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オンデマンド性の高いネット
ワークへの課題

現在，通信事業者のネットワークは主
にデータセンタ間を光ファイバで接続す
るための伝送レイヤとパケット転送制御
を行うIPレイヤの 2 つのレイヤで構成
されています．伝送レイヤとIPレイヤは，
設備構築のリードタイムや使用している
技術が異なるため，それぞれのレイヤで
独立に設計，運用管理を行い最適化が
図られています．今後，モバイルネット
ワークの5Gへの移行やクラウドサービ
スの普及に伴い，5Gの高速性や低遅延
性を活かしたさまざまなサービスが提供
され，ユーザの使いたいときに柔軟にク
ラウド上でサービスが展開される環境に
なることが想定されます．通信事業者
のネットワークもユーザ〜クラウド間や
ユーザ間の通信をオンデマンドに提供
することが今まで以上に必要となりま
す．また，オンデマンド性の高いネット
ワークは，トラフィック交流の時間変化
が大きく，ネットワークの特定区間にト
ラフィックの偏りが生じやすくなるた
め，ネットワーク全体で空いている回線
等のリソースを計算し，払い出す仕組み
やトラフィックの経路制御により偏りを

解消させる仕組みが必要になります．
このような5Gやクラウドサービスの普

及に対応するために，従来個別に最適化
されていた伝送レイヤとIPレイヤを統合
的に制御し，オンデマンド性とネットワー
ク運用の自動化を行うためのマルチレイ
ヤSDN（Software Defined Networking）
制御技術に取り組んでいます．

マルチレイヤSDN制御技術
マルチレイヤSDN制御技術は，SDN

コントローラから伝送レイヤとIPレイヤ
を統合的に制御することにより，ユーザ
からのサービス要求に応じて，IP-VPN

（Virtual Private Network）やイーサネッ
ト専用線等の異なるサービス種別のパ
スをオンデマンドで提供します（図 1 ）．
また，各レイヤのリソースを最大限に活
用するために，ネットワーク運用時に
SDNコントローラがIPレイヤにおける
パケットの経路制御と伝送レイヤの光
波長の経路制御を動的に行い，ネット
ワークを最適な状態に保ちます．これら
を実現するために，NTTネットワーク基
盤技術研究所では，オープンソースソフ
トウェア（OSS）のSDNコントローラで
あるONOS（Open Network Operating 
System）（１）をベースに図 2 に示す機能の

実装を行い，マルチレイヤSDN制御の
技術確立に取り組んでいます．
■オンデマンドの仮想パスの払い出し

オンデマンドの仮想パスの払い出し
は，①ルータへのL3/L2VPNの設定機
能，②IP経路と光波長経路の計算機能，
③仮想パスの冗長化のためのプロテク
ション ・ リストレーション設定機能，④
機器コンフィグ生成機能，⑤機器設定
プロトコル，によって実現しています．
また，オンデマンドの仮想パス提供は，
単純なIP-VPNやイーサネット専用線等
の回線提供だけでなく，障害対策とし
ての冗長構成について複数のグレード
を選択できるようにしています．

従来は，図 3 に示すように冗長構成
はそれぞれのネットワークで単一の方式
を採用するのが一般的でしたが，マル
チレイヤ制御技術を活かしたネットワー
ク設計により，IPプロテクション＊ １，伝
送リストレーション＊ 2の 2 つの冗長化の
方式を １ つの物理ネットワーク上に共

＊1	 IPプロテクション：IPレイヤにおいてあらか
じめ現用系と予備系のリンクや装置を用意
しておき，現用系に障害が発生した際は瞬
時に予備系に切り替える技術．

＊2	 伝送リストレーション：伝送レイヤにおいて
リンクや装置に障害が発生した際に，障害
個所を迂回する経路を計算し，光波長等の
伝送経路を変えることで復旧させる技術．

IPレイヤと伝送レイヤを統合的に制御するマルチレイヤ
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NTTネットワーク基盤技術研究所では，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に対応するために，伝送レイヤとIPレイヤを統合的に制御し，
オンデマンド性とネットワーク運用の自動化を実現するためのマルチレイヤSDN

（Software Defined Networking）制御技術に取り組んでいます．ここでは，マル
チレイヤSDN制御技術の概要と技術検証内容について紹介します．

R&D

マルチレイヤ SDN テレメトリ



NTT技術ジャーナル　2018.548

OXC
OXC

OXC
OXC

ルータ
ルータ

OXC

OXC
OXC

ルータ

ルータ

各レイヤのリソースを
最大限に活用

1Gbit/s
占有パス・二重化

1Gbit/s

データセンタ データセンタ

仮想パス①（電子証券取引）

10 Mbit/s
共有パス・一重化

センサ

データセンタ

仮想パス② （センサデータ収集）

IPレイヤ

伝送レイヤ

OXC：Optical cross Connect

パス提供サービス要求

SDNコントローラ

統合制御

センサデータ収集
（狭帯域・一重化）

電子証券取引
（低遅延・二重化）

ルータ

図 1 　マルチレイヤSDN制御によるオンデマンドパス提供

ユーザ

サービス要求 パス提供

仮想パス品質管理＆経路制御 光波長デフラグ

仮想パス払い出し

L3/L2VPN設定
IP経路設定 波長経路設定

プロテクション・リストレーション設定

機器コンフィグ生成（YANG）・経路生成（PCE）

機器設定プロトコル
（NETCONF，REST等）

テレメトリプロトコル
（gRPC等）

統合制御

IPレイヤ 伝送レイヤ

SDNコントローラ

アプリケーション機能

コア機能

インタフェース機能

＜仮想パス管理＞

リクエスト情報 仮想パス情報

＜装置・リンク管理＞

トポロジ情報 リンク情報

デバイス情報 波長情報

図 2 　SDNコントローラの機能概要
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存させ，仮想パスごとに任意の冗長構
成の選択を可能にしました．

IPプロテクションは，IPレイヤと伝送
レイヤの両方が二重化され，かつ高速
な切替が可能なため，信頼性が高い反
面コストが高くなります．

伝送リストレーションは，伝送レイヤ
のみで二重化され，切替にも時間がか
かりますが，IPプロテクションに比べて
安価なコストで冗長化が図れます．

このように，冗長構成はコストに影響
するため，ユーザはサービス要件 ・ コス
トに応じて，適切な冗長構成の仮想パ
スを選ぶことができます．
■ネットワーク状態のリアルタイム監
視 ・制御
ネットワーク状態のリアルタイム監

視 ・ 制御については，①テレメトリプロ

トコル，②仮想パスの品質管理 ・ 経路
制御機能，③光波長デフラグ機能，に
よって実現しています．

（1）　テレメトリプロトコル
SDNコントローラは，IPレイヤと伝送

レイヤの各装置からストリーミング ・ テ
レメトリプロトコル（gRPC等）＊ 3を用い
て，リアルタイムでトラフィック量，遅
延時間，パケットロス率，使用中の光波
長等のネットワーク状態を取得します．

（2）　仮想パス品質管理・経路制御機能
取得したデータからネットワークの品

質劣化（輻輳や遅延時間の増加等）を
検出し，品質を回復させるために仮想
パスの経路変更をオペレータは介さず
に自律的に行います（図 4 ）．オンデマ
ンドでパス提供を行うネットワークで
は，ネットワーク状態が短時間で急激に

変化することが想定されますが，このよ
うな自律的な制御を取り入れることで，
人手によるオペレーションでは対処しき
れない変化にも柔軟に対応できること
が期待できます．

（3）　光波長デフラグ機能
使用中の光波長の情報から，光波長

のフラグメンテーション状態を検出し，
光波長の再整理（デフラグメンテーショ
ン）のために使用中の光波長帯を別の
光波長帯に変更する制御を行います．
光波長帯の変更は一時的な通信断を引
き起こすため，マルチレイヤSDN制御
により，事前に伝送レイヤで移行先の
光波長を設定しておき，IPレイヤで高
速に切り替えることで，通信断の影響を
極小化します．

技 術 検 証
■マルチレイヤSDN制御の技術検証

マルチレイヤSDN制御の実現性を確
認するために技術検証を行いました．
技術検証では，図 5 に示す構成にてネッ
トワークを構築し，SDNコントローラか
らの制御により，オンデマンドでの仮想
パスの払い出し，ネットワーク状態のリ
アルタイム監視 ・ 制御を行いました．IP
レイヤにおける経路制御とIP-VPNによ
る回線提供は，MPLS（Multi-Protocol 
Label Switching） ベ ー ス でSegment 
Routingを動作させることで実現しまし
た．伝送レイヤにおける経路制御は，
SDNコントローラからトランスポンダと
光スイッチを個別に制御を行い，任意
の対地間で光波長を開通させることで，
イーサネット専用線の回線提供を実現し
ました．

SDNコントローラには，複数の光スイッ
チを組み合わせてROADM（Reconfigurable 
Optical Add/Drop Multiplexer）として動
作させるためのDisaggregation型ROADM
としての管理機能を実装しており，技術検
証ではbroadcast-and-select型＊ 4とroute-
and-select型＊ 5の 2 種類のROADMアー
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図 4 　ストリーミング ・ テレメトリによるリアルタイム制御
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（b）　伝送リストレーション

図 3 　IPプロテクションと伝送リストレーションの違い

＊3	 ストリーミング・テレメトリプロトコル：装
置から監視等に用いる情報を連続的に取得
する仕組み．
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キテクチャ（2）の管理機能を実装しまし
た．冗長構成の実現については，IPプ
ロテクションはSegment RoutingのLFA

（Loop Free Alternate）を用いて障害時
の高速切替を実現し，伝送リストレー
ションは，SDNコントローラが伝送リン
クの障害を検出した際に，光スイッチの
制御により光波長を迂回させることで
実現しました．これらの仕組みにより，
SDNコントローラから任意の対地間に
おいて，IP-VPNもしくはイーサネット
専用線の回線提供を行い，冗長構成に
ついてもIPプロテクションと伝送リスト
レーションの選択ができることを確認し
ました．

ネットワーク状態のリアルタイム監
視 ・ 制御では，ストリーミング ・ テレメ
トリのプロトコルであるgRPCを用いて，
トラフィック量 ・ 遅延時間 ・ パケットロ
ス率をリアルタイムで取得し，仮想パス
の品質が一定以下に劣化した場合に

SDNコントローラが自律的に仮想パス
の経路を変更し，品質を回復させる制
御ができることを確認しました．光波長
デフラグについてもmake-before-break
の考え方に基づき，移行先の光波長を
あらかじめ確立し，IPレイヤにおいて
Segment Routingで新たな光波長のパス
に経路を切り替えたうえで元の光波長
を削除することで，通信断の影響を極
小化して使用する光波長帯の変更を実
現しました．
■オーケストレータ連携の技術検証

ネットワーク制御に加えて，オーケス
トレータ連携の観点においても検証を行
いました．拠点 １ と拠点 2 において，コ
ンテナでサービス提供を行う環境を構
築し，サービスの利用者数の増加に従
い，コンテナ数を増加させてスケールア
ウトする仕組みをコンテナのオーケスト
レータとして実装しました．この環境に
おいて，利用者数が増加し，拠点 １ の
コンテナでサービス提供に必要なリソー
スが十分でなくなった際に，SDNコント
ローラがオーケストレータとの連携によ
り，拠点 2 の仮想パスを新たに確立し，
拠点 2 のコンテナでもサービス提供を行
うデータセンタ間をまたいだスケールア

ウトの仕組みについても実現しました．
このような仕組みを用いることで，

サービスの急激な需要増加に対して，
軽量なコンテナによる迅速なサービスの
スケールアウトをデータセンタをまたい
で実現し，新たなデータセンタに必要と
なるネットワークのパスも伝送レイヤか
らIPレイヤまでオンデマンドで確立する
ことができるため，変化に強く経済的な
ネットワークサービスを提供することが
できます．

今後の展開
今回のマルチレイヤSDN制御技術の

技術検証を踏まえて，5G時代のネット
ワークを支えるIPレイヤ ・ 伝送レイヤの
基盤技術として，今後さらに必要となる
技術の確立を進めていきます．
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　5G時代に向けてSDN制御によるネット
ワークの高度化に今後も取り組んでいきます．
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＊4	 broadcast-and-select型：光の送信側におい
てスプリッタを用いて全方路に光信号のブ
ロードキャストを行い，受信側で光スイッチ
により通過させる波長の選択を行うタイプ．

＊5	 route-and-select型：光の送信側において光
スイッチを用いて方路を選択し，受信側でも
光スイッチにより通過させる波長の選択を
行うタイプ．


