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多様なニーズに対応可能な
エッジルータシステム

世の中にあるさまざまなモノが情報通
信を行うIoT（Internet of Things）の発
展や4K/8K映像の普及など，情報通信
に対するニーズは一層高まっています．
それとともに，さまざまな利用シーンや
アプリケーション，デバイスの種類に応
じて，高速大容量の転送や小容量だが
多数セッションの転送など通信の特性
や要求される品質は非常に多岐にわた
ります．さらにはB2B2Xビジネスモデル
の促進のためにも，サービスパートナの
さまざまなニーズに合わせて迅速に柔
軟にサービスを追加することが必要とな
ります．

私たちはこうした多様なニーズに対応
可能なネットワークを実現するための研
究開発を進めており，NTT研究所の推
進するNetroSphere構想（1）においては，
ネットワーク機能を部品化 ・ モジュール
化して，それを組み合わせることで迅
速で柔軟なサービスの提供を目指して
います．その構想の実現に向けて，本
システムではユーザを収容し，そのトラ

フィックをサービスごとに識別して，ク
ラウドなどにあるサービス処理機能部に
向けて柔軟に振り分けて転送する機能
を実現します．さらに本システムはコス
ト削減を実現するための大容量 ・ 省電
力化と高信頼化機能，収益拡大に向け
た新サービス創出に寄与できるポリシー
制御＊ 1 機能を有しています．

エッジルータの経済化と 
高信頼化
■大容量 ・省電力化

映像通信の高精細化や需要拡大，モ
バイル端末のさらなる増加などにより，
通信トラフィックはさらに増加が見込ま
れています．こうしたトラフィックの増
加に経済的に対応するために，100 GbE
回線の収容，システム転送容量の大容
量化，収容ユーザ数の拡大といったシ
ステムの大規模化を図り，ビット当り ・
ユーザ当りの装置コストと消費電力の
大幅な低減を実現します．さらに全体
の必要装置台数も削減できることから，
ファイル更新や故障パッケージの交換
などの装置台数に応じた作業量の削減，
保守 ・ 運用コストの低減も期待され

ます．
■装置間冗長

一方，収容ユーザ数が増えることで，
もしハードの二重故障などによりシステ
ムダウンが発生した場合には，その故障
の影響度は大きくなってしまいます．
ユーザを収容するエッジルータにおいて
は，高い信頼性を確保するために従来
から装置内パッケージや回線の冗長構
成をとっていますが，それに加えて本シ
ステムではさらに高い信頼性を実現す
るために，予備の装置を用意しておき，
現用装置から予備装置に切り替えて
サービスを提供することのできる装置間
冗長機能を具備します（図 1 ）．また，
予備装置のコストを抑制して高信頼性
と経済性の両立を実現できるように，複
数の現用装置に対して予備装置を共用
できるN+m冗長構成をとることができま
す．予備装置への切替処理はエッジルー
タの外部にある装置間冗長制御機能か

＊1	 ポリシー制御：ユーザ通信に対して，ルー
ル（ポリシー）に従って実施するフィルタリ
ング，QoS，帯域制限等の制御．適用するルー
ルの変わらない静的な制御や通信量に応じ
て制御を開始するような動的な制御があり
ます．

柔軟なサービス振分けを実現するエッジルータシステム
NTTネットワークサービスシステム研究所
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お客さまやサービスパートナの多様化するニーズに対して，通信ネットワークは
それに柔軟に経済的に対応可能であることが今後さらに必要となります．NTTネッ
トワークサービスシステム研究所では，ネットワーク上のさまざまなサービス機能
部にトラフィックを柔軟に振り分けることができるエッジルータシステム，「サービ
ストラフィック振分け転送エッジ」の検討を進めています．本システムでは大容量 ・
省電力化 ・高信頼化によるコスト削減，トラフィック振分けやポリシー制御機能に
よる柔軟なサービスニーズへの対応を目指して，現在実用化開発に取り組んでい
ます．
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らの指示により動作します．各現用装
置のコンフィグレーション（システムお
よび収容ユーザの設定情報）を装置間
冗長制御機能にて保持しておき，切替
時には切替元の装置のコンフィグレー
ションを予備装置に設定して動作させ
ます．このとき，警報監視やシステム管
理など保守運用に用いる装置固有情報
は切替先となる装置の設定をそのまま
使用しますが，サービス制御サーバと対
向するIPアドレスなどの論理インタ
フェース（IF）情報については元の現
用装置の設定を予備装置に引き継いで
動作をさせることで，早期にサービスを
回復させます．

柔軟なサービス処理機能の追加
■サービス処理機能の分離

これまでのサービスエッジルータでは
電話サービスなどのサービス個別の転
送処理機能もルータ内に統合して実装
することで，サービスごとに装置を設置

する場合に比べて装置台数を削減し，
設備コストの抑制を実現しています．一
方で多様な機能の実装が必要となるこ
とからシステム内動作の複雑化につな
がります．このため，あるサービスの機
能追加を実施する際に，他のサービス
機能への影響確認が必要となって開発
規模の増加につながるとともに，ファイ
ルのバージョンアップなど保守運用作
業の影響が多くのサービスに波及する
などの課題があります．

こうした課題に対して，サービス機能
の分離配備を可能とするアーキテク
チャを採用して機能追加の迅速化を図
ります．サービス機能の分離配備は，機
能追加の迅速性の重要度が高い場合や，
需要が少ない，あるいは需要変動が大
きいなどの集約設置効果が高い場合に
特に有効です．さらにサービス機能
の 実 装 に お い て は，NFV（Network 
Function Virtualization）＊ 2 技術を用い
ることで，安価な汎用サーバの活用や

サービス間でのリソース共有化により，
設備コスト面での経済化を図ることがで
きます．今後NFVにおけるパケット転
送処理性能の向上などの技術進展や転
送遅延への要求条件が厳しいサービス
機能はローカルのデータセンタに配備す
るなどの要求品質に応じた最適な機能
配備を考慮しながら，サービス機能の
外部実装化 ・ 仮想化を順次図っていき
ます．
■サービストラフィック振分け

サービス機能の分離構成のために，
本システムでは図 2 のように各サービス
のトラフィックを識別して，適切なサー
ビス処理機能部にパケットを振り分けて
転送する機能を持ちます．エッジルータ
でユーザのサービス加入状況と入力パ
ケットのL3/L4情報等に応じて振分け
先を決定し，そのサービス機能部に向

保守監視
IF設定#N+1

図 1 　予備装置を共用する装置間冗長構成

エッジルータ
# 1（現用）

エッジルータ
# 2（現用）

エッジルータ
#N（現用）

エッジルータ
#N+1（予備）

エッジルータ
#N+m（予備）

切替設定指示
予備装置の中から選択
した切替先に，切替元
装置の情報を設定

サービス制御

サービスの早期回復
のため，現用と予備
を論理的に等価に見
せる

保守・監視用には，
現用と予備は異な
る装置として区別

複数の現用装置
で予備装置を共用

装置間
冗長制御機能

コア網

集線ネットワーク

サービス制御
IF設定#2

サービス制御
IF設定#2

保守監視
IF設定#2

ユーザ

保守 ･監視
バックアップ
（常時）

サービス制御
IF設定#2

切替

保守監視
IF設定#N+1

＊2	 NFV：ネットワーク機能をソフトウェアとし
て実装し，汎用サーバの仮想化されたOS上
で実行する仕組み．
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けてパケットを転送します．パケットご
とに必要なサービス機能を経由できるよ
うに論理トンネルを用いてネットワーク
内を転送します．将来的にはユーザ ・
サービスごとに適切なネットワーク機能
を経由するようにパケットの転送経路を
制御するサービスチェイニング技術など
を適用することで，サービスに応じたよ
り柔軟なパケットの転送制御の実現を
目指していきます．

付加サービスに向けた機能
■エッジルータおよびDPIでのポリシー
制御
ニーズに応じた柔軟な付加サービス

を提供するために，図 3 に示すように
ユーザ個別に制御が可能なポリシー制
御機能やアプリケーション種別等の高レ
イヤ情報に基づいたトラフィック振分け
機能を具備します．具体的には，ユー
ザの利用トラフィック量に応じた帯域制
御の実施や有害サイトへの接続を防ぐ
URLフィルタリング，付加的な機能を
提供する装置（例えば映像トラフィッ

クに対してレートを最適化する映像オ
プティマイザ装置など）への転送と
いった各種サービス処理を実現できる
ように，エッジルータのL3/L4ベース
で の 制 御 に加え，DPI（Deep Packet 
Inspection）＊ 3 機能を具 備してアプリ
ケーション情報等に応じた詳細な制御
を可能としています．エッジルータや
DPIでは，ユーザごとに事前に設定され
たポリシールールに応じて，トラフィッ
ク測定，パケットフィルタリング，帯域
制御あるいはサービス機能部へのトラ
フィック振分け転送等を実施することが
可能です．今後，ポリシールールを動
的に設定することで，ユーザの通信状
況に応じてサービスを柔軟に制御でき
るような機能拡充も目指しています．
■DPIの経済化

DPI機能はパケットのペイロード分析
等の複雑な処理を行うため転送量当り
の装置コストが高くなる傾向があり，
DPI装置をインチャネルで配備した場合
には大容量のDPI処理性能が必要とな
りコスト増を招きます．この課題に対応

するため付加サービスの処理や特定ト
ラフィックの分析など一部のトラフィッ
クのみがDPI処理の対象となる場合にお
いて，経済的にネットワークを構成する
ために複数のエッジルータ機能部から
DPI機能部を共有する構成をとることが
できます．エッジルータ機能部において
DPI処理の対象となるパケットを識別
し，前述のサービストラフィック振分け
機能を用いて必要なトラフィックのみを
論理トンネル経由でDPI機能部に転送
することが可能で，これによりDPI機能
部のコストを抑制できます．

さらなる付加価値の実現に 
向けた取り組み

NTTネットワークサービスシステム研
究所では，前述のサービストラフィック
の柔軟な振分け転送機能や，DPIによ
るアプリケーション情報等による識別 ・
制御機能を，外部のさまざまな機能と

図 2 　サービス機能へのサービストラフィック振分け
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＊3	 DPI：パケットのペイロード部分にある高位
レイヤ情報に基づいて分析して識別する仕
組み．
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組み合わせて活用することで，さらに付
加価値の高いネットワーク機能を提供
できるような機能拡充の研究にも取り
組んでいます．
■ネットワークセキュリティ

1 つはネットワークセキュリティに対
する取り組みです（図 ₄ ）．これまでに
もエッジルータではネットワーク内の装
置への不要なアクセスを遮断するパ
ケットフィルタなどにより，ネットワー
クのセキュリティ機能の一部を実現して
きました．しかし，サイバー攻撃の脅威
は年々高まっており，2020年に向けて
ネットワークセキュリティ対策のさらな
る充実が重要となってきます．本システ
ムにおいても加入者を収容するエッジ
ルータの特性を活かしながら，さまざま
なセキュリティ対策システムとの連携実
現に取り組んでいます．具体的には，
攻撃 ・ 脅威の検知のためのトラフィック
測定 ・ 通知，攻撃対処を制御するセキュ
リティコントローラからの指示による攻
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図 3 　ポリシー制御
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図 4 　エッジルータ・DPIを活用したネットワークセキュリティ
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撃の疑いのあるトラフィックのセキュリ
ティ装置への転送 ・ 詳細分析の実施，
攻撃トラフィックの遮断等です．これら
を可能とすることで，新たな脅威にも柔
軟に対処可能なネットワークセキュリ
ティの実現への寄与を目指しています．
■一時的需要にも対応可能なサービス
ゲートウェイ
イベント向けや法人向けにサービス機

能の柔軟な提供や一時的な需要にも対
応可能とするためのサービスゲートウェ
イ（Brick Block Box）の技術確立に取
り組んでいます．これはホームゲート
ウェイのようなユーザ宅内の通信機器を
仮想化してネットワーク内で実現する
vCPE（virtual Customer Premises 
Equipment）技術を活用して，ネットワー
クの汎用サーバ上に配備します．図 ₅
に示すようにセキュアなトンネルを利用
したアクセス回線に依存しないロケー
ションフリー接続，ユーザグループ内で
のクローズドな通信，限定サービス機能
へのアクセス制御などの機能による柔
軟なサービスメニューのカスタマイズを

提供します．

今後の展開
現在コラボサービスにおけるパートナ

のニーズに柔軟に経済的に対応可能な
ネットワークの実現を目指して，今回紹
介したようなサービストラフィックの柔
軟な振分けによるサービス機能分離へ
の対応やユーザごと ・ アプリごとの柔
軟なポリシー制御が可能なサービストラ
フィック振分け転送エッジの実用化開発
を推進しています．今後は2020年に向
けたネットワークセキュリティの高度化
やサービスゲートウェイへの対応など，
さらなる付加価値を提供するための機
能拡充の研究開発を推進していきます．
さらに将来のNetroSphere構想における
エッジ機能の実現技術の研究も進めて
おり，より柔軟で高信頼かつ経済的な
将来のネットワークの実現に取り組んで
いきます．
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図 5 　柔軟なサービスゲートウェイ実現技術（Brick Block Box）
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　NTTネットワークサービスシステム研究
所は，多様なニーズに柔軟に経済的に対応
可能なネットワークを実現するために，エッ
ジルータをはじめとする転送技術の発展に
これからも取り組んでいきます．
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