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IOWN[1]はさまざまな産業の ICT

基盤サービスで共通的に利用される
ことを目標としており、これを実現
するためのコンセプトのひとつが機
能別専用ネットワーク（FDN： 

Function Dedicated Network）[2]であ
る。FDNでは、APN（All Photonics 

Network）でさまざまなネットワー
ク要件を持つサービスを実現し、共
存させることを目指している。これ
により、移動体アクセス網と固定ア
クセス網を要件に応じて組み合わ
せ、移動固定融合サービスなどを柔
軟に提供することが可能になる。

FDNにおける柔軟なサービス提供
を支えるのが、多岐にわたるネット

ワーク機能を組み
合わせることを目
的とした FDN制御
技術群である。各
種 FDN制御技術群
が制御する対象の
うち、転送系機能
の制御においては、
さまざまなアクセ
スネットワークと
連携した転送サー
ビスを提供するため、収集・分析・
制御のクローズドループを基軸とし
たアーキテクチャを志向している
（図 1）。このアーキテクチャの実現
により、要件に応じて適切なアクセ
スネットワーク機能や各種クラウド
基盤を柔軟に接続し、個別の移動固
定融合ネットワークを提供できる。

本稿では、
FDN 制御技
術群において
転送系制御を
実現する収
集・ 制 御 の
アーキテク
チャについて
その価値や取
り組みを紹介
する。

FDNにおいてユーザの利用用途
やグレード等に応じた細かな単位で
ネットワーク機能をタイムリーに提
供するには、装置アラームや装置ロ
グに加え、より細かな単位でネット
ワーク状態を把握することが必要と
なる。その実現のために、ネットワー
ク上のトラヒックをサンプリングし
多種多階層のヘッダでカプセル化さ
れたプロトコルの解析や要件に応じ
た情報整形処理を 100Gbps級のト
ラヒックレートで実現するトラヒッ
ク情報可視化技術や、マイクロ秒精
度で網内の全リンクや E2E単位で
QoSレベル毎に NW遅延・ジッタ
等が測定可能な高精度 NWモニタ

転送サービス基盤プロジェクトでは、IOWN時代の移動固定融合実現にむけ、各種クラウドやアクセスネットワークを柔軟
に接続しネットワークサービス提供を行う機能別専用ネットワーク（FDN）の研究開発を行っている。本稿では、FDNの
実現で不可欠なネットワーク機能制御技術やネットワーク情報収集技術の高度化に着目しその取り組みを紹介する。
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図１　収集・分析・制御による転送系アーキテクチャ
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リング制御技術（HANMOC: High 

Accuracy Network Monitoring and 

Control）の検討に取り組んでいる。
トラヒック情報可視化技術や

HANMOCにより収集したフロー統
計・遅延・テレメトリ等の NW情
報とトポロジ情報やルーティング情
報、ユーザ情報等の関連付けによる
NW状態の可視化に関する商用網ト
ライアルにより、ユーザ毎の通信経
路の可視化や、その通信経路の網内
遅延、アプリ毎の挙動等について実
現性確認等を進めている。
今後は、ネットワーク制御技術と
の連携による、パケットロスや遅延
異常等これまで気付けなかったサイ
レント故障の検知や、ユーザ /アプ
リレベルといったこれまでよりも細
かいレベルでのトラヒック制御への
活用の検討を進める予定である。

前節で収集した情報を活用し、ユー
ザの多様な利用用途に応じたネット
ワーク機能をリアルタイムに提供する
には、ネットワーク制御技術の確立も
重要となる。我々は現在、一般的なネッ
トワークで広く使われる汎用機能を、
転送リソースのプール化により使いこ

仮想ゲートウェイをオンデマンドに構
築可能である。さらに、移動体網・
固定網モバイルトラヒックに対し認証
条件等に応じて振り分けや高レイヤ
処理を行う等、要件に応じたネット
ワークサービス制御により、移動固
定融合サービスの実現に貢献する。
今後は、ネットワーク情報収集技
術と NW-CTL/vGWの相互連携を進
めていき、全体方式・アーキテクチャ
の実現に向けて技術拡張を進めてい
く。並行してソフトウェア最適化に
よる制御対象の拡張やハードウェア
アクセラレータを活用したパフォー
マンスの向上、消費電力の削減に取
り組む予定である。

本稿では、IOWN時代に向けた柔
軟な転送サービス提供を FDNで実
現するための収集技術・分析技術に
関する研究開発の取り組みについて
紹介した。今後もこれらのネットワー
クサービスを実現するアーキテクチャ
の詳細検討を行うとともに、ユース
ケースごとに実証実験等を行い、シ
ステム実装を進めていく予定である。

な す た め の NWコントロ ー ラ
（NW-CTL）技術と、キャリアネットワー
クでのサービス差異化機能も含めて
柔軟に転送機能を組み合わせて提供
可能とするための共通仮想 GW基盤
（vGW）技術の検討に取り組んでいる。

NW-CTL技術では、運用者が実現
したい制御シナリオを容易に拡張可
能にする実装方式や、様々な汎用装
置の機種差分を吸収するアダプテー
ション機構により、迅速なサービス
開通を実現する。また、NW情報収集・
分析に基づくフィードバック制御に
より、NW状態に合わせたリアルタ
イムな通信サービスの提供を実現す
る。さらに、移動固定融合をはじめ
とする異なるNW間でのセキュアな
相互接続を、ワンストップ提供可能
にすることで、様々なNWのインテ
グレーション、相乗効果によるサー
ビス創出にも貢献する。
共通仮想 GW 基盤技術は、提供

サービスに応じたネットワーク機能を
組み合わせて汎用サーバ上に構築
することで、オンデマンドにサービス
毎の仮想ゲートウェイを提供する。
例えば、VPNサービスにおいては、
ユーザのサービス利用開始時に、
閉域を構成するためのトンネル終端
機能やルーティング機能を具備する

[1] https://www.rd.ntt/iown/
[2] https://www.rd.ntt/research/
　 JN202108_14878.html
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