課題があ

りました．
このような状況の中，近年，キャリ

アネットワークにおいても，NFV（Net-
work Functions Virtualization） や
SDN（Software Defined Networking）
といった仮想化技術の研究開発や標準
化が進展し，ネットワーク装置の機能
分離が進むことが期待されています．
しかし，キャリアネットワークにおい
ては機能配備や接続構成が，従来の専
用装置を前提として設計されていた
り，高信頼性 ・ 高スケール性といった
キャリアネットワークならではの要件
があることから，機能の分離が進んだ
としても，従来のサイロ型の構造は変
わらず，自由に組み合わせられるよう
な部品化が十分に進まないのではない
かと考えられています．さらに，現在
利用しているネットワーク機器では
EoL（End of Life）サイクルが短い
ため，EoL対応の開発が頻繁に行われ
ていたり，一部の部品のEoLがネット
ワークインフラ全体のEoLとなり，
ネットワークのコスト増の要因となっ
ていました．そこで，今後，需要や環
境の変化への柔軟性があり，かつ低コ
ストなネットワークが必要になってい
ます．

■サービス提供期間
新たなネットワークサービスを提供

する際，新機能の提供におおむね数カ
月〜 2 年程度の期間が必要であり，
サービス事業者のニーズへの即応がで
きていませんでした．これは，ネット
ワーク機能が採用する専用製品のロー
ドマップに強く依存していることも一
因です．そのため，サービス事業者の
多様なニーズに即応し，サービス提供
期間を短縮できるネットワークの実現
が望まれています．
■ユーザ機器の多様化

ユーザ機器の多様化に伴い，ユー
ザ 宅 に 配 備 す るCPE（Customer 
Premises Equipment）等の宅内機器
や，オンプレミス（on-premises）環
境の機器など，ユーザ機器の多様化が
進展しており，これら多様な機器に対
するファームアップデートなどの維持
管理稼働の増大が課題となっていま
す．また，今後，あらゆる「モノ」が
通信を行うIoT（Internet of Things）
の進展など，ユーザの機器や利用形態
はますます多様化 ・ 大規模化すること
が予想されています．そこで，オンプ
レミス等の機能をネットワーク側の機
能 ・ サービスとして具備することで，
ユーザ機器に対する稼働を最小限にし
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たり，IoTなどの新たな利用形態に対
応できるネットワークアーキテクチャ
が必要となっています．
■オペレーション

通 信 サ ー ビ ス の オ ペ レ ー シ ョ
ン に つ い て も，OPEX（Operating 
Expenditure）削減に向けて，できる
だけ少人数の保守要員で実現できる仕
組みが求められています．人手をかけ
ない運用業務への抜本的な改革に向け
て，例えば，夜間の駆けつけ保守をし
なくても良い仕組みや，誰でも現地工
事が可能になるスキルレス化への対応
などが必要となっています．
■セキュリティ

セキュリティについても，今後さら
なる脅威が予想されており，例えば，
ネットワーク全体に対する大規模サイ
バーテロへの対応が必要と言われてい
ます．また，ますますソフトウェア比
率が高くなってくるネットワーク構造

に対して，信頼性担保に向けた新たな
仕組み ・ 基準が必要になっており，そ
れらを支える取り組みが必要となって
います．

NetroSphere構想

NTT研究所では，将来のネットワー
クインフラの構築に向けた検討を進め
る中で，前述の多様性への対応や共創
を促す柔軟性などさらなる進化を遂げ
つつ，同時に抜本的なコスト削減を進
めるためには，ネットワークや装置の
あり方，さらにはそれを取り巻く通信
産業全体のあり方を変革するべきと考
え，NetroSphere構想を策定しました．

本構想に基づく将来のネットワーク
においては，従来の “つなぐ” ネット
ワークを超え，取り巻く環境の変化に
対応 ・ 共生し，お客さまをリスクから
守り，新たな付加価値を生み出す存在
となることを目指しています．ネット

ワークを構成する機能については，そ
れらをできる限り小さい部品として扱
えるようにし，それぞれを最適なロ
ケーションに分散します．これらの
ネットワーク部品を自由自在に組み合
わせることで必要な機能を提供する仮
想的な装置を構成し，サービス事業者
が必要とするネットワークを構成しま
す．さらに，小さい単位のネットワー
ク部品を共有の資源プールとして持
ち，必要なときに必要なだけ組み合わ
せて使用することで，お客さまやサー
ビス事業者のニーズに迅速にこたえ，
必要な機能 ・ 容量を柔軟に提供するこ
とが可能となります．また， 1 つひと
つの部品の機能はシンプルなため，さ
まざまなサプライヤの参入が可能とな
り，コモディティ化，低価格化が進む
ことが期待できます．さらに，冗長化
や大容量化を効率的に達成できるた
め，装置コストを大幅に削減すること

図１　NetroSphere構想のねらい
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が可能となります（図 ₁ ）．
ネットワークの構造については，従

来のサイロ型ではなく，ハード階層と
ソフト階層および機能間を分離し，部
品化 ・ モジュール化を徹底し，異業種
も含め，より多くのプレイヤが通信業
界に参画しやすくなるようにすること
で，通信サービスのトータルなコスト
構 造 を 抜 本 的 に 改 革 し，CAPEX

（Capital Expenditure），OPEXを従来
の10分の 1 以下にしつつ，ワンストッ
プでサービス運営 ・ 保守するオペレー
ションを実現していきます．これによ
り，今後，さまざまなサービスパート
ナと通信事業者が協業してサービス
を 提 供 す るB2B2X（Business To 
Business To X）のビジネスモデルに
対しても，多様なサービスパートナか
らの要望に対し，柔軟 ・ 迅速 ・ 低コス

トにこたえるサービス開発環境を実現
することで，サービスを提供する能
力 ・ 速度を桁違いに向上することをね
らいます．

具体的には，ネットワーク ・ サービ
ス機能をソフトウェアとして素材化す
ることにより，ネットワーク構造をソ
フト階層（バーチャルレイヤ）とハー
ド階層（リアルレイヤ）に分離します．
リアルレイヤでは，各サービスで共通
的に利用可能なコモディティなハード
ウェア（サーバ，スイッチなど）を集
約配備し，そこでは光（波長）を最大
限に活用するとともに，光─電気変
換は必要最小限となるように効率的な
配置とします（図 ₂ ）．さらに，バー
チャルレイヤは素材化されたソフト
ウェア部品をオンデマンドかつ機動
的，さらにエリアフリーに生成できる

ようにすることで，多様な要件に応じ
たサービス制御やオペレーションによ
る「自由自在な組合せ」が実現できる
ようにします．

NetroSphere構想におけるネット
ワークアーキテクチャと技術課題

NetroSphere構想におけるネット
ワークアーキクチャと各技術課題につ
いて説明します（図 ₃ ）．
■需要や環境の変化に強い
低コストなネットワーク
NetroSphere構想では，今後の急激

なトラフィック増（数十倍）やトラ
フィック交流の変化に対しても，柔軟
にサービス提供するとともに，拡大す
るIoTのような大量な通信端末や5G時
代の低遅延サービスを安価に提供する
ための低コストなネットワークアーキ

図 2 　NetroSphere構想に基づくネットワークビジョン
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テクチャを基本にしています．トラ
フィック対応で増設が必要なコアネッ
トワークのコストについては，10分の
1 削減を目指し，アクセス ・ 伝送を含
むネットワーク全体の装置コストにつ
いても2020年には 3 分の 1 削減を目
指しています．

これは，ネットワーク機能の素材化
と徹底的な汎用品活用によってコスト
を低減し，さらに，ネットワークワイ
ドでのリソースプール化で需要変動に
対応することで，ネットワークの利用
効率の最大化を実現します．具体的に
は，ネットワークをサービス共通の転
送機能とその制御機能およびサービス

固有機能に分離し，需要やサービス事
業者のニーズに応じて，各機能を，自
在に組み合わせるアーキテクチャ

（MSF: Multi-Service Fabric）を実現
したり，ハードウェアからソフトウェ
アとしてのネットワーク機能を分離
し，サーバリソースの融通による高ス
ケール性とオーバヘッドが少なく効率
的な冗長化によるシステムの高信頼性
を提供するサーバアーキテクチャ

（MAGONIA）技術を実現します．ま
た，ますます複雑化するネットワーク
内外のビッグデータ分析などの高度な
分析技術や見える化技術により，プロ
アクティブにリソースの割り当て制御

を実行することで，障害やトラフィッ
ク変動によるリスクを最小化すること
ができます（リソース最適化技術 ・ プ
ロアクティブトラフィック制御技術 ・
ネットワーク科学）．
■サービス事業者要望への即応と
サービス開発期間の短縮
NetroSphere構想では，サービス開

発期間を短縮し，短期間で新サービス
提供を可能にするネットワークアーキ
テクチャを目指します．これは，サー
ビス事業者の要望 ・ ニーズに応じて，
サービスをBTO（Build To Order）
で提供できるように，ネットワーク
サービス機能を素材化 ・ 抽象化し，柔
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図 3 　NetroSphere構想に基づく将来ネットワークアーキテクチャ
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軟に組み合わせる仕組みを用意するこ
とで，事業者要望への即応やサービス
開発期間の短縮化をねらいます．その
ため，サービス条件やネットワークリ
ソースの状況に応じて，部品化された
ネットワーク機能を自在に組み合わせ
て提供（機能ブロック化）することで，
事業者要望に柔軟かつ迅速に対応でき
るサービス ・ コクリエーション ・ ネッ
トワーキング技術（図 ₄ ）を提案して
います．これは，サービス事業者が物
理ネットワークを占有するのと同様な
ネットワーク環境を，仮想化技術を活
用しながら論理スライスとして提供
し，SLA（Service Level Agreement）
を維持しながらオンサービスでのネッ
トワークリソースの組み換え ・ 追加 ・
更改を実現できるネットワークアーキ

テクチャになります．例えば，遅延時
間などのサービス要件やトラフィック
交流などの条件に応じて，サービスを
提供するためのアプリケーションの属
性に応じた最適なロケーションにネッ
トワーク機能や帯域を配備 ・ 設定する
ことが可能となります．
■オンプレミス等のユーザが有す
る機能をネットワークサービス
として提供
従来，オンプレミスや事業者クラウ

ドで設置された機能に対しても，仮想
化技術を活用しネットワークサービス
として提供することで，サービス事業
者やユーザに代わって，常に最新の機
能をサービスとして提供し，所有から
利用へのパラダイムシフトを実現し，
サービスの低コスト化とセキュリティ

の向上を図ります．例えば，ユーザ
が 有 す るCPE（Customer Premises 
Equipment）等のオンプレミスの機能
をネットワーク側に配備し，設定の最
新化などに要する保守 ・ 運用稼働の削
減をねらいます．また，ネットワーク
内で素材化された機能を自由自在に組
み合わせる仕組みを実現することによ
り，新規参入業者も含めたさまざまな
サービス事業者が新たなサービスを
実現したり（例：vCPEとファイア
ウォールの組合せサービス），IoTに
おける多種多様なサービス要件に迅
速 ・ 柔軟に対応したりすることによ
り，ネットワークとして新たな付加価
値を創出することが可能になります．
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サービス事業者C
（東京・千葉エリア）
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■オペレーション自動化による
運用の効率化，見える化
NetroSphere構想では，ネットワー

クの保守にかかわる稼働について，徹
底的な自動化により少数の要員で運用
できるアーキテクチャを目指します．
ネットワークワイドにリソースプール
を用意することで，運用の自動化によ
り，即時駆けつけなどを不要とし，少
ない要員での効率的なネットワーク運
用を可能にするオペレーションアーキ
テクチャを提案しています（統合コン
トロール技術）．

さらに，ネットワークの利用状況を
見える化し，サービス事業者などが
ネットワークを自在に使える環境を実
現します．これは，サービスを実現す
る各機能要素と機能間の関連性を管理
し，増設等に伴う関連装置への設定を
自動化したり，事業者にネットワーク
状態（品質状況，故障時のり障範囲な
ど）を見える化することにより実現で
きます．また，装置故障時には，予備
リソースプールを利用した自動復旧と
冗長性の再構築により，迅速なサービ
ス復旧と現地での即時交換作業を不要
化します．また，オペレーション作業
自体の見える化（ナビゲーション ・ ア
ノテーション技術）により，オペレー
ションの効率化，見える化を推進し
ます．
■安心 ･安全な通信環境の提供

NetroSphere構想では，今後さらに
巧妙化する新たな脅威に対して，ネッ
トワーク全体における面的なセキュリ
ティ確保を目指し，ネットワークとク
ラウドの連携で新たな脅威にも迅速 ・
柔軟に対応できる仕組みを指向してい

ます．また，ネットワークにつながる
多様なヒト ・ モノ（IoTなど）が，安
心してネットワークを使える仕組みを
目指し，端末乗っ取りによる一斉攻撃
や事業者間の攻撃，仮想化基盤への攻
撃などを考慮したセキュアなネット
ワーク環境を実現します．

また，ネットワーク仮想化技術
（NFV，SDNなど）の進展や多様な
サービス事業者に対応した新たな信頼
性設計 ・ 評価技術の確立を進めていま
す．さらに，災害に強く，災害時にも
サービス影響を最小化できるネット
ワーク技術の確立も進めています．例
えば，拠点間のネットワークが切断さ
れる確率を最小化する設計により広域
災害による通信への影響を低減した
り，災害の発生位置に応じたネット
ワークリソース組替えで障害発生時の
影響を最小化する技術を確立してい
ます．

環境面からのサステナブルなネット
ワーク実現に向けては，通常時には適
切な性能を確保しつつ省電力に動作
し，災害時には最低限の性能を維持し
つつ，つながり続けるというネット
ワークアーキテクチャを実現します．
さらなる省電力化，低コスト化に向け
て，従来の直流4₈ Vや交流給電に替
わる，高電圧直流給電（HVDC: High 
Voltage DirectCurrent）システムの
導入拡大に取り組んでいます．

今後の展望

NetroSphere構想の実現に向けて
は，通信産業にかかわる多くのプレイ
ヤとともに変革を進めていく必要があ
ります．特に，必要なネットワーク機

能の汎用部品化の普及 ・ 促進に向けて
は，同様のコンセプトを共有するキャ
リア等と，共通仕様の策定や国際標準
化などへの取り組みを推進します．

また，技術開発を加速するために，
国内外ベンダや研究機関などさまざま
な得意分野を持つパートナと幅広く連
携し，共同での研究開発や実証実験を
通じて技術確立を進めていきます．

（左から） 井上  一郎/ 松本  公秀/
 梶山  義夫/ 角　  隆一

NTT研究所は，NetroSphere構想で提唱
した将来の通信ネットワークの技術開発の
コンセプトの実現，および柔軟で高信頼か
つ経済的な将来の通信ネットワークの実現
に向けて，国内外のキャリア，ベンダとの
協調，国際標準化への積極的な提案に対し，
これまで以上にオープンに取り組みながら，
研究開発を進めていきます．

◆問い合わせ先
NTT情報ネットワーク総合研究所
 企画部
TEL　0422-59-3663
E-mail　inlg-pr lab.ntt.co.jp


