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インターネットで利用されるコア
ルーターには、高速に経路を検索し
てパケットを処理することが求めら
れるが、そのためには数千万円の費
用がかかる高価な専用機器が必要で
あり、導入にも時間がかかる。NTT 

Comはこの負担を軽減するため、
一般的な PCサーバーで専用機並み
の高速動作が可能なソフトウェア
PCルーター“Kamuee”を開発し
ている。その特長は大きく2つある。

1．経路検索の高
速化
経路検索に必要
なインターネット
の全経路情報を、
3MBという CPU

キャッシュに収ま
るサイズまで圧縮
し、メインメモリ
へのアクセスを不
要にした。これを
可能にしたのは、東京大学と共同開
発した特許取得済みの経路検索アル
ゴリズム“Poptrie”であった。

2.パケット処理の高速化
インテルが開発した、パケット処
理を高速化するソフトウェア
“DPDK(Data Plane Development 

Kit)”を活用し、NTT Com独自の
工夫を加えることにより、高速なパ
ケット転送を実現した。

ユーザーインタフェース等を除く
コアとなる機能は開発を終え、一般
的な PCサーバーで 100GbE（100
ギガビット・イーサネット）に対応
可能な処理速度を実現した。少なく
とも 2018年 11月の時点で性能が
公表されているソフトウェアルー
ターの中では世界最速クラスと考え
られる。2018年 6月に開催された

世界トップレベルのソフトウェアPCルーターを
高速な転送性能はそのままに仮想化

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）が開発した“Kamuee”は、ソフトウェアルーターとしては世界でもトップレベルの転
送性能を誇る。さらに現在はNFV（Network Functions Virtualization）としても高速に動作させるための技術開発を進めている。
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専用機並みの性能を実現する
2 つの特徴

1 高速ソフトウェアルーター“Kamuee”
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図 1　Interop Tokyo 2018 に出展

100GbE に対応可能。“Interop 
Tokyo 2018”で性能を実証。
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Kamueeは、ルーターのベンダーや
前述の DPDKの開発コミュニティ
など、国内外で関係者にインパクト
を与えた。NTTグループの技術力
を示すという意味においては、すで
に一定の役割を果たしていると言え
るのではないだろうか。

Kamueeは DPDKのようなオー
プンソースソフトウェアも活用して
いるが、基本的に純国産のソフト
ウェアルーターであり、NTT Com

がすべてのソースコードを把握して
いる。ブラックボックスがないため、
何か問題が起きても対応しやすいこ
とも、実用化の際にはメリットにな
ると考えている。
現在のところ、NTT Comが直接
ソフトウェアルーターを販売する予
定はないものの、自社の NWで活
用を進めている。また、さまざまな
可能性を秘めているだけに、お客さ
まへのソリューション提供、キャリ
アや通信機器メーカーとのサービス
開発など、活用方法を模索しており、
ベータユーザーになっていただける
企業・組織を探している。

の転送性能を維持することが可能と
見込んでいる。既存のNFVの転送性
能は数 Gbps程度であるため、文字
どおり桁違いの転送性能と言える。
　

100Gbpsクラスの転送性能を
NFVで実現できるようになると、
たとえば OpenStackなどと組み合
わせることにより、すべての NW

ノードを仮想化して収容することが
現実的になる。これにより NWの
構築・運用効率を大幅に向上させる
ことができる。たとえば NW機器
の各種設定を含め、NWインフラを
丸ごとバックアップすることも可能
だ。自然災害等により NWインフ
ラを稼働している DCが被害を受け
ても、すぐに別の DCでバックアッ
プしてあった NWインフラをリス
トアし、稼働させるといったことが
考えられる。

PCで高い転送性能を実現した

ネットワーク（以下、
NW）関連のイベント
“Interop Tokyo 2018”
に Kamueeを搭載した
PCサーバーを出展し、
出展各社が接続する
NW“ShowNet”を支
える 4つのコアルー
ターの 1つとして稼働
した。3日間のイベン
ト 期 間 中、5 本 の
100GbE回線を接続し
た状態で問題を起こす
ことなく高速な転送性能を発揮し、
“Best of ShowNet Award”の準グラン
プリを受賞した。

一般的な PCで高速な転送性能を
実現したが、一方で専用機器による
高速ルーターは 400Gbpsの時代を
迎えようとしている。Kamueeが達
成した 100Gbpsクラスの転送性能
は、現在の CPUにおける理論上の
限界値に近く、将来的にインパクト
を与え続けることが難しくなると予
想される。
そこで、新たな付加価値として

SDN(Software-Defined Network)上
で NFVとして動作させる取り組み
も進めている。単純に仮想化しただ
けではオーバーヘッドにより処理速
度が大幅に低下するため、SR-IOV

という技術を活用することにより、
NFV で あ り な が ら NW イ ン タ
フェースを占有し、オーバーヘッド
が発生しない仕組みを実現した。
これにより仮想化による速度低下
を 1%未満に抑え、100Gbpsクラス
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図 2　NFV としても高速な転送性能を維持する仕組み

SDN に対応。高速な転送性能を
維持したまま NFV 化。 NW インフラ全体の高速な

バックアップ / リストアも可能に

さまざまな活用方法を模索。
ベータユーザーを募集中。


