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トフォワーディング処理を行うデー

タプレーン（Dプレーン）機能を分

離することによって、ネットワーク

サービスの迅速な提供と高度化をソ

フトウェアによって推進することが

可 能 に な る と と も に 、

CAPEX/OPEXの大幅な削減が期待

できます。実はSDN概念より先に、

スタンフォード大学の研究に基づく

OpenFlowと呼ぶC/D機能を分離し

たネットワーク制御技術に注目して

おりました。何故なら私どもは

2008年に、お客様のトラヒックを

集約してサービス毎のノードに振

り分ける中継ネットワークに関し、

①シンプル、低コスト、大容量化、

②既存サービスの継続提供、③信頼

性・保守運用性の向上の３つを実現

することを目指し、M P L S - T P

（Multi Protocol Label Switching

Transport Profile）技術を核にした

シンプルな「集線ネットワーク」を

構築していたからです。

－2008年当時、MPLS-TP技術を

採用された最大の理由は・・・・。

伊藤 それまで個々のネットワーク

装置の中に組み込まれていたC/Dプ

レーンを分離する機能に加え、保守

運用性の向上を実現する O A M

－OpenFlow/SDN技術に早くか

ら着目され、伊藤取締役もONFの

ボードメンバーに就任するととも

に、世界で初めて商用サービスに適

用されるなど、深くコミットされて

いますが、その背景と狙いからお聞

かせください。

伊藤 SDNは、ソフトウェアでネ

ットワーク機能を実現するための新

しい技術概念です（図１）。特徴は

ネットワークのトポロジー管理や経

路制御などを行うコントロールプレ

ーン（Cプレーン）機能と、パケッ

ネットワークをプログラマブルに
するOpenFlow/SDN技術の
WANへの適用を目指す
ONF（Open Networking Foundation）設立当初よりメンバーとして参画し、現在ボード
メンバーとして活動するなど、SDN（Software-Defined Networking）実現とOpenFlow
の標準化活動に深く関与するとともに、2012年6月には商用サービスとして世界で初め
てOpenFlow/SDN技術を活用した企業向けプライベートクラウドサービスを開始した
NTTコミュニケーションズ（以下、NTTCom）。OpenFlow/SDN技術に注目する背景・
狙い、今後の取組みを、伊藤幸夫取締役サービス基盤部長にうかがった。
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―OpenFlow/SDN技術に早くから

着目され、伊藤取締役もONFのボ

ードメンバーに就任するとともに、

世界で初めて商用サービスに適用さ

れるなど、深くコミットされていま

すが、その背景と狙いからお聞かせ

ください。

―2008年当時、MPLS-TP技術を採

用された最大の理由は・・・・。
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（Operation Administration and

Maintenance）機能に注目したか

らです。ただし、この時は個々の装

置内でのC/Dプレーンの分離であっ

たため、集中的なオペレーションを

行おうとすると、個々の装置をカス

タマイズする必要がありました。こ

の課題を解決する技術として着目し

たのが、ソフトウェアによるフロー

単位での経路制御を可能にする

OpenFlowでした。OpenFlowは、

図２に示したようにSDNを実現す

るための一部であり、経路制御を行

う O p e n F l o w コントローラと

OpenFlowスイッチ、コントローラ

とスイッチがコミュニケーションを

行うためのOpenFlowプロトコルか

らなっています。OpenFlowスイッ

チは、ハードウェア以外にもOpen

vSwitchのようにソフトウェアで実

装することも可能です。私自身、実

際にOpenFlowの研究を行っていた

スタンフォード大学に行き、話を聞

きました。同大学では研究室内のサ

ーバラック間をOpenFlow技術によ

ってつなぎ、集中管理・制御してい

ました。その時、通信事業者として

は、データセンターのみならず

WAN全体にOpenFlow技術を活用

することで、いくつかのメリットが

得られると思いました。

－OpenFlow/SDN技術を活用す

るメリットをお聞かせください。

伊藤 １つは、C/Dプレーンの分離

によって、Cプレーンが常にネット

ワークの状態管理をしている時に何

かトラブルが発生するとパケットフ

ォワーディング機能も停止するとい

った問題がなくなり、安定運用が実

現できることと、複数ベンダーのネ

ットワーク機器をソフトウェアによ

って一元的に管理・制御することが

可能になります。しかも、共通API

を用いて自動化することも可能で、

これによりOPEXを削減することが

できます。２つ目は、コントローラ

上に独自のアプリケーションを実装

することで、ベンダー側のロードマ

ップに依存せずに最新の機能・サー

ビスを迅速に提供することが可能に

なります。これにより、収益性の向

上や他社サービスとの差異化を図る

ことができます。３つ目は、安価な

スイッチの利用が可能になり、

CAPEXを削減することができます。

これら通信事業者にとってのメリッ

トに加え、OpenFlow/SDNというネ

ットワーク仮想化技術は、利用者に

とってもポータルサイトからネット

ワーク設定やシステム構成の変更作

業を容易に行うことが可能になると

いうメリットがあります。また、

OpenFlow以外の仮想化技術の組み

合わせも可能であり、１つのプロト

コルで限界があったサービスを複数

のプロトコルを活用することで容易

に拡充することも可能になります。

これによりお客様にとっては、事業

の成長に合わせてクラウド環境を最

適化することが可能になります。こ

のように、通信事業者と利用者の双

方の視点からOpenFlow/SDN技術の

メリットを追求した結果、2012年６

月に世界初のOpenFlow/SDN技術を

活用したグローバル規模の企業向け

クラウドサービス「Bizホスティング

Enterprise Cloud（BHEC）」の提供

を開始しました。

OpenFlow/SDN技術を活用する

ことのメリットに加え、私どもが

SDNに注目する背景として、NTT

Comが掲げる「グローバルクラウ

ドビジョン」があげられます。私ど

もは、グローバル経営に資するICT

を実現する真のグローバルリーディ

ングプレイヤーを目指し、グローバ

ルでのデータセンター構築や海底ケ

ーブルの敷設を行ってきましたが、

ネットワークのフットプリントにつ

27ビジネスコミュニケーション 2013 Vol.50 No.2

SDN実現に向けたNTTコミュニケーションズの取組み SDN実現に向けたNTTコミュニケーションズの取組み 

API等 

OpenFlow スイッチ 

OpenFlowプロトコル 
（標準化、開示） 

上位システム（プログラム等）からネットワーク 
（NW）の制御が可能 
→SDN (Software－Defined Networking)の実現  

コントローラ上に独自のアプリを実装することで、 
差異化が可能 

パケット転送の振る舞いをプログラミング 

コモディティ化した安いスイッチの利用が可能 

自動化による 
Opexの削減 

新機能の 
早期実現 

Capexの削減 

App

OpenFlow
Controller

図3 OpenFlow /SDNに注目する理由

―OpenFlow/SDN技術を活用する

メリットをお聞かせください。

事業者と利用者の視点で
OpenFlow/SDN技術のメリットを追求

http://www.bcm.co.jp/


N T T デ ー タ 、 N T T C o m が

OpenFlow/SDNに取り組んでいまし

たが、グループを代表して１社の参

加ということで、私どもが参加する

こととなりました。その後、欧米に

加えSDNのアジアでの展開を視野に

入れている事務局より、アジアの通

信事業者として唯一ONFに参加した

私どもにボードメンバー就任の要請

があったというのが経緯です。ONF

の活動については、後続の各論の頁

でご紹介しますが、活動の根底には

キャリアやクラウド事業者などのユ

ーザー企業主導でSDN基盤技術の普

及とOpenFlowの標準化を促進し、

ネットワークの変革を目指すという

強い想いがあります。オープンなソ

サイエティとして、自由な発想に基

づく活動を通して、皆が実装・評価

を繰り返し、その中から各社が必要

な技術を判断するというのが基本だ

と思っています。最近、独自アイデ

アに基づくICT基盤構築に前向きな

ゴールドマンサックスがボードメン

バーに就任したことで、ONFの活動

がさらに活性化することを期待して

います。私どもとしては、発想や視

野を拡げることにつながるONFの活

動を今後も積極的にサポートしてい

きたいと思っています。

－SDNについて、今後どんな取

組みに注力されるお考えですか。

伊藤 WANへの展開を徐々に行っ

ていきます。そのためには、コント

ローラの機能を自社で具現化する必

要があります。具体的には、WAN

に向けたSDNコントロールプレー

ンソフトウェアの開発を 2013年度

に実施したいと思っています。しか

し、いきなりWAN全体をSDN化

するのではなく、OpenFlow技術を

活用したデータセンター内の仮想ネ

ットワークと、既存ネットワーク装

置を使ったVPNの境界に置くSDN

ベースのゲートウェイの開発にまず

は取り組みます。これにより、ポー

タルサイトからAPIを介して自動的

にVPNと接続することや、SDNコ

ントローラで集中管理・制御してデ

ータセンター内のお客様ネットワー

クとVPNをマッピングすることが

自動的に行えるようになります。

－WANのSDN化は、L3やL2の

VPN領域からになりますか。

伊藤 そうですね。しかし、WDM

の制御プロトコルとしてOpenFlow

を使うと、レイヤ 1もSDN化でき

るのではという発想も出てきます。

実際に、昨年秋位から光伝送装置の

ベンダーが言い始めています。私ど

もは、レイヤ1の上にパスハンドリ

ングを行うPTN（パケットトンス

ポートネットワーク）が必要だと思

っていることから、現在のMPLS-

TPの製品でOpenFlowプロトコル

を使えるようにすれば、ネットワー

クをレイヤレスで全て集中管理・制

御することが可能になります。そう

なると新しいメニューも追加され、

ネットワークビジネスの在り方が大

きく変わる可能性があります。

－本日は有難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）

いては特にオペレーションの点で課

題があると思っています。

－どのような課題です

伊藤 既存のベンダー製品を使って

いるため、グローバルで同じ品質の

オペレーションを実現することが困

難になっています。SDNの実現に

よって、グローバルで同一品質のオ

ペレーションが可能になります。ま

た、海外ではローカルキャリアのネ

ットワークを活用することになりま

すが、SDNによってその先のお客

様までEnd to Endで容易に管理す

ることが可能になります。さらに、

グローバル市場で先行しているビッ

グキャリアに伍して戦うためには、

できるだけ少ない投資でフットプリ

ントを拡充することが極めて重要に

なります。海外のWAN環境を充実

させるためにもSDNへの取組みは

極めて重要だと思っています。

－2011年12月、SDNのアーキテ

クチャ開発とOpenFlowの標準化を

推進する非営利団体であるONFの

ボードメンバーに就任されました

が、その背景をお聞かせください。

伊藤 2011年３月のONF設立時か

ら、ベンダーはボードメンバーに就

任できないというポリシーがあり、

当初ドイツテレコム、Facebook、

Google、マイクロソフト、Verizon、

Yahoo!、スタンフォード大学、UC

バークレイ大学がボードメンバーに

就任していました。当時、NTTグル

ープでは、NTT研究所、ドコモUSA、
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―どのような課題ですか・・・・。

―2011年12月、SDNのアーキテク

チャ開発とOpenFlowの標準化を推

進する非営利団体であるONFのボ

ードメンバーに就任されましたが、

その背景をお聞かせください。

―SDNについて、今後どんな取組

みに注力されるお考えですか。

― WANのSDN化は、L3や L2の

VPN領域からになりますか。

―本日は有難うございました。
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