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菌は大気中の窒素を消費します。も
ちろん人間は、それ以上にさまざま
な用途に大気を活用しています。
このように多くの生物、特に人間

の生存や生活に不可欠な大気です
が、地上には普遍的に存在している
ため、ほとんどの場合には存在を意
識することがありません。
我々は、こうした大気のような存

在にキャリアネットワークを変革し
ていきたいと考えています。つまり、
様々な用途に柔軟かつ自由に利用で
き、存在を意識しなくても済むぐら
いに自然な存在にキャリアネットワ
ークを変化させ、それによって人々
の生存や生活、安全を支えていきた
いと考えているのです。
これまでのキャリアネットワーク

は、何かを End-to-Endに「つなぐ」
ものの集合体でした。何と何をつな
ぐのか、どのようにつなぐのかを考
え、それぞれの用途に適した構成や
装置を意識して準備・利用する必要
がありました。歴史的な経緯から、
構成も非常に複雑化しています。
これをこのままにしておくと、多

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」とい
う将来のキャリアネットワークのあ
るべき姿をイメージできる言葉を作
り出しました。元々の 2単語が馴
染みの無いものであるため、日本の
多くの方にはそうしたイメージをす
ぐには持ちにくいかもしれません
が、英語のネイティブスピーカーに
ヒアリングしたところ、自然にそう
した連想が可能だということで、こ
の言葉を採用しました。

̶ネットワークと大気の概念がなか
なか結びつきません。どのような意味
なのか、もう少し詳しくご説明くださ
い。

渡部　我々を含めた地上の生物は大
気に囲まれ、大気に守られて生きて
います。大気が無ければ呼吸できな
くなりますし、宇宙線の悪影響をダ
イレクトに受けてしまいます。生物
によっては大気の利用方法もさまざ
まです。植物は光合成によって二酸
化炭素を消費しますし、ある種の細

　

̶2015年2月発表の新R&Dコンセ
プト「NetroSphere構想」についてご
質問させていただきます。最初に
「NetroSphere」という言葉の意味を教
えてください。

渡部　NetroSphereとは「Netro」と
いう単語と「Atmosphere」という単
語を組み合わせて我々が今回新規に
作り出した造語です。

Netroというのはいわゆるスラン
グで、使われる集団によっていくつ
かの異なる意味を持ちます。中には
ネガティブな意味もあるのですが、
我々は「インターネットの過去を知
り、未来へ生かす」というプラスの
意味で使っています。もう一つの
Atmosphereというのはご存知の通
り「大気」という意味です。
この 2つの単語を組み合わせる
ことで、「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、ありふれた部品を
自由自在に組み合わせながら、あま

NTTは2015年2月、将来の通信ネットワークの技術開発に関する新コンセプト
「NetroSphere構想」を発表した。NetroSphere構想を策定し、また、それに従ったR&D
を中心的に進めるのがNTT情報ネットワーク総合研究所である。同総合研究所の渡部 信
幸所長に、NetroSphereという言葉に込めた「想い」や、構想の具体的な内容などについ
てうかがった。

新発想での変革をオープンに進め、
将来のネットワークを生活や生存
に不可欠な普遍的な存在にする

【インタビュー】

「つなぐ」ための存在を超えた
新しいネットワーク像を提案　

NTT情報ネットワーク総合研究所

所長 渡部 信幸氏
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様化の一途をたどるサービスに迅速
に対応できませんし、大幅なコスト
削減も実現できません。ネットワー
クを大気のような存在にするために
は、キャリアネットワークのあり方
や構成を根本的に見直して、変革し
ていく必要があります。そのために
掲げた新しい R&Dコンセプトが
NetroSphere構想なのです。

̶NetroSphere構想の下、キャリア
ネットワークを具体的にどのように変
えていくお考えなのかを教えてくださ
い。

渡部　ネットワークを大気のような
存在にするには、何よりもまずネッ
トワークをシンプル化していく必要
があります。
現在のキャリアネットワークを複

雑なものにしている要因の一つが、
各ネットワーク機能を個別の専用装
置で実現する「サイロ型」の構成で
す。サイロ型の構成では、機能ごと
に異なる装置を使うことで、ネット
ワークを構成する装置の種類が増加
します。これはオペレーションコス
トの増加を招きます。
また、装置自身のコストも高止ま

りする傾向にあります。装置間でリ
ソースの共有ができないことから各
装置のリソースに余裕を持たせた
り、キャリアレベルの信頼性を確保
するための機能を各装置に備えたり
する必要があるからです。
サイロ型の構成を減らしてネット

ワークをシンプル化するために、「光

類を大幅に削減でき、ネットワーク
全体をシンプルにできます。これは
N F V（N e t w o r k  F u n c t i o n s 

Virtualization）が目指す世界とほぼ
同じものです。

̶「資源と装置の分離」とはどのよ
うなものですか。

渡部　前述の「機能と装置の分離」
では、共通のハードウェアでネット
ワーク機能を実現するソフトウェア
を稼動させます。「資源と装置の分
離」では、その考え方をさらに発展
させて、ハードウェア間の垣根を超
えた資源共有を実現します。
現行のサーバやスイッチなどのハ
ードウェアは個々が独立していま
す。そのため、各ハードウェアが備
える CPUやメモリなどの資源は、
それぞれのハードウェア内でしか利
用できません。隣のハードウェアの
資源が余っていても、それを他のハ
ードウェアに融通することが難しい
のです。信頼性向上のための冗長化
などの施策も、個々のハードウェア
で実施する必要があります。これは
現時点では必要な施策であり、「無
駄」と言い切れるものではありませ
んが、複数のハードウェア間で資源
を融通したり、信頼性を確保したり
する仕組みを構築できれば、装置数
を削減してネットワークをシンプル
かつ効率的にできます。
具体的には、汎用サーバや汎用 

スイッチ群を「部品」として利用で
きる仮想資源として管理し、それを
動的に制御することで、安価な装置
によって従来以上の高信頼性や高ス

と電気の分離」「機能と装置の分離」
「資源と装置の分離」という 3つの
分離を考えています。

̶「光と電気の分離」とはどのよう
なものですか。

渡部　光と電気の分離は、文字通り、
光処理と電気処理をする装置を分け
るということです。現在は、個々の装
置の中に光処理をする機能と電気処
理をする機能が混在しています。こ
れでは各装置で光と電気の変換する
ことになり非効率です。光処理をす
る装置と電気処理をする装置を分け
て、それぞれでネットワークを構成
すれば、各装置をシンプルにできま
すし、光と電気の変換によるエネル
ギーロスも抑えられます。
日本のキャリアネットワークは光
化がかなり進んでいますから、基本
的には光でネットワークを作って、
できるだけ電気処理を少なくする方
向が望ましいと考えています。

̶「機能と装置の分離」とはどのよ
うなものですか。

渡部　現在は、ネットワーク機能と
装置が一体化しています。例えば、
ルーティングというネットワーク機
能がルータという装置に紐づいてい
ます。前述したサイロ型の構成にな
っているわけです。機能ごとに種類
の異なる装置でネットワークを構成
することが複雑さを招いています。
これに対し、ネットワーク機能を
汎用サーバや汎用スイッチなどの共
通ハードウェアで稼働するソフトウ
ェアとして実装できれば、装置の種

ネットワークのシンプル化に向け
3つの分離に取り組む　　　　　
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ケール性を確保することを目指しま
す。部品はできるだけ共通化し、少
ない種類の部品の組み合わせで、多
様な機能やサービスに対応できるよ
うにしたいと考えています。
ここ数年、NFVの考え方が広ま

りつつあります。機能と装置の分離
という意味では一歩前進したと言え
ますが、現時点では NFVも結局サ
イロ型の構成を採ることが多いよう
です。装置間の資源の融通が難しい
ため、「ある機能を利用する場合は、
このハードウェアを使う必要があ
る」といった制約が生じるからです。
本当の意味で機能と装置を分離する
には、資源の部品化が欠かせません。
その意味で、我々が目指す世界は、
NFVの先、あるいは先の先にある
と捉えています。
将来的には、サブデバイスレベル

にまで部品化の粒度を下げて、更な
る効率化を実現したいと考えていま
す。ただしそれには、技術的なブレ
ークスルーが必要です。段階的に研
究開発を進めていく計画です。

　

̶ハードウェアの部品化に向けてど
のような取り組みを進めているのかを
教えてください。

渡部　サーバハードウェアについて
は、「MAGONIA」という名前の新
サーバアーキテクチャを開発してい
ます。これは、資源の融通による高
スケール性と、ハードウェア二重化
をとらない N-ACT構成による効率
的な高信頼性の実現を目指した分散
処理基盤です。これを活用すること
で、低価格な汎用サーバを使って、
高性能で信頼性の高いアプリケーシ
ョン稼働環境を構築できます。

MAGONIAの開発に当たっては、
オープンな協業体制を採用していま
す。これまでに、日本アルカテル・
ルーセントと富士通が開発に協力し
てくださっています。
なおMAGONIAとは、中世フラン

スで信じられていた伝説の空中大陸
の名前です。クラウドと融合して進
化するサーバプラットフォームを、
空の大陸に見立てて命名しました。
転送系レイヤの装置の部品化につ

いての取り組みが、MSFです。これ
は具体的に言うと、汎用の L2/L3ス
イッチとそれをコントロールするソ
フトウェアで、従来のルータに相当
する機能を提供する装置を作るため
の技術開発です。

MSFによって、低価格な L2/L3
スイッチと汎用サーバを組み合わせ
て高価なルータと同じ処理を実現で

きます。制御機能などはサーバ上の
ソフトウェアとして実装するため、
機能追加や新サービスへの対応が容
易になります。
織り方や切り方などによって、さ

まざまな用途に対応できる「織物
（Fabric）」と同じような柔軟性を確
保できるという意味で、「Multi-

Service Fabric」と命名しました。
なお、MSFにおいても仕様の公開

を含めたオープンな開発体制を採用
しています。多数のベンダーの参入
により、製品の部品化やコモディテ
ィ化が進むことを期待しています。

̶NetroSphere構想の技術面での課
題を教えてください。

渡部　MAGONIAやMSFについて
は、全体的な方向性やコンセプトは
概ね間違いのないものだと考えてい
ます。また、現時点においては、実現
の障害となるような大きな技術的課
題もありません。このまま研究開発
を進めることで、着実に成果を上げ
られると見込んでいます。
大きな課題として捉えているの

は、将来のキャリアネットワークの
オペレーションをどのように効率的
なものにするかということです。こ
れは NFV でも同じなのですが、
NetroSphere構想によってネットワ
ークがシンプルになると、実はオペ
レーションが複雑になる側面がある
のです。
サイロ型の装置では、ネットワー

ク機能と装置が紐づいています。そ

装置の部品化を実現する
MAGONIAと
Multi-Service Fabric（MSF）

NetroSphere構想の成否は
オペレーション手法にかかる　

http://www.bcm.co.jp/
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の関係性に時系列での変化はありま
せん。しかし NFVや NetroSphere

の世界では、ネットワーク機能がソ
フトウェア化され、さらにそのソフ
トウェアが分散環境や仮想環境で稼
働します。そのため、各ハードウェ
ア上で実行されているソフトウェア
が瞬間ごとに変化する可能性がある
のです。これをきちんと追跡して管
理するのは大変です。効率的なオペ
レーションを実現する手法を何か考
え出す必要があります。
しかし現時点では、どのようなオ

ペレーション手法を使えば良いのか
についての見通しが立っていません。
早急にオペレーションのアーキテク
チャやネットワーク資源の管理／
制御機能についての「あるべき姿」
について検討していかねばなりませ
ん。特に我々は、NFVの先を行く
細かな部品化を実現しようとしてい
ます。そうした世界では、NFVよ
りも更に複雑な管理が要求されま
す。複雑な事象をシンプルに管理で
きるオペレーション手法をうまく確
立できるかどうかが、NetroSphere

構想の成否を決める鍵になると考え
ています。

̶技術面以外での課題には何が挙げ
られますか。

渡部　先ほど、MAGONIAやMSF

についてご説明した際に少し触れま
したが、NetroSphere構想でのR&D

では、オープンな協業体制の確立を
積極的に進めていく方針です。

　

̶最後にNetroSphere構想に込めた
想いや狙いについてお聞かせくださ
い。

渡部　今回NetroSphereという構想
を策定するに至ったのは、我々が目
指すべきネットワークの方向を、
我々の言葉で発信していきたいとい
う想いがあったからです。
ネットワーク系の技術開発におい
ては、少なくとも IPネットワークが
浸透して以降は、新たなコンセプト
があまり生み出されていない状況に
あります。出てきたとしても北米か
らの提案であることが大部分です。
ネットワーク系の研究開発を進める
総合研究所として、この状況に忸怩
（じくじ）たる想いがありました。
我々には、これまで開発した多数
の技術やキャリアとして培った豊富
な経験があります。もうそろそろ、
次のネットワークのあり方について
積極的に提案すべきではないか、日
本発の提案を世界に問うべきではな
いかと考えた結果が NetroSphere

構想なのです。
もちろん提案したからといって、

我々のコンセプトがそのまま受け入
れ ら れ る と は 限 り ま せ ん。
NetroSphereの実現と普及のため
に、これからも技術開発や協業につ
いてのチャレンジを継続していくつ
もりです。
̶本日は有難うございました。

（聞き手・構成：末安 泰三）

これは、当総合研究所配下の研究
所にとっては大きなチャレンジで
す。というのも、これまでネットワ
ーク系の R&Dにおいては、そうし
た協業の経験があまりないからで
す。我々が開発した技術をオープン
にして、それをベンダーさんが活用
するということはありました。例え
ば、光ファイバ関連技術などがそう
です。
しかし、NetroSphere構想での

R&Dでは、コンセプト検討や技術
開発の段階から、多くのプレーヤと
一緒に取り組んでいくという点に違
いがあります。
我々は NetroSphereを「押し付

ける」つもりも「囲い込む」つもり
もありません。大気には国境も所有
権もなく、NetroSphereのネットワ
ークもそうあるべきだと考えている
からです。そのため、部品化による
ネットワークの柔軟性向上という方
向感を共有する多くの方に参加して
いただき、我々の技術をより良いも
のにブラッシュアップしたり、広く
活用したりしてほしいと切に願って
い ま す。 参 加 者 が 増 え れ ば、
NetroSphereの開発や活用を促進す
る新しい文化やエコシステムが生み
出されることも期待できます。
既に国内外の複数のベンダーにア
クセスして技術討論を開始していま
すし、世界の各キャリアに対しても
アプローチを始めています。これま
での技術開発とは勝手が違い戸惑う
部分もありますが、それを乗り越え
て協業体制を確立することが何より
も重要であると認識しています。

協業に積極的にチャレンジし
新文化やエコシステムを創出　

次のネットワークのあり方を
日本から世界に提案する　　
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