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ネットワークインフラは耐えられるのか？	

“The	  cost	  of	  networking	  is	  escala2ng	  rela2ve	  to	  the	  cost	  of	  all	  
other	  equipment.	  It	  is	  An2-‐Moore.	  All	  of	  our	  gear	  is	  going	  down	  
in	  cost,	  and	  we	  are	  dropping	  prices,	  and	  networking	  is	  going	  the	  
wrong	  way.	  That	  is	  a	  super-‐big	  problem,	  and	  I	  like	  to	  look	  out	  a	  
few	   years,	   and	   I	   am	   seeing	   that	   the	   size	   of	   the	   networking	  
problem	   is	   geRng	   worse	   constantly.	   At	   the	   same	   Sme	   that	  
networking	   is	   going	   AnS-‐Moore,	   the	   raSo	   of	   networking	   to	  
compute	  is	  going	  up.”	
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http://www.enterprisetech.com/2014/11/14/rare-peek-massive-scale-aws/	
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通信量の増大	
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出典 : http://www.soumu.go.jp/main_content/000244628.pdf 
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モバイル端末の増加	

•  モバイルトラフィックの増大と	  
•  市場競争によるサービスプランの増加と短時間サービスイン	

5	出典 : http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010602.pptx 2014/12/11	



アプリケーション主導の通信モデル	
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•  MPTCP	  などのトランスポートプロトコルの変化	  
•  HTML5	  における WebRTC	  

	  

•  クラウドにおける広域サービス分散	  
–  グローバル規模での資源管理とトラフィック分散	  

•  SPDY,	  HTTP2.0	  	  や	  QUIC	  の普及	  

2014/12/11	



Interop	  Tokyo	  2015	  :	  ShowNet	  テーマ	
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「次」のネットワークアーキテクチャを	  



SDN	  の大きな分類	

–  以前から存在している	  
–  netconf	  等の設定プロトコル	  

–  オーバレイネットワーク	  
–  仮想化ネットワーク	  

–  トラフィックエンジニアリング	  
–  OpenFlow	
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SDN	  の適用範囲	
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•  データセンターネットワーク	  
•  エンタープライズネットワーク	  
•  専用ネットワーク	  
•  コアバックボーン	  



なぜ	  SDN	  が必要とされる	  ?	

•  クラウド	  
–  計算処理の分散化	  
–  サービス提供のソフトウェア

化	  
–  ホスト仮想化の進化と普及	  

•  ビッグデータ	  
–  データセンター内折り返し

通信の増大	  
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従来の通信フロー・制御手法とは異なった通信が生まれる	
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SDN	  がもたらしたもの	  (1)	

•  「目的」と「手段」の分離	  
– やりたいこと と 実現方法	  

•  DevOps	  としてのネットワーク	
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実運用	  
評価	

開発	

導入	
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SDN	  がもたらしたもの	  (2)	
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•  ネットワーク業界の再活性化	  
– 製品	  
– ソリューション	  
– マーケティング	  

•  専用ネットワークの多様化	  
– 制御手法	  
– 通信手法	  

•  サービスモデルの再構築	  
– 何を行いたいのか	  
– 最も効率の良い方法とは	  

	

SDN	  の	  
普及？	

「次」への
布石	



NFV	
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•  NFV	  (Network	  FuncSons	  VirtualizaSon	  /	  VirtualisaSon)	  
–  専用機器で行われていたサービスを仮想化を用いて	  

汎用機器で提供する	  
•  VNF	  (Virtual	  Network	  FuncSon)	  

–  現状は仮想アプライアンス	  (VM)	  として従来の	  
ハードウェア機器を置き換える	  

–  VM	  にすることで構成の柔軟性を実現	  



NFV	  の利点	
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CAPEX	  
OPEX	  
削減	

短納期	  
柔軟性	

規模性	  
Scale	  In/
Out	
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汎用ハードウェア	

耐障害性	  
(処理パスの分散

によるライン増)	



VNF	  の例	
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Interop	  Tokyo	
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•  世界最大規模のネットワーク機器と	  
技術の展示会	  
– 3日間の累計来場者数約13万人	  
– 毎年6月に幕張メッセで開催	  



ShowNet	
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•  I	  know	  it	  works	  because	  I	  saw	  it	  at	  Interop.	  
–  INTEROPで構築される世界最大の	  

デモンストレーションネットワーク	  
– 相互接続性検証の場	



SDN	  を用いた	  IX	
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•  従来の Internet	  Exchange	  (IX)	  
–  L3	  /	  L2	  でのトラフィック交換	

–  BGP	  (Border	  Gateway	  Protocol)	  により経路情報を交換	  
AS	  間でトラフィックを交換する場	

•  SDN-‐IX	  とは ?	  
– 従来の	  IX	  に「付加価値」を付けた	  IX	  を目指す	

PIX-IE ShowNet logo 2014/06/07



Interop	  Tokyo	  における挑戦	

•  VNF	  サービスチェイニングにてネットワークを構成	
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「次」のネットワークに求められるもの	

•  動的な構成変更を可能とするネットワークサービス	  
プラットフォーム	  
–  VNF	  +	  サービスチェイニングによる動的構成	  
–  SDN	  による可搬性	  

•  「ネットワーク」が付加価値	  (機能)	  を提供する	  
–  「位置」の呪縛から解き放たれる	  →	  普遍性	  
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新たなネットワークサービスアーキテクチャ	

•  サービスが「位置」の呪縛から解き放たれる	  
– トラフィックが生まれる「場所」が	  

「サービスの場所」	  

– 必要な「処理」を	  
最適な「場所」で	  

•  ネットワークが「機能」を	  
提供しサポートする	  

•  サービス提供モデルの変化	
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次世代ネットワークアーキテクチャへの	  
チャレンジ	
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相互接続	

MANO	 MANO	

ベンダA	 ベンダB	

VNF	

NFVI	

ベンダA	

ベンダB	

MANO	

VNF	

ベンダA	

ベンダB	

NFVI	ベンダC	

•  マルチベンダー構成を前提 
（経済性、E2Eサービス） 

•  標準モデルへの対応 
•  性能と運用性 
•  チェイニングのネットワーク	

性能設計	

•  KPI定義、SLA定義に必要
な性能指標が事前に得られ
ること 

•  仮想化では組み合わせ要

素が多く事前想定できない 
(変動要素とパラメータ 
の定義) 

•  参照アーキテクチャと 
統合機構による一般化 

•  NFVI性能が予測可能 
•  VNF/SFC性能が予測可能 

管理性	

•  統合管理による OPEX 
削減 

•  オーケストレータの多重化 
を避けてシンプルな構成を 

•  SDN との連携 

コント
ローラ	

コント
ローラ	

コント
ローラ	

ベンダA	 ベンダB	 ベンダC	

オーケスト
レータ	

規模性	

•  動的な規模性と性能の変更
に対応できる 
アーキテクチャ 

•  スケールアウト / イン 

•  NFV の内部アーキテクチャ 
•  並列構造と直列構造 

•  ネットワークの動的な構成 
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コンソーシアムを立ち上げました	
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研究課題の発見	  
実運用へのフィードバック	  

シナリオの検証	

最新技術と製品	  
製品へのフィードバック	  

技術課題の解決	

相互接続性検証	  
検証を通じたユースケース	

次世代	  NSP	  コンソーシアム	
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