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NetroSphereの普及に向けた取り組み

NetroSphere構想の具現化に
向けて

NetroSphere構想の具現化に向け
て，NTTネットワークサービスシス
テム研究所では「NetroSpherePIT」
という実証環境を構築し，実験を開始
しました．PITという名称は，NTT
のみならず，国内外のベンダやキャリ
ア，学術界を含め，幅広いパートナー
の方々にも実証実験に参加していただ
き，新たな技術やサービスをフィール
ドにリリースするための出発点とした
いという思いからきています．PITで
の実証実験のねらいは，プロダクト単
体のみならず，一連のプロダクトから
なるトータルのサービス，技術検証を
行っていくことに加え，パートナー会
社などのコラボレーションの場として
活用することです．コンセプトを可視
化するとともに，ネットワーク事業者，
パートナー会社に，NetroSphereの有
用性を体感いただくことにあります．
さらには研究開発のインフラとして適
用し，技術蓄積の場としても積極的に
活用していくことです．

本稿ではPITの概要と2016年 2 月
に開催したNTT R&Dフォーラムで実
現したNetroSphere構想実証のための

ユースケースについて紹介するととも
に，実証実験にて判明した技術課題に
ついて紹介します．

NetroSpherePITの概要

NetroSphere構想を具現化するキー
コンポーネントである，MSF（Multi-
Service Fabric），FASA（Flexible Ac-
cess System Ar chi tec ture），MAGONIA，
統合コントロール，事業者連携機能，
ネットワークセキュリティ，アトリエ
Nなどにより構成されます．PITの全

体構成を図 ₁に示します．PITでは，
すべての通信アプリケーションはソフ
トウェア化され，アプリケーション基
盤であるMAGONIA上に搭載され，
さまざまなサービスが共通的に利用で
きる転送 ・ スイッチング基盤である
MSFで拠点間が接続されます．さら
に，アクセスネットワークでは，アク
セスシステムの機能を汎用ハードウェ
ア上にソフトウェアで実装するFASA
のコンセプトに準じたVirtual-OLT
で構成されます．このように汎用的な
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③運用技術蓄積の取り組み
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図 ₁ 　NetroSpherePITの全体構成図

NetroSphere構想加速に向けた実証
（NetroSpherePIT）の取り組み

NetroSphere構想の具現化，可視化に向けて「NetroSpherePIT」
という実証実験環境を構築し，NetroSphere構想を実現するさ
まざまな技術の実証実験を開始しました．本稿ではPITでの実
証実験内容と実現にあたって判明した技術課題について述べ
るとともに，今後の取り組み内容について紹介します．
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ハードウェアを活用し，統一的なアー
キテクチャ，プラットフォームを用い
て，PITは実現されます．また，各通
信 ア プ リ ケ ー シ ョ ン とMSF，
MAGONIA，Virtual-OLTは オ ー ケ
ストレータ機能を持つMOOSにより
統一的に管理 ・ 運用が可能となりま
す．これらの機能配備モデルを図 2に
示します．このモデルは，NFVアー
キテクチャモデルをベースにネット
ワーク ・ サーバリソースの効率的な管
理を踏まえた構成やコラボレーション
事 業 者 向 け のAPI（Application 
Programming Interface）の拡張をし
たモデルとなっており，市中製品の実
装を考慮しながら発展させていく予定
です．

NetroSphere構想の有効性や技術的

なフィージビリティを確認するうえ
で，まずは，各コンポーネントをネッ
トワークの基本機能として，次の 4 つ
の動作確認を行いました．

①　複数のネットワークサービスを
同一インフラネットワーク上で提
供するためのネットワークスライ
ス機能

②　汎用サーバ上でさまざまな
ネットワーク機能をソフトウェ
アで実現する技術

③　ネットワークスライスと汎用
サーバ上のネットワーク機能を統
合的にコントロールする技術

④　さまざまなネットワーク機能を
コラボレーション事業者からコン
トロールするAPI機能

さらにNetroSphere構想の効果の可

視化に有効性を示すために，下記の 3
つのハイレベル要件を抽出し，その観
点からNetroSphereトータルとして動
作するシナリオを作成し，その動作の
実証を行いました．
■ハードウェアの汎用化 ・部品化
とロケーションフリーによる
プール化の実現
NTTグループが提供するさまざま

な通信サービス（EPC，ISPアクセス，
VPNサービス）を同一インフラ上で
実現し，予備リソースの共用化とロ
ケーションフリー化を実現します．

①　MSF，MAGONIA上の同一ハー
ドウェア上で，各サービス機能を
実現

②　さまざまなサプライヤ機器を保
守者 ・ 他装置に影響なく，ネット
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図 2 　機能配備モデル
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ワークへの自動組込み
③　広域に点在した予備リソースを

期間 ・ エリア限定で利用可能
■サービス事業者からのワンス
トップサービスの実現
さまざまなネットワーク機能を統一

的なインタフェースによりワンストッ
プで提供します．

①　アクセスネットワーク〜VPN
〜クラウドまでのサービスをグ
ループ共通仕様として定義したイ
ンタフェースでサービス事業者の
GUI上で制御

②　SIerの 持 ち 込 み ア プ リ ケ ー
ションとネットワーク機能を連携

（API上から利用）させて，ソ
リューションサービスを提供

また，さまざまな運用業務につい
て，ネットワーク機能を統一的に制御
し自動化します．

③　攻撃収集 ・ 分析 ・ 対処判定〜各
ネットワーク機能への制御まで
ネットワークトータルなセキュリ
ティ対応

④　増設 ・ 故障などの際に，関連す
る装置への設定 ・ 制御をすべて自
律制御し，標準系構成を常に自律
で維持

■将来ネットワークサービス
（IoT/5G時代）に向けた新たな
ネットワーク価値向上
IoT（Internet of Things）/5G時代

における新ネットワーク要件を加味し
たネットワーク機能の提供により，
NTTのビジネス領域を拡大します．

①　 低遅延アプリ，vCPE（virtual 
Customer Premises Equipment），
vBBU（virtual Base Band Unit）＊1

などの仮想化されたネットワー
ク機能の実現

②　M2M（Machine to Machine）/
IoTに新たな付加価値を提供する
ネットワークミドルエンティ
ティを提案

NetroSpherePITに実証内容

前述のハイレベル要件を実現すべ
く， 3 つのシナリオを作成し，動作確
認しました．次に，各シナリオの実施
内容について紹介します．
■通信キャリア向け共通アーキテ
クチャの実現
NTTグループが提供する通信サー

ビスを同一のインフラ上で実現すると
ともにさまざまな運用稼動の効率化に
貢献することを目標に，通信機器ベン
ダや通信キャリア向けのユースケース
です．

今回は，汎用サーバ上で動作してい
る通信アプリケーションとして，ISP

（Internet Service Provider）アクセ
スのトンネル機能をサーバ上に搭載
し，故障時に拠点間をまたいでアプリ
ケーション機能を再生成し，ネット
ワークの経路の変更と併せて制御する
ことで，高信頼なサービスをより効率
的に提供するシナリオや，さらには，
突発的な需要に対して予備として配備
してある汎用サーバ上に遠隔から通信
アプリケーションを生成するシナリオ

を実施しました．このような仕組みを
ネットワークに組み込んでおくこと
で，例えばIoT/M2Mのような不透明
な需要や多様なサービス要件に対して
も，多大な設備投資を行わず，柔軟な
対応が期待できます．

本ユースケースを通じて，ネット
ワークに機能を保守者や他装置に影響
を与えることなく自動的に組み込むた
めには，ネットワーク機能に依存して，
異なる機能を実装しなければならな
いことが明らかになりました．効率的
な実現方式の検討を進め，保守や運用
の全自動化に向けた検討を行う予定
です．
■ワンストップオペレーションの
実現
本シナリオは，NetroSphereが実現

するネットワークが提供するAPIを利
用し，自社のサービスと連携 ・ 連動し
てワンストップで提供し，自社で構築
したネットワークと同等な監視 ・ 制御
を可能とすることを目標に，ミドルB

（B2B2Xの真ん中のB）事業者向けの
サービスを実現します．クラウド上の
アプリケーションサービスや自社の
ネットワークサービスをNTTのVPN

（Virtual Private Network）サービス
とセットで提供する場合に，TMFの
標準APIを利用してミドルB事業者か
らVPN機能を生成し，故障などのネッ
トワーク状況をリアルタイムで監視で
きるシナリオを実現しています．この

＊1	 BBU：無線基地局を構成するデジタル信号
処理部．
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ような仕組みをネットワークに組み込
んでおくことで，事業者をまたがった
効率的なオペレーションが可能とな
り，ミドルBのビジネス拡大およびそ
れに伴うネットワークのさらなる利用
拡大が期待できます．

このユースケースでは，サービスカ
タログ＊ 2 を実現するネットワーク
オーケストレータとサーバオーケスト
レータで管理されるサービスIDとそ
れを構成するネットワーク機能に割り
振られるID（例えばスイッチにおけ
るVLAN-IDなど）の割当ては現時点
では固定割当て方式でかつ局所的な管
理となっています．IDの管理方式（局
所 ・ 分散）と割付方式はシステム全体
の信頼性や運用の効率化から検討する
必要があるとともに，その方式をオー
ケストレータベンダへの実装促進が課
題となります．
■サービス事業者とのサービス共
創の実現
ネットワークが提供する通信サービ

スとサービス事業者が提供するアプリ
ケーションを組み合わせて新たなサー
ビスを簡易に開発が可能となることを
目標とした，サービス事業者向けの
ユースケースです．

今回は，NetroSphereなどの提供機
能や利用方法をサービス事業者に一元
的に見せる開発者ポータルと，アトリ
エNを解して公開されているサービス

事業者向けAPIを活用して試作したア
プリケーションを実現しています．

これらのユースケースを通して，
サービス事業者がさまざまなネット
ワーク機能を活用する際の活用性の向
上に向けた課題抽出やサービス事業者
とのコラボレーションサービスを実現
します．

今後の展望

NetroSphere構想を具現化するキー
コンポーネントである，MSF，FASA，
MAGONIA，統合コントロール，事
業者連携機能，ネットワークセキュリ
ティ，アトリエNなどによりPITを実
現しました．今後は，NTTの事業会
社のみならず，サービス事業者の方と
新たなサービスや機能をともに実験
し，効果や商用化に向けた課題を明ら
かにする場として活用していきます．
ま た，各 プ ロ ダ ク ト に つ い て は，
APAC（Asia and Pacific）キャリア
をはじめとして共同で仕様策定を行い
普及をめざします．それを実現するた
めにもAPACキャリアとの共同実験
の場としても積極的に活用していく予
定です．

一方で，運用技術蓄積に向けて各事
業会社や研究機関とも積極的にネット
ワークを接続し，研究開発用のネット
ワークとして活用していきます．

これらの取り組みを，PITという環
境を利用しながら進めることで，
NTT事業に役立つ技術，産業の発展
に役立つ技術をフィールドに出してい

きたいと考えています．
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NetroSphere構想の具現化に向けて，同
様な考えを共有できるキャリアやさまざま
な得意分野を持つベンダ，研究機関等と積
極的に連携し，革新的な技術の開発 ・実証
実験に取り組んでいきます．
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