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数年前からSDN（Software Defined 
Networking）の登場とともにネット
ワーク仮想化に関する技術も進展し
てきました．仮想ネットワークを自
律分散のIPネットワーク上で構成す
る技術の標準化は着実に進んでいま
す．また，オーバレイネットワーク
を構成するために必要な仮想ネット
ワークそのもの，およびネットワー
ク装置を統一的に設定するための標
準プロトコル ・ データモデルについ
ても標準化やコミュニティでの規定
が 進 ん で い ま す． こ こ で はIETF

（Internet Engineering Task Force）
での標準化状況を中心にオープンコ
ミュニティの議論動向も含めて紹介
します．

ネットワーク仮想化を 
構成する技術の標準化動向

昨今，SDN（Software Defined Net-
working）やNFV（Network Functions 
Virtualization）技術により単一のイ
ンフラにおいてオーバレイネットワー
ク技術を用いて，複数のネットワーク

を仮想的に実現することが一般的に
なってきました．
■VXLAN

オーバレイネットワーク技術で代表
的な技術としてRFC7348で公開され
て い るVXLAN（Virtual eXtensible 
Local Area Network）があります．
VXLANはヘッダ内に存在する24 bit
のVNI（Virtual Network Identifier）
フィールドによって仕様上約1600万
の仮想ネットワークを識別することが
可能になっています．VXLANはす
でにさまざまな製品に実装されてい
ますが，IETF（Internet Engineering 
Task Force）ではNVO3（Network 
Virtualization Overlays） WG（Working 
Group）においてオーバレイに関する
議論を実施しており，NVO3 WG
では改めてGeneve（Generic Network 
Virtualization Encapsulation）（1）の 標
準化を進めています．Geneveヘッダ
はVXLANと同様に24 bitのVNIを持
ち，さらにオプションを付加可能に
なっています（図 1 ）．

RFC7348で公表されているVXLAN

ではBUM（Broadcast，Unknown Uni-
cast，Multicast）フレームはIP Multi-
castを用いて転送する方式が規定され
ています．しかしながら，この方式は
Unicast通信を目的としている場合に
おいても，Unicast通信時に発生す
るARP（Address Resolution Protocol）
等のBroadcastフレームのためにIP 
Multicastのネットワークが必要とな
ります．そのためRFC7348の方式で
VXLAN利用可能な環境をつくるた
めには，PIM（Protocol Independent 
Multicast）等のIP Multicast用のルー
チングプロトコルが中継ネットワーク
機器に必要となってしまいます．そも
そも，ARPで解決したい情報は通信
相手のIPアドレスとその転送先のMAC

（Media Access Control）アドレスの
組です．この情報を何らか別手段で伝
達できれば，VXLANの端点である
VTEP（Virtual Tunnel End Point）
間で従来どおりデータプレーンで学習
する必要はなくなります．VMwareが
自社のSDNソリューション用に開発
しRFC7047で公表したOVSDB（Open 
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図 1 　VXLANとGeneveヘッダの差異
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vSwitch Database）管理プロトコル
を用いることで，ソフトウェアスイッ
チ（Open vSwitch）やOVSDBのデー
タベーススキーマを具備したハード
ウェアスイッチにSDNコントローラか
らARP相当のIPアドレスとMACアド
レス情報を書き込むことができます．
■EVPN

一方，元来IPネットワークは自律
分散的なIPルーチング技術により耐
障害性の高いネットワークを実現して
きました．IPルーチングで広く普及し
ているBGP（Border Gateway Proto-
col）を用いてARP相当の情報を交換
できるように拡張した技術がEVPN

（Ethernet Virtual Private Network）
です．EVPNはRFC7432でMPLS

（Multi-Protocol Label Switching）
用に，RFC8365でVXLAN用に標準
化されています．

EVPNでは単にARP相当の情報交
換ができるだけでなく，従来レイヤ 2
の仮想化技術であったVXLANを用い
てレイヤ 3 の仮想化も可能にする拡
張が提案（2）されています．この技術に
よりIPアンダーレイネットワーク上
でL2/L3の方式を共通化したオーバ
レイネットワークが実現可能になり
ます．

これら仮想ネットワークの技術を広
域 ・ 大規模にデプロイする際に，各種
設定を集中的に設定する技術が必要と
なってきます．
■NETCONF

ネットワーク装置を設定する標準プ
ロトコルとして2011年にNETCONF

（Network Configuration Protocol） 
1.1が標準化されており，現在では
SDNを実現する一技術となっていま
す．設定の取得（get-config），設定
の変更（edit-config），設定のコピー

（copy-config），設定の削除（delete-
config）等の基本的なオペレーション
が規定されています．NETCONFで

はSSH（Secure Shell）等のトラン
スポートプロトコル上のRPC（Remote 
Procedure Call）を用いて上述のオペ
レーションを行います．オペレーショ
ンで取り交わされるメッセージのデー
タはXML（Extensible Markup Lan-
guage）でエンコードされます（図 2 ）．
XMLにマッピング可能なデータモデ
リング言語としてYANG（Yet Anoth-
er Next Generation）（RFC6020） が
標準化されています．
■RESTCONF

昨今のWebアプリケーションでは
HTTPをベースとしてREST（Repre-
sentational State Transfer）を用い
たAPIを実装することが一般的になっ
ていますが，同様の流れはネットワー
ク の 世 界 に も あ り，NETCONFを
RESTに 応 用 し たRESTCONFが
RFC8040として標準化されています

（ 表 ）．RESTCONFで はNETCONF

でメッセージのデータのエンコーディ
ングとして想定されているXML以外
にRESTでのデータ交換で一般的に
使 わ れ るJSON（JavaScript Object 
Notation）を用いることができます．
RESTCONFで は，NETCONFで 実
現可能な設定変更（edit-config）と確
定（commit）の 2 段階のトランザク
ションをサポートしないなど，機能面
では若干の差分が存在しますが，今後
注目される技術です．

なお，NTTネットワークサービス
システム研究所では，NETCONFを
用いてマルチベンダネットワーク製品

（ホワイトボックススイッチやベンダ
製L3スイッチ等）を集中的に設定 ・
制御し，MPLSやEVPN方式のVXLAN
を用いて複数拠点をまたいだL2/L3
仮想ネットワークを提供するSDNシ
ス テ ム で あ るMSF（Multi Service 
Fabric）をオープンソース化して公開（3）

表　RESTCONFとNETCONFオペレーションの対比

RESTCONF NETCONF
OPTIONS None
HEAD get-config, get
GET get-config, get
POST edit-config（create）
POST RPC操作
PUT copy-config
PUT edit-config（create/replace）
PATCH edit-config 
DELETE edit-config（delete）

出典：RFC8040より作成
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図 2 　NETCONFの階層構造
出典：RFC6241より作成
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しています．本技術を用いてAPAC
キャリアと共同のホワイトボックスス
イッチを用いたPoC（Proof of Con-
cept）を実施する（4）,（5）ほか，NTTグ
ループの 1 つであるDimension Data 
Asia PacificでのPoC環境（6）に導入し
ています．本技術ではEVPNを含め
IPルーチング技術を用いて自律分散
の転送機能を提供することで，高い耐
障害性と特定ノードへの集中負荷を回
避可能なアーキテクチャを実現してい
ます．NTTでは本技術領域の取り組
みとしてOTT（Over The Top）とキャ
リアが共同で主導するオープンコミュ
ニティであるTIP（Telecom Infra Proj-
ect）やONF（Open Networking Foun-
da tion）で活動しており，自律分散に
よってもたらされる高い耐障害性を持
つネットワークを集中制御する方式を
議論 ・ 提案しています．

データモデルの 
標準化の動向

前述したNETCONFやRESTCONF
は通信の仕方を規定していますが，
メッセージの中身は規定していませ
ん．メッセージデータのデータモデル

（データ構造）を規定する記述言語と
して前述のYANGが用いられます．
YANGを用いて定義するデータモデ
ルについても標準化が進められていま
す．このデータモデルは大きくはサー
ビス記述用のデータモデルとネット
ワーク機器用のデータモデルに分類さ
れます（図 3 ）．

サービス記述用のデータモデルは例
えばL3VPNやL2VPNなどを実現す
るデータモデルになり，L3VPNに関
するデータモデルはすでにRFC8299
で標準化されています（図 3 ）．ネッ
トワーク機器用のデータモデルとはイ
ンタフェースの設定，ルーチングプロ
トコル用の設定になります．これらの
ネットワーク機器用のデータモデル

は，IETFで標準化が進められている
一方，Google， Microsoft， Facebook， 
AT&T， BT， Comcast等のサービスプ
ロバイダで構成する有志団体である
OpenConfig（7）でも規定が進められて
います．OpenConfigはすでに有名な
ルータベンダの装置に一部実装されて
おり，マルチベンダ環境におけるサー
ビスプロバイダ主導の共通的な実装に
なる可能性があります．

な お，OpenConfigで は ル ー タ ・
L2/L3スイッチなどのIP系転送装置
だけでなく光伝送装置についても規定
をしています．

新たなネットワーク 
仮想化技術の動向

これまでは仮想ネットワーク（VPN）
を実現するにはMPLSを用いるか，
IPネットワーク上でVXLANのように
トンネリングを行う必要がありまし
た．IETFのSPRING（Source Packet 
Routing in Networking）WGで議論さ
れているSegment Routing（8）の登場によ
り今後この状況が変わる可能性があり
ます．Segment RoutingはMPLS（SR-
MPLS）かIPv6（SRv6）をデータプレー
ンとして想定されています．Segment 
Routingはソースルーチング技術であ
り，パケットヘッダに経由するノード

情報を挿入し，通信経路の指定ができ
ることから，SFC（Service Function 
Chaining）を実現する一技術として期
待されています．またTI-LFA（To pol-
o gy Independent Loop Free Alterna-
tive）技術により，故障時の高速経路
切替が可能になります．さらにSRv6で
は，128 bitあるIPv6アドレスを用い，
その一部に特別な意味を持たせること
で，VXLAN等のトンネリングを用い
ない場合MPLSでしか実現できな
かったL3/L2VPNが実現できる（9）よ
うになるため，今後の統一的なデータ
プレーン技術として期待されてい
ます．
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図 3 　データモデルの分類
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