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NetroSphereの普及に向けた取り組み

3つのネットワーク制御技術

NTTは，ネットワークを利用するお
客さまやミドルB事業者（サービス事
業者）に求められるサービスを，迅速
かつ高信頼，低コストに提供すること
を目的としてNetroSphere構想（1）を発
表しました．本稿では，NetroSphere

構想の実現に向けて，さまざまなミド
ルB事業者の要望へ柔軟かつ効率的に
対応し，高品質にサービス提供するた
めのネットワーク制御技術として，ネッ
トワークの設計 ・ 設定を行う「ネット
ワーク抽象化技術」，一時的な需要変
動に対応可能な「ネットワークリソー
ス最適制御技術」，およびサイバー攻
撃時に安定したサービス品質を実現す
る「サイバー攻撃抑制制御技術」の 3

つの技術について紹介します．

ネットワークにインパクトを与え
る重大な変化

まずは，前述の技術の位置付けや関
連性について説明します（図 ₁）．

NetroSphere構想を実現するために
は，「事業モデルの変化」と「予測困
難なトラフィックの変化」の 2 つの変
化に対応する必要があります．
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図 ₁ 　変化への対応を実現する 3 つのネットワーク制御技術

NetroSphere構想を実現するための
ネットワーク制御技術に関する取り組み
NTTは，ネットワークを利用するお客さまやミドルB事業者に
求められるサービスを，迅速，高信頼，かつ低コストに提供す
ることを目的としてNetroSphere構想を発表しました．NTTネッ
トワーク基盤技術研究所では，NetroSphere構想の実現に向けて，
さまざまなミドルB事業者の要望へ柔軟かつ効率的に対応し，高
品質にサービス提供するためのネットワーク制御技術に関する
研究を行ってきました．本稿では，その取り組み状況について
紹介します．
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NetroSphereの普及に向けた取り組み

■事業モデルの変化
「事業モデルの変化」とは，これまで

のNGN（Next Generation Network）
のような，キャリアが個別ネットワーク
を通じて自前のサービスを画一的に提
供するサービスモデルから，ミドルB事
業者が，キャリアから提供された基盤
機能と独自に持ち込んだ付加機能を自
由に組み合わせ，ビジネス・サービス業
態に応じてサービスを構築するB2B2X
モデルへの転換を意味します．この変
化に対応するためには，さまざまなミド
ルB事業者の要望へ柔軟に対応し，迅
速にサービスを提供できるネットワーク
が必要となります．これを実現する技術
が，「ネットワーク抽象化技術」です．
■予測困難なトラフィックの変化

これまでのネットワークのトラフィッ
クは，電話 ・ インターネット・ 映像と
いったキャリアが提供するサービスの
トラフィックが支配的であったため，均
質 で 予 測 可 能 で し た． し か し，
NetroSphereの時代には，前述の事業
モデルの変化に伴うミドルB事業者の

新サービス開始によるトラフィック流量
の急変，IoT（Internet of Things）サー
ビスをはじめとした多様なサービスの
普及によるトラフィック特性の多様化，
大規模イベントによる一時的な需要増，
大規模災害，サイバー攻撃への迅速な
対応といった，さまざまな要因により
トラフィック変化の予測困難性が増大
することが予見されます．この予測困
難なトラフィックの変化の中でも，一
時的な需要変動への対応を実現する技
術が「ネットワークリソース最適制御
技術」です．そして，サイバー攻撃時
に安定したサービス品質を実現する技
術が「サイバー攻撃抑制制御技術」です．
これら 2 つの技術は，ネットワーク抽
象化技術において，ネットワーク設計
のアルゴリズムとして活用することで，
予測困難なトラフィックの変化に対応
することが可能となります．

ネットワーク抽象化技術

「ネットワーク抽象化技術」では，ネッ
トワークが「多様なネットワーク部品を

組み合わせて提供する技術」と「ミド
ルB事業者の要求に基づきネットワーク
を自動制御する技術」の 2 つにより，
事業モデルの変化に対応します（図₂）．
■多様なネットワーク部品を組み
合わせて提供する技術

「多様なネットワーク部品を組み合わ
せて提供する技術」では，ミドルB事
業者向けのネットワーク部品を組み合
わせた仮想ネットワークを「サービスス
ライス」と定義し，サービススライスを
ミドルB事業者のユースケースに合わせ
て抽象化し，カスタマイズ可能とします．

サービススライスは，個別のネット
ワーク機能や物理構成を隠ぺいしたお
任せパターン（例：エンド・ツー・エン
ドでの遅延500 ms以内で，最大10拠点
のビデオ電話会議を実現したい．具体
的な物理構成はお任せ）と，物理構成
を指定するパターン（例：ビデオ電話
会議の制御サーバは東京データセンタ
に置いてほしい）の両方に対応します．
お任せパターンでは，ミドルB事業者の
要件に基づき，必要なネットワーク機
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図 2 　ネットワーク抽象化技術
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能やアプリケーション機能の配備先と
機能間のパスを，リソースの利用状況
やサービス要件に応じて自動的に決定
します．これにより，ネットワークに関
する詳細な知識を持っておらず，これ
までネットワークを使用したサービスを
展開できなかった事業者（例：異業種
の光コラボレーション事業者）でも，ネッ
トワークの詳細を意識せずに簡単に
サービスを開始することが可能となり
ます．物理構成指定パターンでは，既
存のキャリアやISP（Internet Ser
vice Pro vider）のように，ネットワー
クの具体的な物理構成を把握し，サー
ビスの利用状況に応じて，構成変更を
随時指示する保守運用モデルを指向す
るミドルB事業者への対応を実現しま
す．この両方のパターンに対応するこ
とで，多様なミドルB事業者のニーズ
に応じたサービス提供を実現します．
■ミドルB事業者の要求に基づき
ネットワークを自動制御する技術

「ミドルB事業者の要求に基づき
ネットワークを自動制御する技術」は，
ミドルB事業者の要求に基づき，物理

装置への展開までを一気通貫で自動化
する点が特徴となります．本技術では， 
提供するサービス要件に合わせてミド
ルB事業者が選択したカタログ（サー
ビススライスの内容が事前に規定され
たテンプレート）に基づき，仮想ネッ
トワーク機能のインストールや装置設
定といった一連の処理を自動的に行
い，サービススライスとしてミドルB
事業者に提供することで，迅速かつ簡
単なサービス提供を実現します．

このように，ネットワーク抽象化技
術では，以上の 2 つの技術を組み合わ
せることにより，ネットワークを利用
するミドルB事業者が，今まで以上に
多様なサービスを，迅速かつ簡単に提
供することを可能とします．

ネットワークリソース最適制御技術

NetroSphereのような仮想化された
ネッワークでは，ミドルB事業者の要望
に基づいて作成されたサービススライ
スに対して，物理ネットワークリソー
スを割り当てることでサービスを提供
します（2）．このリソース割当には自由度

があり，柔軟な運用が可能となります
が，割当方によって設備利用効率，サー
ビス品質，信頼性などに影響が生じま
す．私たちはさまざまな「トラフィック
の変化」に対して適切なリソース制御
をめざしていますが，ここでは，一時
的な需要増へ対応するネットワーク最
適制御技術について紹介します（図₃）．

すでに多くのサービスを収容してい
る物理ネットワークに対し新規サービ
スを収容するとき，利用可能なリソー
スが不足するために収容が不可となる
場合があります．このような場合でも，
ネットワーク全体のリソース割当を見直
すことで該当サービスを収容すること
ができます．例えば，オリンピックやワー
ルドカップなどの期間の定まった大規
模需要を想定した場合，従来技術では，
事前の設備増設によりリソース不足を
解消することになりますが，キャリアに
とっては，イベント終了後に遊休設備
となってしまい，過剰な投資となって
しまいます．また，お客さまにとっては，
設備増設の期間お待ちいただくことに
なるため，実際の利用時期よりもずっ
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図 3 　ネットワークリソース最適制御技術，サイバー攻撃抑制制御技術
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と前に申込いただく必要があります．
そこで，ネットワークリソース最適

制御技術では，設備増設を行うのでは
なく，既存サービスを代替経路に再配
置することで，新規需要を収容します．
これはサービススライスと物理リソー
スのマッピングを柔軟に変更できる仮
想ネットワークの特性を利用した技術
です．ただし，この際に考慮しなけれ
ばならない制約条件が多数存在しま
す．例えばオペレーションコストの観
点からは，リソースを再配置するサー
ビス数はなるべく少ないほうが望まし
いです．また，サービス品質の観点か
らは，サービスごとに異なったレベル
で求められる品質条件（帯域 ・ 遅延 ・
パケットロス率など）を守る必要があ
ります．さらに，設備コストの観点か
らは，リソース再配置後の余剰リソー
スがなるべく大きくなることが望まし
いです．再配置を実行可能なサービス
と代替経路の組合せの数は膨大になる
ため，すべての組合せの中から上記の
制約条件を満たす最適解を計算するの
は非常に困難ですが，ヒューリスティッ
クな解法＊ 1を用いることで短時間のう
ちに実行可能な解を発見することが可
能となります．

本技術を活用することで，キャリア
にとっては既存の設備を有効活用で
き，お客さまにとっては即時的なサー
ビスの利用ができるようになります．

サイバー攻撃抑制制御技術

ネットワークに対して悪影響を与え
るDDoS （Distributed Denial of Ser
vice）攻撃＊ 2などのサイバー攻撃に対
応したネットワーク制御を行うことに
より攻撃を防ぐ技術として，サイバー
攻撃抑制制御技術の研究に取り組んで
います（図 3 ）．DDoS攻撃は，攻撃の
標的となるサーバから提供されるサー
ビスを妨害するだけでなく，その攻撃
のトラフィックが通過するネットワーク
経路上のリンクにも輻輳などの影響を
与えるため，ミドルB事業者だけでなく，
キャリアにとっても課題となります．さ
らに，ネットワーク上にセキュリティ製
品を設置して攻撃を防ぐ従来の方式で
は，すべての攻撃トラフィックをセキュ
リティ製品に引き込む必要があり，そ
の際に前述の途中経路の輻輳などの問
題により，セキュリティ製品がうまく機
能しない可能性があります．

そこで，セキュリティ製品に加えて，
ネットワーク全体での経路制御や帯域
制御を行うことで攻撃の影響を抑制す
る技術が「サイバー攻撃抑制制御技術」
です．具体的な技術の例としては，
ISPなどの大規模ネットワークへの適
用を想定した技術として，DDoS攻撃
によるネットワークの輻輳に対して，
迂回経路の探索を局所的に行うことで
経路切替までの時間を高速化する「迂
回経路高速再計算技術」や，ネットワー
クの端点にある複数のゲートウェイに
対して，通過する標的宛トラフィック
量が均等になるように動的に帯域制御
をすることで，攻撃の影響を抑制し，
かつ，お客さまのサービス可用性を維
持する「動的帯域制御技術」があります．

これらの技術を活用することで，サイ
バー攻撃時でも安定したサービス品質を
お客さまに提供することができます．

今後の展開

本稿で紹介した 3 つの技術は，いず
れもNetroSphereにおいて変化に強い
ネットワークを実現するために必要と
なる重要な技術要素といえます．今後，
これらの技術の実用化を加速するため
に，さまざまな得意分野を持つ国内外
ベンダや研究機関，オープンソース団
体などと幅広く連携し，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．
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＊1	 ヒューリスティックな解法：問題解決に有
効であると思われる経験的原理を用いて，
実行可能解を求める方法です．最適解の計
算と比較して，解の精度は落ちますが，計
算時間を短くすることが可能です．

＊2	 DDoS攻撃：DoS攻撃は，標的となるサー
バに対して，パケットを大量に送り高帯域
を消費する，もしくはセッション形成等で
発生する負荷を利用してサーバのCPUやメ
モリ等のリソースを消費させることで，サー
ビスを提供できない状態にします．DDoS
攻撃は，多数の攻撃者，もしくは攻撃者に
より操作された多数の端末が一斉に標的に
DoS攻撃を行うもので，より大規模でかつ
防御が困難な攻撃が可能になります．
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NetroSphere構想を具現化し，多種多様
なお客さまが簡単かつ安全にどのような使
われ方でも利用できるネットワークを提供
するために，本取り組みを進めていきます．
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