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企業ユーザ向けサービスカスタマ
イズの迅速な対応に向けて

企業ユーザのICT環境への要望は業
種，業態，規模によって多種多様であ
り，経営環境の変化に応じて迅速に対
応する必要があります．特に，専門の
担当者，担当部署を持たない中小規模
企業のお客さまにおいては，ICT環境
の構築運用に対してキャリアへ大きな
期待が寄せられています．しかしなが
ら，既存のネットワークサービスと市
販の専用ハードウェアのVPN（Virtual 
Private Network）ルータを用いて，
例えば「品質保証型サービスとベスト
エフォートサービスの中間の品質，価
格のサービスを提供してほしい」

「バックアップ用のWAN（Wide Area 
Network）サービスを常時有効に活用
したい」などの多種多様な要望に迅速
にこたえることが難しい場合があり，
お客さまの要望に応じて柔軟にかつ迅
速にカスタマイズ可能なサービス提供
手段が必要です．

このような，お客さまごとの要望に
応じたサービスカスタマイズの実現の
ため，NTT未来ねっと研究所では
インテリジェントなCPE（Customer 
Premises Equipment），Smart CPE

の研究開発を進めています．

コンセプト

Smart CPEのコンセプトを図 １ に
示します．Smart CPEは，VPNルー
タの置き換えとなる装置です．一般の
VPNルータと同様に複数のWANサー
ビスを接続します．しかしながら，従
来のVPNルータとは異なり，Smart 
CPEではキャリアのサービス機能が
動作し，お客さま個別の要望に応じた
サービスカスタマイズ機能を提供し
ます．

サービスカスタマイズ機能の １ つ
は，ネットワークコンシェルジュ機能
です．一般のVPNルータのトラフィッ
ク制御機能の多くは，現用回線と予備
回線の切替や，トラフィックの固定的
な回線振分けのみです．一方，Smart 
CPEはキャリアのWANサービスの状
態や，お客さま設備の状況，利用状態，
ポリシーを統合的に判断し，最適なト
ラフィック制御，WANサービスの選
択，WANサービスと連携したインテ
リジェントなトラフィック制御をフ
ロー単位で行います．これにより，お
客さまからは，複数のWANサービス
があたかも状況に応じて適切なWAN
サービスを提供する １ つのWANサー

ビスにみえるようになります．
もう １ つのサービスカスタマイズ機

能は，オンサイト保守エンジニア機能
です．Smart CPEがキャリアのオペ
レーションシステムや保守部門と連携
し，エンジニアをお客さまサイトに派
遣することなく，迅速に故障切分け
や障害対応を実施できるようになり
ます．

そして，お客さま，光コラボパート
ナーやキャリアのオペレータからは，
カスタマーポータルを用いて，サービ
スカスタマイズやサービス提供状況の
見える化を提供することを目指してい
ます．

実現のアプローチ

前述のコンセプトの実現のためのア
プローチを図 ２ に示します．

お客さまの要望に応じて柔軟にかつ
迅速にカスタマイズ可能なサービス提
供を実現するため，Smart CPEでは，
専用ハードウェアではなく価格性能比
の向上が著しく，開発が容易な汎用
Linux PCを用います．そして，通常
お客さまが用意するネットワーク機器
やサーバの機能をサービス機能として
ソフトウェア化し，それらを要求に応
じて取捨選択して搭載することでサー
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企業ネットワークのインテリジェント化に向けた
Smart CPEの研究開発

企業ユーザのICT環境に対するニーズは，業種，業態，規模によって多
種多様です．本稿では，広域イーサネットやVPN等の既存のWANサービ
スを “賢く（Smart）” 使うトラフィック制御機能と，高度なネットワーク
保守機能によって，業種，業態，規模によって多種多様な企業ユーザのニー
ズに応じたICT環境構築を可能とすることを目指して研究開発を進めてい
る加入者装置（CPE: Customer Premises Equipment）Smart CPEの概要と開
発状況について紹介します．
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ビスカスタマイズを可能とします．サー
ビス機能のソフトウェア化には，豊富
なLinuxのソフトウェア資産を活用し
ます．

さらに，それらサービス機能の設定，
制御のためのインタフェースをWeb
サービスとしてカスタマポータルや
EMS（Element Management System）
/NMS（Network  Managemen t 
System）に提供します．

アーキテクチャ

Smart CPEのアーキテクチャは，
図 ３ に示すように，最下位にパケット
転送処理を行うトラフィック制御部，
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図 1 　Smart CPEのコンセプト
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エンジニアをお客さまサイトに派
遣することなく迅速に実施

図 2 　Smart CPEの実現アプローチ
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高解像度なトラフィック測定を行うパ
ケット計測部，それらの上位に下位の
機能を抽象化するプラットフォーム
部，その上位にサービスカスタマイズ
機能を実現するアプリケーションを構
築するアプリケーション部を設ける三
層構造で構成されます．プラット
フォーム部は下位のトラフィック制御
部と計測部の機能を上位のアプリケー
ションに提供するためのNorth-band 
APIを提供します．また，今後，プラッ
トフォーム部とアプリケーションを変
更することなくトラフィック制御部を

OpenFlowやBear-metalスイッチに変
更 可 能 と す る た め に，South-band 
APIを提供します．迅速なサービス提
供のアプリケーション開発やEMS/
NMSとの連携を容易にするために，
North-band API，South-band APIと
も，Webサービスで広く使用されてい
るREST/JSONを使用しています．

プロトタイプの開発

現在，Smart CPEのコンセプトと
アーキテクチャの有効性の確認のた
め，プロトタイプを開発し，フレッツ

VPNワイドとMasters One wireless 
VPNを用いて 3 拠点を接続した検証
を進めています（図 ₄ ）．ハードウェ
アは，デスクトップ型と１Uラックマ
ウント型の 2 種類を使用しています．

プロトタイプのトラフィック制御部
はVLAN，PPPoE（Point to Point 
Protocol over Ethernet），GRE

（Generic Routing Encapsulation） 
tunnelなどの 仮 想インタフェース，
NAT（Network Address Translation），
ファイアウォール，QoS（Quality of 
Service）機能など，VPNルータと同

汎用Linux PC

図 3 　Smart CPEのアーキテクチャ
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等の機能を有するLinuxカーネルに標
準搭載されているパケット転送機能を
用いており，さらに，その機能を最大
限に活用して，フロー単位のトラ
フィック制御を実現しています．また，
計測部にはNTT未来ねっと研究所が
開発した１0 Gbit/sネットワークモニ
タシステム（PRESTA １0G）(１)の技
術を活用し，ネットワークアナライザ
と同等のミリ秒オーダの解像度のパッ
シブ測定機能とSmart CPE間の片方
向遅延とパケットロスのアクティブ測
定機能が実装されています．これらの
機能は，North-band APIを用いて利
用 可 能 で す．プ ロ ト タ イ プ で は，
North-band APIを用いてネットワーク
コンシェルジュ機能とオンサイト保守

エンジニア機能を実現する下記のアプ
リケーションを実装しており，すべて
のアプリケーションはカスタマポータ
ルのGUI（Graphical User Interface）
で設定 ・ 制御が可能です．

（1）　トラフィック振分け
フロー単位で使用するWANサービ

スを指定します．
（2）　使用回線切替
フロー単位に許容できる片方向遅延

とパケットロス率のしきい値を設定
し，しきい値を超えた場合，しきい値
を満足するWANサービスに当該フ
ローの使用回線を切り替えます．また，
切替が起こった場合，後の問題解析の
ために，切替前後の一定時間のパケッ
トダンプを保存することも可能です．

（3）　SLA測定
Smart CPE間で各WANサービスの

片方向遅延とパケットロス率を測定
し，リアルタイムでカスタマポータル
にグラフ表示します．また，データを
CSVファイルに保存することも可能
です．

（4）　トラフィック見える化
プロトコル別，WANサービス別，

サービス別，サーバ別などの設定した
任意のフローのトラフィック量を測定
し，ミリ秒オーダの解像度のグラフを
カスタマポータルにリアルタイム表
示 し ま す． 通 常 のSNMP（Simple 
Network Management）やNetFlowの
監視では把握できない，パケットロス
の原因になる瞬時のトラフィック増加

図 4 　企業ネットワークの利用イメージ
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（バースト）を把握することが可能で
す．また，データをCSVファイルに
保存することも可能です．

（5）　トポロジマップ
Smart CPEの接続をカスタマポー

タ ル に マ ッ プ 表 示 し ま す．ま た，
WANサービスごとのSmart CPE間の
トラフィック量もリアルタイム表示し
ます．Smart CPEの死活監視ができ
るとともに，遠隔のSmart CPEのカ
スタマポータルを表示できます．

本プロトタイプは，NTT R&Dフォー
ラム20１5に出展し，フレッツVPNワ
イドを使用する複数のフローの中か
ら，片方向遅延の変化に応じて，指定
した映像のフローのみをMasters One 
wireless VPNに切り替えるデモンス
トレーションを行いました（図 ５ ）．
また，NTT R&Dメッセ20１5の出展で
は，Smart CPEに市販のWeb会議
システム（MeetingPlaza），IP-PBX

（Crossway）を搭載し，同様のデモン
ストレーションを行いました．

利用イメージ

Smart CPEは，事業会社の法人営
業部門，光コラボパートナーの方々に，
中小規模企業ユーザ向けのWANサー
ビスのサービスカスタマイズ，企業
ネットワークのSIにご利用いただく
ことを目指してアプリケーションの開
発を進めていく予定です．

具体的には，図 ６ のような利用イ
メ ー ジ を 想 定 し て い ま す．Smart 

CPEのネットワークコンシェルジュ
機能により，通常時は，お客さまの運
用ポリシーや状況に応じて，特定の
サーバへのアクセスやアプリケーショ
ンなどのフロー単位でWANサービス
を使い分け，故障やWANサービスの
混雑時には，業務継続上重要なフロー
を優先して使用するWANサービスを
切り替えることで，お客さまの業務効
率の向上に寄与できると考えていま
す．また，オンサイト保守エンジニア
機能により，常時，お客さまのネット
ワークの使用状況を把握できるため，
お客さまの使用状況の変化に応じた契
約帯域の増減速や使用するWANサー
ビスの変更等の提案につなげることが
できると考えています．さらに，無派

遣での開通や故障対応の迅速化や，仮
想サーバの増減設や不可状態に連動し
たトラフィック制御などをクラウド
サービスと連携することで，カスタマ
イズされたICT環境を提供できると
考えています．

また，NTT未来ねっと研究所で開
発した移動式ICTユニット(2)への適用
も検討しています（図 ６ ）．ICTユニッ
トにSmart CPEを適用することで，
被災現場や避難所に展開する災害対策
組織ごとに提供される無線LANと現
地本部，被災地外の本部への複数の
WAN回線（光，LTE，衛星など）の
接続にSmart CPEを使用することに
よって，災害対策組織の情報共有のた
めの通信を，WANの疎通状況や，共

図 5 　NTT R&Dフォーラム2015での展示の模様
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有する情報の重要度，共有するメディ
ア（文字，音声，映像，画像など）の
特性に応じて，複数のWAN回線を使
い分け，限られた通信リソースで効率
的な情報共有を可能にすることを目指
していきたいと考えています．

今後の展開

Smart CPEは基本機能のプロトタ
イプを開発した段階です．実用化に向
けては，想定している利用イメージの
精査を含め，実際にご利用いただくお
客さま，パートナー会社，事業会社の
皆様のご意見をいただきながらアプリ
ケーション開発を進めることが何より
重要だと考えています．また，最終的
には，パートナー会社，事業会社で独
自のアプリケーション開発を行えるよ
うな開発環境の構築も必要と考えてお

ります．今後，広くSmart CPEのビ
ジネス化シナリオ，サービス開発につ
いて意見を交換させていただき，トラ
イアルの実施から実用化まで研究開発
を進めていきます．
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図 6 　災害対策での利用イメージ
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Smart CPEを用いた法人ユーザを対象と
した独自サービスや，自治 ・ 防災ネットワー
クへの適用に向けたビジネス化シナリオ，
サービス開発を，一緒にご検討いただける
パートナー，トライアル先を探しています．
ご連絡いただければ幸いです．
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