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キャリアネットワークのあり方を変革する新Ｒ＆Ｄコンセプト

ＮＴＴ

「NetroSphere構想」を策定

〜部品化したネットワーク機能を自由に組み合わせ、
多様なサービス創出を支えるためのオープンな技術開発を推進〜

日本電信電話（以下、NTT）は、将来の通信ネットワークの技術開発に関するコンセプトとして「NetroSphere（ネトロスフィ
ア）構想」を策定した。NetroSphere 構想は、ネットワークを利用するお客様やサービス事業者に、今まで以上に多様なサー
ビスを、迅速かつ高信頼、低コストに提供していくことを目指していくもの。そのために、高機能な専用機器を用いるのでは
なく、ネットワークを構成する機能をできる限り小さい粒度の部品に分離・素材化し、それを自由に組み合わせることによっ
て必要な機能や容量を柔軟に、経済的に構成することを実現していく。

ていくものと思われる。

背景

時に抜本的なコスト削減を進めるた

一方で、高信頼・高スケール性が

めには、ネットワークや装置のあり

求められるキャリアネットワークに

方、さらにはそれを取り巻く通信産

スマートフォンやタブレット端末

は、データセンターのような汎用製

業全体のあり方を変革するべきとい

の普及、あらゆる「モノ」が通信を

品の活用や SDN（Software Defined

う結論に達し、NetroSphere 構想の

行う IoT
（Internet of Things）の発展、

Networkng）の導入がなかなか進ま

策定に至った。

4K ／ 8K 超高精細映像配信への期

ず、運用の柔軟性や抜本的なコスト

待など、ICT の用途や利用形態は多

削減が進まないという課題がある。

様化を続けている。2014 年 5 月に

NTT の研究所では、将来のネッ

は、NTT が「光コラボレーション

トワークインフラの構築に向けた検

NetroSphere とは、Netro（インター

モデル」を発表したことで、様々な

討を進めてきたが、前述のような多

ネットの過去を知り、未来へ生かす

ビジネスプレイヤーとの共創で、新

様性への対応力や共創を促す柔軟性

意）と Atmosphere（大気）を組み

しい通信サービスがさらに創造され

など、さらなる進化を遂げつつ、同

合わせた造語だ。私たちを取り巻く

「NetroSphere」について

大気が、流動的な分子の集合であり
ながら地上の生命を守り、育むよう
に、将来のネットワークも、ありふれ
た部品を自由自在に組み合わせなが
ら、あまねくすべてのお客様のニーズ
に寄り添い、取り巻く環境の変化やリ
スクから守ってくる普遍的な存在であ
りたいという願いが込められている。

「NetroSphere」構想が目指す転換
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NetroSphere の実現に向けて

従来、ネットワークインフラは機
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能ごとに開発された専用的な装置に

業者が必要とするネットワークを構

が期待されている。しかしながら、

よって構成されてきた。それらの装

成する。

キャリアネットワークにおいては、

置は、単体として高信頼・大容量を

小さい単位の部品を共有の資源

①機能配備や接続構成が従来の専用

達成するために高度化、大規模化す

プールとして持ち、必要な時に必要

装置の機能を前提として設計されて

る傾向にあった。このような「サイ

なだけ組み合わせて使用すること

いること、②高信頼性・高スケール

ロ型」と呼ばれる方法では、ビジネ

で、お客様やサービス事業者の要請

性といった特殊な要件があることか

ス要件に即応した機能や容量の追加・

に迅速に応え、必要な機能・容量を

ら、機能の分離が進んだとしても従

変更が困難であったり、ある装置で

柔軟に提供することが可能となる。

来のサイロ型の構造は変わらず、自

使用率の低い部分があっても別の装

また、一つひとつの部品の機能はシ

由に組み合わせられるような部品化

置では利用できないため効率が悪い

ンプルなため、様々なサプライヤー

が進むことが期待できないと考えら

といった問題が生じていた。また、

の参入が可能となり、コモディティ

れる。

高度で大規模な装置が必要になるこ

化、低価格化が進むことが期待でき

これに対し、NTT では、これら

とから、価格の高止まりにつながる

るほか、冗長化や大容量化を効率的

の障壁を取り除くための 2 つの研

に達成できるため、装置コストを大

究開発に取り組んでいく。

ほか、一部の部品の

EOL ＊ 1

が装置

全体の EOL を招いてしまうといった
コスト増の要因にもなっていた。
NetroSphere 構 想 で は、 ネ ッ ト
ワークを構成する機能をできる限り

幅に削減することが可能となる。

「NetroSphere」構想の
実現に向けた取り組み

◆マルチサービスファブリック
（MSF）
MSF は、高機能なエッジルータ、

小さい部品として扱えるようにする

近年、NFV（Network Functions

コアルータなどの専用装置ではな

ことを目指していく。そして、それ

Virtualisation）、SDN といった仮想

く、機能がシンプルな汎用製品を用

ぞれを最適なロケーションに分散し

化技術の研究開発や機能間インタ

いることを前提としたネットワーク

た部品を自由自在に組み合わせて必

フェースの標準化が進展しており、

の構成方式（アーキテクチャ）だ。

要な機能を提供する仮想的な装置を

データセンター用途を中心に、ネッ

具体的には、部品化されたサーバ・

構成し、それらによってサービス事

トワーク装置の機能分離が進むこと

スイッチ群を仮想資源として管理
し、動的に制御することで、安価な
装置を使いながらも従来以上の高信
頼・高スケール性を確保することを
目指す。このようなネットワーク構
成のモデル化を行うことで、スイッ
チ等の機能部品ごとの要件を明確化
することができる。これを共通仕様
としてオープン化することで、市場
を形成し、多くのベンダーの参入、
製品の部品化・コモディティ化が進
むことが期待できる。また、部品化
された機能・容量を動的に構成する
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ことで、サービス事業者の要請に迅
速に応えることが容易になる。
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NTT の研究所では、現時点で活

て広域に分散したサーバにネット

けた国内外の開発者やサービス事業

用可能な技術や製品を用いた動作確

ワーク機能を最適に配備することが

者との連携を推進していく。

認を通じて、MSF が目指す世界の

可能となり、故障や災害に強く、ト

実現性について見通しを得ることが

ラヒックの変化に対して伸縮自在な

できている。

ネットワークインフラを実現するこ

今後について

とができる。
◆新サーバアーキテクチャ
（MAGONIA）
MAGONIA（マゴニア）は、高信

NetroSphere 構想の実現に向けて

NTT の研究所では、これまでに

は、通信産業における多くのプレイ

賛同を得たパートナー企業との共同

ヤーと共に変革を進めていく必要が

研究プロジェクト

＊２

を 通 じ た、

ある。必要な汎用部品の普及促進に

頼性とスケール性を、様々なアプリ

ETSI NFV が提唱するネットワーク

向けては、同様のコンセプトを共有

ケーションに共通のプラットフォー

機能仮想化のコンセプトの具現化、

するキャリア等と、共通仕様の策定

ムとして提供するもので、フランス

SDN & OpenFlow World Congress

や国際標準化等の協力を進めてい

の神話に登場する空中大陸を語源と

2014 への出展、フィールドでの実

く。また、技術開発を加速するため

＊３

し、クラウドと融合し進化を続ける

証実験の実施

を 通 じ て、

サーバプラットフォームを空の大陸

MAGONIA の中核を担う分散処理

様々な得意分野を持つパートナーと

に見立て命名したものだ。NTT の

基盤の高信頼性やスケール性を実証

幅広く連携し、共同での研究開発や

研究所が中心となって技術開発を先

してきた。

実証実験を通じて技術確立を進めて

導し、オープン化することで、それ

に、国内外ベンダーや研究機関など

いく。

ぞれのアプリケーションが共通的な

この結果を踏まえ、NTT の研究

機能を利用可能となり、新規ベン

所では、MAGONIA を今後のサー

ダーの参入が容易となる。これによ

バシステムの基本アーキテクチャと

り、多様なアプリケーションが提供

して位置づけ、まず MAGONIA の

されるようになり、ネットワークの

API 仕様を策定し公開した。今後、

用途が広がっていくことが期待でき

ETSI NFV 等での標準化を推進する

る。さらに、
MAGONIA の活用によっ

とともに、本 API 仕様の普及に向

＊１ EOL（End of Life）
：装置やソフトウェ
ア等の製品に関するベンダーによる販売やサ
ポートの終了。故障修理や不具合、セキュリ
ティリスクへの対応、交換部品の製造・提供
が打ち切られることから、その製品を活用し
たサービスの提供の継続に支障があり、対応
として代替可能な製品への交換やそれに伴う
周辺装置への機能変更が発生し、時にはシス
テム全体の更改、サービス自体の終了といっ
たことも余儀なくされるなど、サービス継続
やコスト負担の面で影響が大きい場合があ
る。
＊２ 共同研究プロジェクト：将来ネット
ワークを見据えた新たなサーバアーキテク
チャの共同研究を開始（http://www.ntt.co.
jp/ news2014/1402/140207a.html））
＊３ 実証実験：RadioJapan 放送コンテス
ト（http://www.radiojapan.jp/contest/index.
html）

●お問い合せ先●
NTT 情報ネットワーク総合研究所
企画部 広報担当
TEL：0422-59-3663
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