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SDN/NFV ソリューションの研究開発・実証・商用化と今後の展望*
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あらまし 本論文では，ネットワーク業界に 20 年に 1 度と言われる革新をもたらした SDN，NFV における
研究開発・実証・商用化と本領域の将来の発展の方向性について述べる．現在のインターネットは自律分散制
御方式を採用し，個々のネットワーク装置に機能が埋め込まれているため，機能追加・変更が困難な上，装置の
機能肥大化を招いている．またデータセンタ等の仮想化が進む環境では，頻繁に生じるサーバやストレージの
構成変更に迅速に追随するネットワーク構築・運用が求められるが，自律分散制御に起因する遅延や振る舞い
の予測困難性により，迅速，確実なネットワーク変更ができないという課題がある．本課題に対し，筆者らは論
理集中型のプログラマブルな制御方式によるネットワークの設計・構築・運用 (SDN) と最小限の標準的枠組み
(OpenFlow) とによる解決策を提唱し，更にネットワーク装置の仮想化 (NFV) と組み合わせ，ネットワークサー
ビスでの高機能化と柔軟性の実証・実用化に成功した．更に，IoT など実世界のデータをセンシング・解析・最
適化する際の広域分散データ解析プラットホームへの本技術の適用へ向け，将来を展望する．
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1. ま え が き

た課題に直面し，市販の通信デバイスを活用して専用
スイッチを自ら開発し，データセンタ内 (Jupiter [1])，

グローバルな成長ビジネス領域であるクラウド基盤

データセンタ間 (B4 [2]) で用いる装置コストを低減

領域，クラウドサービス領域，テレコム領域において，

し，集中型制御形態によりネットワーク利用率を限界

それぞれ新たな成長を目指した動きが活発に行われて

まで向上，運用コストの大幅削減を実運用中である．

いる [1]〜[4]．

クラウドサービス領域では，Facebook が Open

クラウド基盤領域では，Google がルータ・スイッチ

Compute Project (OCP) [3] を立ち上げ，データセ

ベンダの装置を購入する対応では，(1) 12–15ヶ月ご

ンタ内で用いるラックマウントサーバ並びに Top-of-

とに帯域が倍に伸びるデマンドに対しコスト対性能比

Rack Switch (TOR) の設計を Open 化・革新を牽引

に追随できない，(2) 分散型プロトコルに対応する設

し，それぞれ性能・消費電力・制御性を大幅に向上させ

定・運用対応では運用コストを低減できない，といっ

ている．更に，Telecom Infra Project (TIP) [4] では，
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ジェクトを推進中である．
このように，サービスを運用する際のネットワーク装
置のコスト削減，運用性向上を徹底的に追求する動き
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が各所で活発化しており，その動きを牽引しているの

ソフトウェアベースに置き換え，サービスの変化に

が，Software Deﬁned Networking (SDN)，Network

合わせた柔軟なインフラの設計・構築・運用による

Function Virtualizaiton (NFV) 技術である．

CAPEX(設備コスト))/OPEX(運用コスト) 削減を実

SDN の代表的方式である OpenFlow [11], [12] は，
2007 年頃から Stanford 大学，UC Berkeley 大学で

現するニーズである．ユースケースは，モバイルコア仮
想化の Virtual Evolved Packet Core (vEPC)，無線

研究開始以来，SIGCOMM，NSDI 等の国際学会，

アクセス仮想化の Virtualized Radio Access Network

GENI [13] 等の研究コミュニティにて，新たなネット

(vRAN)，固定アクセス仮想化の Virtual Customer

ワーク制御の研究開発・トライアルが進められ，Open

Premise Equipment (vCPE) 等があり，2016 年現在

Networking Foundation (ONF) で仕様が標準化 [12]，

41 種類の Proofs-of-Concept (PoC) の実装，トライ

各社から企業，データセンタ，クラウド，テレコムキャ

アルが継続的に行われている．

リア向けの OpenFlow 対応の商用製品が提供されて
いる．

OpenFlow は，従来のルータ・スイッチ等のネット

例えば，2016 年現在 AT&T は ON.Lab にてテレ
コムキャリア局舎仮想化プロジェクト Central Oﬃce

Re-Architected as a DataCenter (CORD) [7] を牽

ワークノード機能を C-plane (ネットワーク制御機能)

引し，ネットワーク装置の仮想化機能部 (VNF)，シス

と U-plane (データ転送機能) とに分離できるように

テム全体のオーケストレーション (XOS)，SDN によ

インタフェースをオープン化し，C-plane 部分にネッ

るネットワーク制御 (ONOS [10]) との統合により，固

トワーク制御ソフトウェアを自由に構築可能にする基

定アクセス網向けの仮想化である Residential-CORD

盤技術である．これにより，従来のルータ・スイッチ

(R-CORD) [7] のフィールド実験を継続中である．

ではできなかった新たなネットワーク制御，例えば集

本論文では，ネットワーク業界を大きく動かした

中型・Fabric 型での最適ネットワーク制御や Agile な

SDN/NFV 領域に対して筆者らが取り組んできた研

ネットワーク設計・構築・運用が可能となり，ネット

究開発，実証，商用化について，どのように課題を克

ワーク運用者の新たなニーズへ迅速に対応可能である．

服して実用化したかを述べ，現在更なる発展を目指し

例えば，Google の B4 [2] では BGP/ISIS の既存

鋭意取り組んでいる研究領域について述べる．以下，

プロトコルと OpenFlow プロトコルを統合運用して

2. 3. にて，それぞれ SDN，NFV における市場ニー

WAN 環境へ適用し，従来技術だと 30–40%のネット

ズ・技術トレンド，研究開発・実証，商用化へ向けた

ワーク利用率のところを 100%に近い利用率まで引き

取り組みを述べ，4. にて，最新の SDN/NFV 研究動

上げに成功している．また，Facebook の OCP では

向を俯瞰し将来の展望を述べる．

Wedge スイッチ内部に Data Plane Abstraction 層を
設け OpenNSL [14]，OF-DPA [15] 等データプレー
ンを Open に制御する機構を設けており，OF-DPA が

OpenFlow 向け制御機構となる．
NFV の 業 界 と し て の 動 き は ，2012 年 11 月 に ，

2. SDN 研究開発・実証へ向けた取り組み
2. 1 市場ニーズ・技術トレンド
筆者らは，OpenFlow/SDN の黎明期の 2007 年か
ら，米国 Stanford 大学と Open Innovation 型共同研

BT，DT，FT，Telefonica，AT&T，Verizon，NTT，

究体制を組み，SDN コンセプトの策定と中核となる

KDDI 他のテレコムオペレータの提案により，ETSI

OpenFlow 技術の研究開発・標準化・実証を行った．

Industry Speciﬁcation Group (ISG) において Net-

2007 年頃に Stanford 大学で開始された Clean Slate

work Function Virtualization (NFV) WG [6] を発

Program と呼ぶ研究プログラムの中に要素研究テー

足したのが始まりである．2013–2014 年の 2 年間で

マとして OpenFlow [11] が立ち上げられた．

NFV の Architecture，Requirement について各種仕

OpenFlow/SDN の原点は Ethane [16] でのスイッ

様を Release 1 として発行．その後 2015–2016 年の

チの Data plane と Control plane を分離し，Cam-

Release 2，2016 年以後の Release 3 と継続中である．

pus network 向け Access Control を実現した方式であ

NFV の背景は，従来キャリア網内にある様々なネッ

る．OpenFlow [11] は Ethane 方式を一般化し，Data

トワークアプライアンス装置がハードウェアベース

plane と Control plane を分離し，Control plane 側

の専用装置で，サービス設計・構築・運用が固定的か

に多様なネットワーク制御，マネージメント制御機能

つ柔軟性がなく，これらの装置を仮想化技術により

を具備できるようなネットワーク装置の Abstraction
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機能，複数のネットワーク装置の Network map 機能

第 3 段階の全米トライアルでは，GENI [13] の基盤

をもった Network OS を提供することで，新たなネッ

を活用し Stanford，Georgia Tech，Princeton，Rut-

トワークのイノベーション創出を目指した．2007 年当

gers 大学等北米 8 大学，バックボーンとして Internet2，

時は，米国での FIND，GENI，欧州の FP7，FIRE，

NLR を活用した実験網が整備され，コンピューティ

日本の NWGN，JGN2plus など研究プログラムとそ

ング基盤である PlanetLab とネットワーク基盤であ

れをフィールド実証するプログラムとの両面で，世界

る OpenFlow ネットワークを統合した環境構築に成

中で新たなネットワーク研究へ向けた動きが活発化し

功した．既存網が併存する全米トライアル網構築にお

ていた時代である．筆者らはその中で，OpenFlow の

いて，機能・性能の拡充要件など知見を多く得ること

考え方に新たなネットワークのパラダイムシフトの

ができた．これと並行し日本での NICT JGN2plus，

可能性を見出し，Stanford 大学に研究員を常駐させ，

JGN-X，ヨーロッパでの FP7 OFELIA，ブラジルで

Stanford 大学-NEC での共同研究体制を開始した．業

の CPqD でのトライアルなど全世界にトライアルが

界にパラダイムシフトを起こすには，最終的には業界

拡大した．本トライアルを通し，実用レベルの利用を

が賛同する Open Platform を生み出し，その上での

目指した商用化向け要件の獲得に成功した．それぞれ

新たなイノベーションの機運を起こす必要があり，そ

の段階での詳細は論文 [18] を参照されたい．筆者らは

の実現は Silicon Valley を中心に Open Innovation に

本トライアルで仕様設計，実装，デバッグ，運用等の

て業界をリードするのが得策という判断であった．

主要な役割を果たすとともに，Software-Deﬁned なシ

2. 2 Open Innovation による Agile 研究開発

ステムが構築可能なことを世界で初めて実証し，ソフ

OpenFlow/SDN のベースとなる Flow-based net-

トウェアベンダが主導する革新的なインフラ構築への

working を実現するため，Broadcom 社の Ethernet

業界変革への道筋を示すのに成功した．

switch ASIC のアーキテクチャを参照し，市販のチッ

2. 3 SDN の差異化領域の研究開発

プで実装可能なフローテーブルとその制御機構を考慮

上述の Stanford 大学との共同研究を遂行しながら，

した OpenFlow 仕様を設計した．Stanford 大学での

NEC 内での研究開発は以下のように OpenFlow/SDN

POC，Campus Trial，全米トライアルと順次規模を

Open Platform 上での差異化領域にフォーカスして

拡張し，機能面・性能面・運用面の観点で仕様を繰り返

実施した．大きく分類すると，SDN コントローラ基

し更新し，2009 年に最新版の OpenFlow 1.0 [17] 策

盤に関する研究 (第 1，2，3 世代)，並びに SDN 向け

定に成功した．その後業界として立ち上げた標準化団

ネットワーク制御方式に関する研究とに分類できる．

体 ONF へ仕様策定を引き継ぎ，現在 OpenFlow 仕様
は 1.5.1 [12] へ拡張されている．

（ 1 ） SDN コントローラ基盤方式 (第 1 世代)
第 1 世代はコントローラアーキテクチャを模索し

第 1 段階の POC フェーズでは，Stanford，NICT

た時代である．当時は OpenFlow/SDN コントローラ

JGN2plus にそれぞれ複数台の OpenFlow Switch を

として理想のアーキテクチャ像が業界として確立さ

配備し，L2 Tunneling でつないだ実験網を構築し，全

れていない時代で，Stanford 大学でのコントローラ

体をコントロールする OpenFlow Controller を配備

の経験も活用しつつアーキテクチャ視点での研究開

した．基本的な OpenFlow 動作の実証や，太平洋をま

発を実施した．Stanford で活用していた OpenFlow

たいだ VM Migration のデモなどを実現した．本活動

Controller NOX [19] での課題を分析し，Monolithic

で，NEC は世界初の OpenFlow スイッチハードウェ

なアーキテクチャの課題（システム再起動なしにはコ

ア試作機を完成させ実験加速に貢献した．第 2 段階の

ントローラ上のアプリケーションの追加・削除が不可）

Campus Trial フェーズでは，キャンパス内の生活用

の克服とソフトウェア開発者に開発容易な環境の提供

トラヒックと，複数の OpenFlow 実験用のトラヒック

の両者を目的とし Network OS 型のアーキテクチャ

を混在させた環境を構築するため，FlowVisor と呼ぶ

を実現するため，以下の四つの課題を解決するコント

ネットワークの Slicing 機能を開発し導入した．それぞ

ローラ基盤の方式策定・設計・実装評価の研究 [20] を

れの Slice に異なる OpenFlow Controller を置き，多

実施し，JGN2plus の広域 OpenFlow 網でその有効性

様な研究 (Plug-N-Serve，OpenRoads，Aggregation，

を実証した．本アーキテクチャは，現在 SDN コント

OpenPipes) を単一インフラで同時に実験・実証する

ローラの OSS Community である OpenDaylight [8]，

ことでその有効性を実証した．

ONOS [10] などで採用されている考え方である．
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（ a ） ソフトウェアモジュールの Modularity
ソフトウェアモジュールを自由に組み合わせ可能な
モジュール構造へ変える必要性
（ b ） 多様なネットワーク装置対応の抽象化技術

要件を満たすコントローラとして実証に成功した [24]．
本コントローラは NEC Biglobe の商用クラウドサー
ビスで採用された [25]．当時の Nicira 社 (現 VMWare
社) の NSX Virtualized Solution [26] は，ONIX ベー

仮想化基盤 FlowVisor [21] が OpenFlow スイッチ

スの分散型コントローラで VXLAN オーバレイによる

のみの抽象化しか対応できず，OpenFlow 対応機器以

仮想ネットワークを提供したが，単体コントローラが

外のノードも抽象化する制御の必要性

分散型の仕組みをとらなくても Web 3 層モデルによ

（ c ） ネットワークの仮想化と分離化制御
上記抽象化技術をベースに，OpenFlow 対応機器以
外のノード群をまとめて仮想化・分離化の制御の必
要性
（ d ） 大規模網まで対応するスケーラビリティ

りシステムとして必要に応じてコントローラをスケー
ルさせることにより，VXLAN オーバレイの仮想ネッ
トワークを商用化できることを示した [24]．
（ 3 ） SDN コントローラ基盤方式 (第 3 世代)
第 3 世代はテレコムキャリア網への適用を想定し，

NOX は単一コントローラでスケールが原理上不可

データセンターや広域網を含めたヘテロな網の混在

能で，キャリアクラスの広域・大規模網への適用にス

環境でのコントローラによる，統合的な制御に不可

ループット，遅延特性を満足する分散型コントローラ

欠なネットワークの抽象化モデルを追求した時代であ

の必要性．Nicira 社が中心に開発した ONIX [22] と

る．従来の網の制御システムは，特定のレイヤに特化

呼ぶ分散型コントローラは，全てのデータのステート

したモデルと制御方法を採用しているため，サービス

管理を共通に実現したためステート管理が肥大化する

要求の進化に合わせて最適な統合制御システムを開発

課題があり，アプリケーションのデータの特徴ごとに

することが困難だった点を課題として捉え，レイヤ非

ステート管理を最適化する分散コントローラの必要性

依存のネットワークモデル・抽象化とモデルベースで

（ 2 ） SDN コントローラ基盤方式 (第 2 世代)

の新たな制御方法を考案し，マルチレイヤ，マルチド

第 2 世代は，コントローラの Open 化により Third

メインの連携制御を容易に実現できる統合制御基盤

Party Developer に新たなユースケース開発を拡大

OdenOS [27] を開発した．OdenOS では，さまざま

し，ユースケースごとにどのコントローラ方式を用

なネットワークをトポロジーとフローに抽象化したモ

いるのが最適になるのか，キラーユースケースは何

デルで表現し，物理ネットワークを抽象化したネット

かの分析を始めた時代である．このとき OpenFlow

ワークオブジェクトに対して操作（Federator，Slicer，

Controller の Open Source 化を行い開発をすすめる

Aggregator，Linklayerlizer などの制御オペレータ）

活動 Trema [23] を実施した．Trema は第 1 世代の

を行うことで物理ネットワークを制御する方式を設計

アーキテクチャの中でソフトウェアのモジュラリティ，

した．本方式をパケット・光トランスポート網のマルチ

開発環境向上に特化して開発し，C と Ruby にて開発

レイヤ制御や，OpenFlow 網と VXLAN 網の連携制

環境を提供した．Wakame などクラウドサービス事業

御へ適用した．本技術は，NTT，NTT コミュニケー

者での採用など，コミュニティ拡大に成功した．

ションズ，NEC，富士通，日立の 5 者で共同で進めた

更に，2012 年に NEC Biglobe 向けに，Trema ベー

広域ネットワークインフラの SDN 化を目指す世界初

スで分散コントローラを開発するプロジェクトを実施

の研究開発プロジェクト O3 Project にて実証に成功

した．NEC Biglobe のクラウドサービスの要件から，

した [28], [29]．

Web 3 層アーキテクチャに基づく OpenFlow プロトコ

（ 4 ） SDN 向けネットワーク制御方式

ル終端プレゼンテーション層，ネットワークスイッチ制

前述した SDN コントローラ基盤上には，SDN 向け

御処理を行うロジック層，制御情報の保存・複数ワーカ

各種ネットワーク制御・監視アプリケーションが動作

間での共有を行うデータ層から構成されるアーキテク

する．従来の自律分散型のプロトコルとは異なる多様

チャを考案し，設計・開発を実施した．VXLAN のオー

なネットワーク制御・監視の研究開発を行ったうち三

バレイ仮想レイヤ 2 ネットワークを提供する 1000 台を

つを紹介する．

超える仮想スイッチ (Open vSwitch) の管理，10,000

（ a ） 高速フローテーブル Veriﬁcation 制御

を超える仮想ネットワークの生成管理，10,000 を超え

SDN にてユーザを収容する仮想ネットワーク間で

るエンドホストを仮想ネットワークに接続管理，等の

のトラヒックの完全な Isolation の保証，コントロー
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ラ・スイッチのネットワーク状態が一時的に不安定に

の状態を統合的に収集・解析する機構の研究開発 [32]

なった際のネットワーク状態の完全性の確認等，ネッ

を実施した．従来は，ネットワークのログを収集しロ

トワーク Veriﬁcation 制御に関する研究開発を実施

グを統合することで，運用者が装置の知識と想定イベ

した．ネットワーク内の各スイッチに設定されたフ

ントとの差を認識することで異常を検知するといった

ローテーブルの状態を確認して，Rearchability の可

比較的静的な変化への対応は可能だったが，SDN の

否，Isolation の完全性，Loop が存在しない事の証明

ようにネットワークの状態が動的に変化し，各装置が

などネットワークの Conﬁguration 状態を確認するの

多様なイベントを出す環境への対応は不可能であった．

が主目的である．本領域は多くの研究機関が取り組ん

本問題に対して，種々のエンティティが発生する種々

でおり，HSA，VeriFlow，NetPlumber など Graph-

の状態・状態変化イベントを共通の方式でカプセル化

based approach，FlowChecker，Anteater，Flover，

し，それをイベント通知としてイベントコレクタに送

DNA など Logic-based approach がある [30]．一般に

信し，イベントコレクタ側で時刻に基づき整列して，

ネットワーク規模が大きくなると Veriﬁcation には多

単一インタフェースで多様なイベントを表示，デバッ

大な時間がかかるが，上記の中で最も高速な Stanford

グを可能とするシステムを提案した．Trema 上に実装

の Header space analysis (HSA) 方式でも，フロー

を行い，従来方式に比べて高速かつ低負荷で種々のエ

数を R とすると O(R3 ) の時間がかかる課題がある．

ンティティからの状態・状態変化を収集・分析できる

NEC ではそれに対して HSA 方式を改善し，O(R2 )

ことを実証した．

の時間に処理を高速化した Back-trace Header space

analysis (B-HSA) 方式を提案．性能評価で有効性を
示すとともに，方式の完全性を証明した [30]．
（ b ） マルチパス経路制御・QoS トラヒック制御

Fat-Tree 型のデータセンタネットワークでは，サー

2. 4 SDN ソリューション商用化
前述の Stanford での Open Innovation による Ag-

ile 研究開発，SDN の差異化領域の研究開発等の結果を
活用し，2011 年にネットワーク構築・運用ニーズの強い
データセンタ・企業・公共向けに，OpenFlow/SDN を

バ間 (East-West) のトラヒックが転送される経路は

ベースにしたネットワーク仮想化ソリューション Pro-

複数の経路が存在し，かつダイナミックに状況変化が

grammableFlow（スイッチ (PF5000 シリーズ) とコ

起こるため，一般のマルチパスルーティングではその

ントローラ (PF6800 シリーズ) から構成）を世界で

動的変化に追随できない．リンク利用率を考慮した

初めて製品化・商用提供開始した [33]．ネットワーク

k-shortest path 方式では計算量が大きくなるため，本

装置を抽象化して制御する ProgrammableFlow コン

課題に対して，計算量を抑えつつ動的なリンク利用率

トローラ (SDN コントローラの NEC 商用版) により，

に高速に追随するマルチパス経路制御方式 [31] の研究

トポロジー可視化，セキュアなネットワーク分割 (仮

開発を実施した．都市工学の行動理論で広く用いられ

想ネットワーク (Virtual Tenant Network) 機能)，通

ている非集計ロジットモデルを援用した Multinomial

信経路の負荷分散（マルチパス経路制御），アプライ

Logit Based (MLB) ルーティング方式に着目し，フ

アンス連携（フローベースサービスチェイニング）等

ローベースルーティング方式へ拡張した．MLB はリ

をネットワークの集中制御により提供 [33] し，多くの

ンクコストを基に重み行列を算出し確率的にトラヒッ

ユーザへの商用展開に成功した．

クを転送する仕組みで，重み行列の計算は一度の逆行

キャリアデータセンタでは，多拠点のデータセンタ

列の演算のみで行える特徴から，計算量を大幅に低

をもつ事業者が本製品を採用し，拠点間の動的なリ

減でき，フロールーティングへの対応，End-to-End

ソース配備により効率的運用をしている [34]．企業網

QoS への対応方式の具体化と有効性を実証した．

では，部門ごとに構築・拡張した物理ネットワークを

（ c ） ネットワーク統合監視・デバッガ開発環境

柔軟性とセキュリティを両立させながら共有化し，構

SDN コントローラの開発・運用時には，コントロー

築・運用コストを低減した [35]．公共網では，一つの

ラの内部状態，コントローラによって制御されるス

物理ネットワークを仮想化により多様なシステムで共

イッチの状態，及びネットワークに接続された端末の

有し，広域ミッションクリティカルな環境下でネット

状態を統合的かつ効率的に収集する機構が標準化され

ワーク統合運用を実現した [36]．OpenFlow/SDN は，

ておらずデバッグ・障害解析が難しい．本課題に着目

ネットワークの設計・構築・運用の概念を変え，大幅

し，コントローラ開発・運用時に種々のエンティティ

なコスト低減を作り出し，運用者の投資やサービス形
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態へ大きな革新をもたらしている．

実用化により，通信オペレータは設備コストの低減に

2. 5 SDN 研究開発の発展的取り組み

よる CAPEX の低減，IT 領域で適用されている自動

これまで，上述の SDN コントローラ基盤方式，ネッ

化技術の導入による OPEX 低減，新規ネットワーク

トワーク制御方式の研究開発は，Homogeneous な

サービスの迅速な開始，サービスに対する投資利益率

SDN 装置での実現としての研究開発とデータセンタ・

の改善などを期待できる．

企業・公共向けの商用化適用を主に進めていた．現在

3. 2 NFV 研究開発へ向けた取り組み

はこれらの成果を更に発展させ，テレコムキャリア網

NFV は大きくネットワーク機能を提供する仮想化

を対象とした Transport SDN の実現方式の研究開発

ソフトウェア Virtualized Network Function (VNF)，

中である．第 3 世代の SDN コントローラ基盤方式の

VNF の実行基盤となるプロセッシング，ストレージ，

研究開発で学んだマルチレイヤ，マルチドメインでの

ネットワーク資源を提供する Network Function Vir-

ヘテロな網の混在環境での SDN 実現方式を発展させ，

tualization Infrastructure (NFVI)，物理・論理資源

レイヤ非依存のネットワークモデル・抽象化の考え方

のオーケストレーション（配備，設定，管理の自動化），

を既存網の NMS/EMS システムと SDN 装置を混在

ライフサイクル管理を実行する NFV Management

させながら実現する方式に関して，ONF 標準化の枠

and Orchestration (MANO) とから構成され，クラ

組みである T-API (TAPI [37]) も取り込んだ形で実

ウドサービスの要件と共通の Layer2/3 仮想ネットワー

現方式を検討し，マルチベンダでの相互接続実験等を

ク提供，スケーラビリティ対応，オンデマンドプロビ

通して方式の拡張方式を検証中である．

ジョニングなどの要件に加えて，信頼性・可用性・性

3. NFV へ向けた取り組み

能の保証等のキャリアインフラの要件が加えられてお

3. 1 市場ニーズ・技術トレンド

が研究テーマとなる．

従来，キャリアネットワーク内で用いられる各種ア

り，仮想化基盤でのキャリア要件をいかに実現するか
従来は，NFV 環境で多様なサービスを統合する際

プライアンス装置 (BRAS，SBC，EPC，IMS，NAT，

に，性能の見積もりやサイジングを行うための人手を

Firewall，DPI 等) は専用装置で運用されていた．し

かける設計が必要となり，多大な時間がかかる問題が

かしながら，昨今のスマートフォンによるトラヒック

ある．そのため信頼性・可用性・性能の保証等のキャ

パターンの集中，あるいは震災などのネットワーク障

リアインフラ要件の設計の自動化へ向けた研究開発を

害復旧の際の急激な負荷の集中の状況に対応するため

実施した．大きく分類するとサービス性能推定・モデ

に，専用装置を最大負荷に併せて配備する必要があり

ル化，論理物理網対応–最適配備設計，自動更改型プ

過剰に設備を導入せざるを得ず，投資コストが大きく

ロビジョニングの研究の 3 領域を実施している．

なる課題があった．また Long-Tail の多様なサービス

（ 1 ） サービス性能推定・モデル化

を Small-Start で立ち上げ運用する際に，Small-Start

(i) NFV サービスは複数の機能 (Firewall，Load

で小さく初めつつ需要に応じてリソースを段階的に増

balancer，web サーバ，AP サーバ，DB 等) を結合

やしていくといったニーズには対応できなかった．本

して構成されるが，それぞれの機能である VNF は一

課題を解決するためには，急激な負荷変動に動的に追

般にブラックボックスであり，VNF の動作予測への

随したり，Small-Start から需要に応じてリソースを

対応，(ii) NFV のサービス内の機能の入れ替え (リ

追随させる等インフラの柔軟なリソース割り当てを実

ソース割当の変更，Scale Out/In 等による構成変更，

現するニーズが高まっている．

WAN accelerator を追加するなど新機能の追加・削

Network Function Virtualization (NFV) とは，従

除，帯域制御・経路制御の変更) による動的性能変化の

来専用装置によって提供されていたネットワーク機

モデル化とが研究課題である．NEC では，離散イベ

能・サービスを，クラウドコンピューティング及び仮

ントモデルである Colored timed Petri Net (CTPN)

想化技術を活用し，汎用サーバ・スイッチ等の汎用装

ベースのシミュレーションモデルと VNF の統計的性

置を用いて提供しようとする仕組みである．NFV は，

能モデルとを組み合わせた新たな方式 [38] を提案して

ETSI-NFV において通信オペレータを中心に標準化

いる．本方式により，期待される SLA（遅延やスルー

が進められるとともに，OPNFV など OSS コミュニ

プット）を入力すると，NFV の性能見積もりを実行

ティにて POC による実証が進められている．NFV の

できるサービス性能設計・管理システムを開発し，性
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能予測精度を極めて高く実現できるのを実証した．
（ 2 ） 論理物理網対応–最適配備設計
サービス性能推定・モデル化をベースに，ユーザの

せ，通信サービスの処理リソースを動的かつ迅速に変
更可能であることを実証した [41]．

vEPC では輻輳を検知した場合，動画などのリッチ

サービス定義（機能要件，性能品質要件，制約条件）

コンテンツサービス用の処理リソースを削減し，音声

に対して論理資源の見積もり（仮想マシン数，論理

やメールなどの基本サービスに優先的に処理リソース

リンク数，論理トポロジー他）を行った後，実際に物

を割り当てる動的な変更制御と，それに向けた vEPC

理資源上への配置（余剰計算資源，余剰ネットワーク

のリソース制御を実現した [41]．SDN では，大規模災

資源，物理トポロジー，SLA 制約確保）設計を行い，

害時には，音声通話やメールといった重要通信を優先

資源設定，運用を行う．その際の，特に論理物理網対

処理したり，障害時に迂回経路を設定するためにトラ

応–最適配備設計部分，具体的には複数の VNF を連

ヒックの優先度に応じた経路制御を行う必要があり，

結して一つのサービスを構成するサービスチェイニン

3GPP 標準では対応が不可能だった移動通信網内で基

グ向けのリソース配置最適化が研究課題である．コン

本サービスのフローを識別し，フローの優先度に応じ

ピューティングとネットワークのリソースを一つのグ

た帯域の割り当てと経路制御を実証した [41]．本実証

ラフとして統合モデル化し，整数線形計画問題に定式

実験を仙台と東京の遠隔の 2 地点のインフラを用いて

化．サービスチェイン全体でネットワーク性能保証や

現実に近い形で行うことで，vEPC の商用化が加速さ

信頼性の向上をシミュレーションによる評価により実

れ，ETSI-NFV の標準化の場でも本実証が先端的な

証した [39]．

例として高く評価された．

（ 3 ） 更改型 Template ベースプロビジョニング
最後の資源設定，運用フェーズでは，効率的な構築・

3. 4 NFV ソリューション商用化
前述の NFV の研究開発・実証の取り組み成果を活

変更・運用作業が必要となる．既に稼働中の VNF 環境

用し，2014 年にはネットワーク機能仮想化 NFV 関連

に新たに VNF を追加・削除したり，それに併せてチェ

の製品，VNF としてのモバイルコア製品 vEPC [42]，

イニングを変更する場合，現在実行中のサービスに影

固定アクセス仮想化製品 vCPE，運用管理システム

響を与えずに (無瞬断で) 変更手順を実行する Consis-

MANO [43] の商用化に成功した．サーバ上の制御ソ

tent Update 作業は，手順の導出，間違えのない実行

フトでキャリアグレードのネットワーク機能・品質の

など従来完全な自動化は困難で，人を介した作業が必

提供，並びに高性能化の提供を実現し，国内外のキャ

要だった．Conﬁguration Management Tool (CMT)

リアとトライアル実証に成功した．基幹ネットワー

ツール群（Puppet，Chef，Ansible，PowerShell DSC

クへの SDN/NFV コンセプト適用の潮流を醸成し，

等）や Template-based Provisioning (TBP) ツール

SDN/NFV は安心安全・効率化を支える社会インフラ

群 (OpenStack heat，Oasis TOSCA 等) の構築自動

基盤の実現技術として広く受け入れられている．

化手法があるが，事前に定義される部品の再利用性が

3. 5 NFV 研究開発の発展的取り組み

低く，実際の利用時には人手をかけた多くの定義作業

これまで，上述の 3 領域の NFV 研究開発は，地理

が残る点が課題だった．CMT や TBP の利点を活か

的に同一局舎内・同一データセンタ内での性能推定，

しつつより簡潔に所望のシステム構成の定義を可能

設計，運用管理システムとしての有効性を実証してき

とし，Consistent Update を実現する Conﬁguration-

た．現在はこれらの成果を更に発展させ，サービスと

Oriented Planning (COP) 方式の研究開発を実施し

して Internet-of-Things (IoT) のような多様なアプリ

た．性能評価により有効性を実証した [40]．

ケーションが動作する環境を想定し，NFV の処理系

3. 3 NFV 研究実証へ向けた取り組み

が広域・地理的に分散された Edge-Cloud Computing

NFV と SDN の研究実証として，NTT ドコモ，

の形態をとる環境での性能推定，設計，運用管理シス

NEC，富士通とで総務省の委託研究を活用し，大規

テムとしての実現方式を研究開発中である．取り扱う

模災害などで携帯電話の通話やデータ通信が大規模か

データの特性に応じて処理能力が変わる IoT のモデル

つ集中して発生した場合に起こる，疎通率が低下する

化の困難性と，広域・地理的分散での NFV のモデル

輻輳状態の解決へ向け取り組んだ．具体的には，モバ

化と動作予測，地理的分散下での対障害時の信頼性の

イルコア網に対しサーバ仮想化技術を用いた NFV 化

担保を行う設計，運用方式といった観点で，研究開発

(vEPC) と SDN 化 (モバイル優先制御) とを組み合わ

を鋭意推進中である．

632

招待論文／SDN/NFV ソリューションの研究開発・実証・商用化と今後の展望

4. SDN/NFV の今後の展望

nell 大学では，Frenetic [44]，NetKAT らの研究を進
め，それを更に進化させた形で Princeton 大学では，

4. 1 SDN/NFV の世界の最新技術潮流

SDX [45]，Propane，SNAP [46] など DSL の Policy

SDN/NFV 領域での世界の最新技術潮流を分析す

Language の研究を進めている．Frenetic，NetKAT

ると，以下の四つの技術のトレンドが見て取れる．
（ 1 ） Disaggregation / Re-Aggregation に よ る

Open API の進化

は SDN の Policy Language として SDN の初期段階
に提案され，その後 SDX は Internet Exchange での

BGP ポリシーへの適用，Propane はマルチドメイン

主にキャンパス，データセンタでのイノベーション

の BGP ポリシーへの適用，SNAP は SDN において

でスタートした SDN の本質は装置の Disaggregation

Dataplane を Stateful に管理するきめ細かな制御へ

であり，C-plane - D-plane の分離から業界のパラダ

の適用を行う．いずれの方式も，ネットワーク全体を

イム変化を促進した．この流れはキャリア領域の無線

一つの Fabric とみなして上位レベルの運用 Policy を

基地局，モバイルバックホール・フロントホール，モ

短いコード量で記述すると，Compiler がネットワー

バイルコア，固定アクセス，光パケットトランスポー

クグラフにおける経路割当，ステート割当，ステート

ト等全領域に波及し，Disaggregation をベースに低コ

依存性解析，Policy の完全性の解析をした上でデバイ

スト化，運用容易化，マルチベンダ対応容易化へ向け

スへの Conﬁguration を矛盾なく行う．今後はこのよ

た動きが加速中である．

うな DSL の進展により，SDN コントローラ上の制御

また SDN の初期段階は Disaggregation することで

Open API が OpenFlow として規定されたが，現在
の市場ではこの API の Boundary が変化し，より使
いやすく市場を広げる形で進化しつつあることも見逃

プログラムを簡便にミスなく記述が可能となる動きが
加速することが期待される．
（ 3 ） Data Plane の Programmability の進化

SDN の Dataplane 制御はデータパケットのヘッダ

せない．例えば Facebook のデータセンタで活用され，

ごとに規定された動作を定義する仕様 (Match-Action)

OCP で標準化されている Wedge シリーズスイッチ

となっているため，新規のプロトコルが追加されると新

は，ソフトウェア層に FBOSS Agent を置き，その配

たに定義を追加・標準化する必要があり，柔軟性に課題

下に OpenFlow ベースの SDK である OF-DPA [15]

があった．Stanford 大学・Barefoot Networks らが提

に加え，一般のネットワークインタフェースの SDK

唱している P4 [47] 言語では，(i) Reconﬁgurability:

である OpenNSL [14] 等が配備され，複数の API を

Dataplane のヘッダの Parsing と処理を再定義可能，

統合したより制御可能な範囲を拡張したモデルが展

(ii) Protocol independence: プロトコルに依存しない

開された．ある意味，Diaggregation したあとに新た

SDN 動作 (Match-Action) を定義可能，(iii) Target

な Re-Aggregation による API の最適化が行われて

independence: Compiler がハードウェア特性を吸収

いるとみなせる．つまり，SDN 制御というコンセプ

し，ハードウェアには非依存でパケット処理機能を

トは維持しつつも，業界として Disaggregation - Re-

定義可能，とを提供している．ある意味，Dataplane

Aggregation を繰り返すことにより徐々に今後方式が

というハードウェア，データに近いレイヤにおける

洗練されていく流れが汲み取れる．キャリア領域での

DSL により，プロトコル依存性をなくす SDN を実現

Disaggregation の流れは始まったばかりだが，同様の

する方式である．P4 Consortium [48] も立ち上がり，

動きが予想され今後の動向は注視すべきである．

P4 Developer 向けの様々な Hands-on Training がな

（ 2 ） Domain Speciﬁc Language (DSL) による

SDN 向け Policy 記述手法の進化
SDN の運用の簡便さを求める技術トレンドである．

され，かつ P4 に対応した商用版高速 Programmable

ASIC が Barefoot Networks 社から近々提供開始と
なっている状況である．本チップの登場により，従来

SDN によりネットワーク状態を収集・観測・制御が容

困難であった Application-speciﬁc なカスタマイズを

易になったが，複雑な Policy による制御を行ったり，

ユーザが自由に定義したネットワーク制御が可能とな

きめ細かな制御をやろうとすると，SDN Controller 上

る世界が加速されると予想される．

の制御プログラムの Conﬁguration 量が増加する課題

（ 4 ） NFV 処理系の Open 化

がある．当然ながら Conﬁguration 量が増えると設定

現在の NFV 市場の製品は第一世代製品で，ハード

ミスをおかすリスクも増える．本課題に対して，Cor-

ウェアアプライアンスをソフトウェア化，仮想化した段
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階で，旧来型のハードウェアを置換するレベルが多い．
そのため，NFV の制御インタフェースがベンダごとに
ばらばらでマルチベンダでの NFV の統合管理が困難
で，ベンダごとの NFV 管理システムを置いた複雑な
管理システムになりがちである．また，一般には NFV
は NFV での管理形態，SDN は SDN での管理形態で
分離しているため，NFV のリソース管理のみ NFV が
行い，NFV 間での通信の最適化のみ SDN が行うと
いった処理の統合レベルに留まっていることが多い．
本来は，異なる NFV 間の接続，過負荷の検出，負荷分
散，動的スケーリング (Scale-in/out)，冗長制御など

NFV のプロセッシングに注目したベース部分は共通
的な枠組みで取り扱え，特殊な機能に特化した処理部

図1

SDN/NFV を活用した広域・地理的分散 Edge Cloud
Computing
Fig. 1 Geographically distributed wide-area edge
cloud computing based on SDN/NFV.

分を VNF として実装といった枠組みが望ましい．こ
れは，SDN と NFV 融合型の Processing Framework

Open 化の適応型の研究開発．IoT 業界では Sensing

と捉えられ，VNF の新たな Disaggregation によるプ

/ Data Analytics / Dynamic Actuation というデー

ロセッシングと制御の分離・共通化の方向性である．

タの特性に応じたアプリケーション配備問題の観点，

本手法に関する研究が，OpenNF [49]，E2 [50] 等で

SDN/NFV 業界ではネットワーク・IT インフラ (IaaS)

実施され，試作評価で有効性が確認されている．今後

の動的設定という観点でそれぞれ研究開発が進めら

は NFV 処理系の Open 化と共通フレームワーク化の

れているが，我々は両者を統合した最適化を図ること

世界への移行が期待される．

で，IoT+SDN/NFV における Platform as a Service

4. 2 SDN/NFV 研究開発の発展的取り組み

(PaaS) モデルでの課題を抽出し研究開発を進めている．

上記のような SDN/NFV の世界の最新技術潮流も

（ 2 ） 小型センサーなどの M2M デバイスから発生

捉えつつ，著者らは，交通や社会インフラなど様々

する大量のセッションを収容するための制御信号削減

な社会ソリューションプラットホームの実現に向け，

技術の研究開発．M2M デバイスの通信頻度に応じて

SDN/NFV の活用を進めている．ここでは，交通向け

ネットワークとの接続時間を動的に変更し，発信時の

にはエッジサーバでの折り返しによる低レイテンシ処

制御信号量を 1/10 に削減を可能とする．

理を目指し，社会インフラ向けにはデバイス–エッジ–

（ 3 ） 超低遅延化を実現するためのモバイルネット

クラウドまで一貫して広域にセキュリティを担保を目

ワーク基地局スケジューリング技術の研究開発．エッ

指すなど，様々な要件にあわせて NFV の処理系が広

ジサーバにおいてトラヒックの分析を行いアプリケー

域・地理的に分散された Edge-Cloud Computing の

ションの動作状況を推測し，これに基づいて無線基地

形態をとる．図 1 は，提案するアーキテクチャを示

局スケジューラの制御パラメータを動的に最適化する．

す．5G 無線アクセスからトランスポートネットワー

これにより，自動車と歩行者が混在する環境下におい

ク，クラウド上のコンピューティング資源まで統一さ

て，衝突回避の通信要件である 100msec 以内の通信成

れた物理インフラ上に，様々なサービス要件をもつ

功率を従来の約 50%から 95%まで向上を可能とする．

ネットワーク機能とエッジ処理機能を複数構成する．
これにより，サービス要求条件に応じた最適な仮想イ

5. む す び

ンフラを自由に構築し，迅速な新サービス開通を実現

筆者らは，SDN コンセプトを提唱し，中核となる

する．本領域においては，著者らは下記のような技術

SDN/OpenFlow + NFV 研究開発を推進し，研究開

を含めて SDN/NFV 研究開発の発展的な取り組みを

発した技術を世界に先駆けて商用化し，論理集中型プ

進めている．

ログラマブル制御方式による Software-Deﬁned なシス

（ 1 ） NFV の処理系が広域分散した環境での End-

テム構築を実現した．これによりネットワークシステム

to-end サービスオーケストレーションに向けて，DSL

の概念を変革し，運用者の投資やサービス形態，利用形

による SDN 向け Policy 記述手法，NFV 処理系の

態に大きな革新を与える業界の進化に貢献したと感じ
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