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─まずディスアグリゲーテッドコン
ピューティングとはどのようなもの
か、簡単に教えてください。

水野　IOWN構想で目指す高度で柔
軟なネットワーク（以下、NW）サ
ービス、高負荷・低遅延なデータ処
理の実現には、高速かつ環境負荷の
低いコンピューティング技術が不可
欠です。現状や課題に目を向けると、
まず近年はAIの処理にGPUを使う
など、CPU以外のアクセラレータの
活用が進んでいます。一方、アプリ
ケーションごとに必要なリソースは
異なるため、画一的なサーバー構成
では最適化が難しく、リソースの利

用効率が良くないと
いう、一般に共通し
た課題があります。
そこでCPUやアク
セラレータなどの部
品をばらばらにして
リソースプール化し
ようという考えがあ
ります。これがディ
スアグリゲーテッド
コンピューティング
です（図1）。 電気信号のままでは広
帯域データ転送の距離の制約が大き
いため、光の活用も重要な点です。

─このアーキテクチャ実現に役立つ

NECの技術について教えてください。
飛鷹　“ExpEther（エクスプレスイ
ーサ）”という技術です。コンピュ
ータを構成するCPU、I/Oデバイス
等は「バス」でつながっており、そ
の バ ス の 規 格 と し て は“PCI 

Express”が主流です。この規格に
合うデバイスを、NECが開発した
ExpEtherエンジンを介してイーサ
ネットで接続すると、各デバイスか
らはお互いがPCI Expressで繋がっ
ているように見えます。2012年に
商用提供を開始しています。
─バスとイーサネットでは通信速度
がかなり違いますね。

飛鷹　瞬断を許容するか等、他にも
違いがあります。その違いをうまく
吸収し、NW上でバスを仮想化する
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図 1　ディスアグリゲーテッドコンピューティング構想

リソースのプール化実現に役立つ
NECの技術“ExpEther”
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仕組みを実現しました。
I/Oデバイスを抜き差ししても動
的にデバイスを認識します。I/O デ
バイスを IDでグループ分けし、デバ
イスが自動で繋がる仕組みや、ソフ
トウェアでコンピュータの構成変更
を可能にする機能も提供しています。
また、多数の CPUを接続しても

平等に帯域を制御できるよう超低遅
延な転送を行う“高精度高速輻輳制
御”、高速に障害を検知し回復制御
を行う“多重冗長マルチパス転送制
御”など、高い伝送品質を実現する
技術も開発・実装しました。
こうした特長によりラックや建物
をまたがるリソースの分散が可能で
す。64台のサーバーに GPUを含む
70個の I/O デバイスを接続したリ
ソースプールの例や、デバイス間を
およそ 2kmのイーサネットで接続
した例など、事例も豊富です。
─この技術がNTTの構想にも活用
できるということですね。

飛鷹　はい。光化も可能な設計です
し、今後必要となる技術の開発も進ん
でいます。複数のI/O デバイスをリソ
ースプールのように利用する「デバ
イスプール」はリリース済みです。
このほかI/O デバイスを複数のCPU

で共有する「デバイス共有」、CPU

を介さずにI/O デバイス間でデータ
を転送可能にする「デバイス間転送」、
CPU間でのデータ転送を可能にする
「CPU間転送」も試作は終えていま
す。加えて重要になるのが、これらの
機能を有効活用するためのソフトウ
ェア制御です。

─そのソフトウェア制御とはどのよ

効活用も困難でした。そこで計算資
源のディスアグリゲーションに加
え、CPUではなくメモリを中心と
するメモリセントリックコンピュー
ティングの研究にも取り組んでいま
す。データ転送処理にCPUを介在
しないことで効率化、省電力化を期
待できます。

─今後の抱負などお聞かせくださ
い。

水野　既存のコンピューティングの
限界を超え、それにより新たな価値
を生み出していきたいという思いで
す。NECとは目指す世界観が近く、
すでに議論を進めており、ExpEther

などの技術にも期待しています。と
はいえ2社だけで実現できる構想で
もありません。IOWN Global Forum

で多くのメンバーと議論したいと考
えています。
妹尾　NECもそうした議論に参加
し、構想の実現に貢献する考えです。
─ありがとうございました。

うなものでしょうか？
妹尾　世の中で扱われるデータの量
は急増しており、いろいろな場所、場
面でデータを処理する必要が生じて
います。データから何が起きている
かを判断し必要な処理を行うという
作業を人手に頼るのは、今後難しく
なるでしょう。そこでNWやシステ
ム全体を安全かつ自律的に運用する
オーケストレーションを構想してい
ます。たとえばExpEtherを適用する
部分でエッジコンピューティングを
活用する場合、クラウドからデータ
を持ってくることもあるでしょう。
こうしたシステム全体を統制する仕
組みを実現していく考えです。ディ
スアグリゲートされた計算資源も統
制の対象として想定しています。

─現時点でどのようなユースケース
をお考えですか？

水野　たとえばスマートシティーの
膨大なカメラ映像をリアルタイムに
解析するような用途を考えていま
す。こうした処理のチェイニングは
難しい上、負荷がGPUなどのアクセ
ラレータに偏るため、計算資源の有

従来のコンピュータ

I/O I/O・・・・

CPU

I/O I/O・・・・・・・・I/O・・・・I/O

CPU PCI Express BusPCI Express Bus

②固定的な構成

①
拡
張
に
制
約

③CPUを仲介→性能制約

次世代のコンピューティング基盤

I/O
NIC

CPU
CPU CPU

I/O
GPU

I/O
Storage

I/O
AcceleratorAccelerator

I/O
Accelerator

Shared Memory

Memory

Memory

Shared Memory

I/O
Accelerator

①Ethernet上で
I/Oの柔軟な
拡張を実現

Memory

Application Application

専用回路で
I/O間転送

光･電気Network光･電気Network

仮想PCI Express Bus仮想PCI Express Bus

ApplicationApplication

Application

PCI Expressやバスアーキテクチャ
の仕様により拡張・構成・性能等

の制約が存在

コンピュータとネットワーク技術の融合、高度なソフトウェア制御
により、自由で柔軟な拡張、最適なシステム構成を自動的に実現。
また、電力・性能効率を意識したサービス性能の向上を実現する。

②システムを安全かつ自律的に運用する
　オーケストレーション

IT/NW/アプリの
状態を監視/分析し
システムを統制

③CPUを仲介せず転送する
　メモリセントリックコンピューティング

図 2　次世代コンピューティング基盤実現に向けた先端技術開発
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