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キャリアネットワークの課題
既存のビジネスや社会システムの基

盤がデジタル化を前提とした仕組みに
移り変わろうとしています．モバイル
ネットワークの5Gへの移行やクラウド
サービスの普及等に伴い，サービスの
提供形態がますます多様化し，自動運
転等のリアルタイム処理やさまざまなセ
ンサからのデータを活用したサービスな
ど，今まで以上に多彩なサービスが提
供されていくことが想定されます．こう
したサービスはクラウド環境で提供され
ることが多く，その特性を活かした迅速
な提供はもとより，提供後のサービス追
加や改善等も継続的に行われていくと
想定されます．またクラウド環境上の
サービス利用の前提となるネットワーク
についても，提供するサービスによって
はオンデマンドでネットワークの接続先
や品質グレード等の変更要望が出てく
ることも考えられます．

しかし，これまでのネットワークサー
ビスはサービス利用者と提供者をつな
ぐことを重視した機能にとどまってお
り，ネットワークとクラウド環境上の
サービス提供基盤が十分に連携できて
いないことがサービスを迅速に提供する

際の妨げになってきています．また，こ
れまでのキャリアネットワークは品質や
信頼性は高いものの，キャリアの外部か
らネットワークを制御するという点では
自由度が低く，提供や設定変更のため
に必要とする時間も長く，オンデマンド
での変更は難しいことが多いといった
課題があります．

そこでNTTネットワーク基盤技術研
究所では，ネットワークが提供するさま
ざまな機能をサービス提供者が外部か
ら利用できるようにし，これまで以上に
魅力的なネットワークサービスを提供す
るとともに，クラウド環境やサービス提
供のためのアプリケーションを一括で自
動的に制御可能にすることで，サービス
の容易かつ迅速な提供を実現するクラ
ウドネイティブSDx（Software Defined 
anything）*制御技術を検討しています．

クラウドネイティブSDx制御
技術

クラウドネイティブSDx制御技術はエ
ンドユーザへサービスを提供するための
ネットワークとサービス提供の基盤とな
るクラウド環境，およびそこで動作する
アプリケーションを含めて一体でかつ
サービス提供者が主体的に制御するこ

とを実現する技術です（図 1 ）．これまで，
ネットワークサービスを実現する機器は
専用装置でしたが，機能のソフトウェア
化が進みつつあり，汎用ハードウェアと
ソフトウェアの組合せに置き換えること
が可能となってきています．このことに
より，ネットワーク自体をソフトウェア
から制御することがより容易になりつつ
あります．こうした環境の変化を踏まえ，
今後クラウド環境上で提供されるサー
ビスが増大していくことへの対応を考え
ると，ネットワークからアプリケーショ
ンまで統合的に制御できるようにしなけ
れば，より柔軟かつ迅速なサービスの
提供が実現できません．そこで，クラウ
ドネイティブSDx制御技術では，クラウ
ド環境でサービスを提供する多様な事
業者に対し，共通的な基盤とクラウドと
連携したネットワークサービスを提供
し，サービスの即時提供，保守運用の
自動化の実現をめざしています．

SDx制御のための技術要素
さまざまなサービスを対象に統合的な

制御を実現するためには，①サービス

＊	SDx：ITインフラの資源（サーバ，ストレージ，ネッ
トワーク等）をソフトウェアから制御する技術
の総称．

クラウドネイティブSDx制御技術
NTTネットワーク基盤技術研究所
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さまざまなサービスがクラウド環境で提供されていく中で，ネットワークサービ
スとクラウド環境，さらにはサービス提供のためのアプリケーションまでを，エン
ド ・ツー ・エンドで自動的に制御することにより，容易かつ迅速なサービス提供を
実現します．ここではクラウドネイティブSDx（Software	Defined	anything）
制御技術の概要，および自動制御の技術検証について紹介します．
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提供のための資源（ネットワーク，クラ
ウド上のリソース等）の制御を自動的に
行う仕組みと，②制御対象となるリソー
ス情報を適切に管理する方法が必要と
なります．

①の自動化の仕組みについてはクラ
ウド環境において現在でもさまざまな技
術が存在します．サービス提供者はこう
した技術をすでに利用していることか
ら，クラウド上で利用されている技術を
基に，ネットワークも含めて制御可能と
するため，ネットワーク機能の仮想化技
術（NFV: Network Functions Virtualiz-
ation）やソフトウェアによるネットワー
ク 制 御 技 術（SDN: Software Defined 
Networking）等の技術を組み合わせる
ことで，ネットワークおよびクラウド環
境と各種サービスに応じたアプリケー

ションまでを一連の操作で扱う仕組み
を検討しています．しかし，サービスを
提供するためのリソースは，物理的なも
の（コンピュータやネットワーク機器），
仮想化されたもの（仮想コンピュータや
ソフトウェア化されたネットワーク機
能）等，さまざまなものがあり，これら
を連携させて制御する必要があります．
これらの対象物はサービスごとに異な
り，それぞれ自動制御するための仕組
みをつくると非常に手間がかかります．
そこで対象物をモデル化し，汎用的に
扱えるようにすることでさまざまなサー
ビスに柔軟に対応可能とするため，②
のリソース情報を統一的に扱う管理手
法が必要となります（図 2 ）．モデル化
にあたっては，まず対象とするサービス
が ど う い っ た も の で あ る か（ND: 

Network Descriptor）を明確にし，サー
ビスを構成する要素（ネットワークの
ノード，クラウド環境のコンピュータリ
ソース）がどういったものであり，それ
ぞれがどういう状 態であるか（CD: 
Class Descriptor）を定義します．さら
にそれぞれの要素がどのように接続さ
れているかといった情報（GT: Graph 
Template）や，どういう順序で設定し
ていけば良いか（PD: Procedure De-
scriptor）といった観点でモデルを構築
しています．それぞれ定義した情報に
ついてはデータの特性が異なることか
ら，適切に管理するための管理方法と
してグラフデータベースやKVS（Key-
Value Store）を活用し，外部から扱い
やすいかたちで管理することも検討を
進めています（図 3 ）．
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図 1 　クラウドネイティブSDx制御技術
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技 術 検 証
クラウドで使用されているさまざまな

技術の組合せによる自動制御の実現可
能性を確認するため，技術検証を行い
ました．技術検証にあたっては具体的
なサービス提供シーンを想定してシナリ
オを作成しました．具体的には，サービ
ス提供者がユーザ宅に設置したロボット
を制御するアプリケーションを提供し，

遠隔でロボット制御機能を提供する
サービスを設定しました．

このサービスを提供するため，（₁）基盤
構築，（₂）ユーザからの要求に基づくサー
ビス提供設定，（₃）サービス提供中に不
正アクセスされた際，不正アクセスの検
出と防御を行う，といった ₃ つのケース
を想定し，それぞれ実機環境を構築し
て動作確認を行いました．

（₁）　基盤構築
サービス提供のための基盤構築にお

いては，クラウド基盤上に接続のための
ゲートウェイ，認証機能を配置し，ロボッ
ト制御用のアプリケーションを設置する
までを自動的に行うことを実現しました．

（2）　ユーザからの要求に基づくサービ
ス提供設定

ロボット制御用のアプリケーションを
起動するとともに，認証機能に対し，ユー
ザ情報を設定し，ユーザがアプリケー
ションを使用できる状態を自動的に実施
できるようにしました．

（3）　不正アクセスの検出と防御
サービス提供中に不正アクセスが発

生したケースについては，通常と異なる
トラフィックが検出されたことを契機
に，トラフィックの内容を確認するため
の機能の起動を自動的に行い，不正ア
クセスであるかどうかを検出できるよう
にしました．
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図 ₃ 　構成情報の管理形態
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Network Descriptor
仮想ネットワークを定義

network_descriptor_version:
2017-05-30

namespace: network_a
description: networkAのND
author: kenzo okuda, NTT
email: okuda...

parameters:
  hoge: aaa
  huga: bbb

class:
  - ntt_iot_classes
  - ntt_nw_classes

procedures:←制御プロセス
  deploy:←局建
    runner_type: st2
    entry_point: ntt.iot.init_wf
    parameters:
      …
  adduser:←SO
    runner_type: st2
    entry_point: ntt.iot.so_wf
    parameters:
      …

graph: ←ネットワーク構成
  nodes:←ノード
    iotgw:
      class: ntt.iot.iotgw
    iotradius:
      class: ntt.iot.iotradius
    userapl:
      class: middleb.robotapl
　edges:←リンク
    e1: iotgw, router
      class ntt.nw.vlan
    e2: iotgw,radius
      class ntt.nw.vxlan
    e3: iotgw,userapl
      class ntt.nw.vlan

class ntt.iot.iotgw {
  …}
  config (HA_Proxy)
  deploy {…}
}
class ntt.iot.iotradius {
…
}

class ntt.nw.vlan {
 …}
    VID
}

ntt.iot.init_wf:
  - iotgw.deploy
  - iotradius.deploy
  - userapl.build

ntt.iot.so_wf
  - userapl.deploy
  - iotradius.adduser
  - iotgw.adduser

class middleb.robotapl 
  extends ntt.iot.vm {
  …
  build {…}
  deploy {…}
}

Graph Template
トポロジーの雛形を定義

Class Descriptor
オブジェクトのクラスを定義

Procedure Descriptor
制御を定義

Class Descriptor
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図 ₂ 　制御対象のモデル化
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不正アクセスが検出されると，その検
出をトリガとして不正アクセスを排除す
るための機能の起動を自動的に行い正
常状態に戻す，といったことが一連の
動作として実現できました．不正アクセ
ス検知の検証構成を図 ₄ に示します．
従来であれば，基盤構築や要望に基づ
くサービス提供においてはサービス提供
者が手作業にて各種設定を行い，アプ
リケーションの配置を行う必要がありま
す．また不正アクセスの発生時には，ま
ず監視担当者が不正アクセスの兆候に
気付き，さまざまな情報を収集，分析す
ることで異常を発見する必要がありま
す．異常への対処についても手作業で
の作業が中心となっています．こうした
作業は多くの稼働を要するだけでなく，
誤操作の可能性もあります．

今回の検証では，すでに存在してい
るさまざまな仕組み〔主にオープンソー
スソフトウェア（OSS）〕を組み合わせ，

ネットワークの設定からアプリケーショ
ンの配置，異常の検出およびその対処
といった，多くの作業を自動化できるこ
とを確認しました．今後は，この仕組み
を基に現在検討しているモデル化とそ
の構成管理方法を組み込むことにより
さまざまなサービス提供の自動化を効率
良く実現することめざしていきます．

今後の展開
現在検討しているモデル化と構成管

理方法を確立し，自動制御の仕組みに
組み込むことで，サービスに必要なす
べてのリソースを一元管理し，自動制御
する制御基盤を確立していきます．
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図 ₄ 　技術検証構成（不正アクセス検知）
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　NTTネットワーク基盤技術研究所ではさ
まざまなサービスに適用できる自動制御技
術の実現に取り組んでいきます．
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