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背景

3

ソフトウェア化/仮想化，オープン化技術

◼ SDGsなど様々な社会課題を解決し持続可能で新たな価値を創造する社会を支えるネットワークやサービスを提供
する基盤は，今後，データを運ぶパイプからヒト・モノをつなぎ，サービスに連動してデータをつなぐ新たな役割を担う

Beyond 5Gの自律性に向けて福井大学と富士通はNICT委託研究に取り組んでいる

出展：総務省 「Beyond 5G推進戦略懇談会
(第3回)(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/Beyond-5G/02kiban09_04000453.html)

◼ 総務省のBeyond 5G推進戦略では，5Gの要求条件の高度化に加えて，「ネットワークの自律性：完全仮想
化/オープン化/ゼロタッチ/有無線融合」が重要項目の一つ



Beyond 5Gに向けたエッジサービスのありたい姿
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Beyond 5Gの多様なサービスに対応する自律したマルチアクセス・エッジ・プラットフォームの実現

アプリケーション

◼最適なエッジサービスを実現可能であること

プラットフォーム
◼オープンなネットワーク機器/オープンソフトウェア
を活用しオープンエコシステムなエッジサービス
を構築可能であること

◼有線・無線のネットワークを融合し，一体的
かつ最適に運用可能なマルチアクセスな
エッジサービスを実現可能であること

アプリケーションとプラットフォーム

◼有無線マルチアクセスとエッジクラウドの資源を
リアルタイムに最適再配備・運用自律化する
ことで多様なエッジサービスを実現可能なこと

Physical data plane

MBH/
Access Internet

Cloud

MFH

Virtualized control plane

MEC

Network service applications
mMTC

eMBB

URLLC

リソース最適

リソース
最適

vBBU vOLT vCPE vWiFi vEPCv5G Core

オープンなOLT

オープンなONU

オープンな

レイヤ２スイッチ

オープンな無線デバイス

（4G-LTE/5G）

無線アクセス・ネットワーク

有線アクセス・ネットワーク

Metro・Core
Network

・・・

リソース最適

リソース最適



Beyond 5Gに向けたエッジサービスのありたい姿
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Beyond 5Gの多様なサービスに対応する自律したマルチアクセス・エッジ・プラットフォームの実現

Physical data plane

MBH/
Access Internet

Cloud

MFH

Virtualized control plane

MEC

Network service applications
mMTC

eMBB

URLLC

リソース最適

リソース
最適

vBBU vOLT vCPE vWiFi vEPCv5G Core

オープンなOLT

オープンなONU

オープンな

レイヤ２スイッチ

オープンな無線デバイス

（4G-LTE/5G）

無線アクセス・ネットワーク

有線アクセス・ネットワーク

Metro・Core
Network

・・・

リソース最適

リソース最適

アプリケーション

プラットフォーム

◼MECアプリ，最適資源配置アルゴリズム

◼オープンなマルチアクセス・エッジ・プラットフォーム
・オープンな機器/オープンソフトウェアを活用してエッジ
サービスを構築

◼有線・無線融合マルチアクセス仮想ネットワーク
・有線・無線のネットワークを融合し，仮想化(NFV)と
自動化によるオーケストレーションで一体的かつ最適に運用

アプリケーションとプラットフォーム

◼プラットフォームのシステム資源を
リアルタイムに最適再配備し，運用
を自律化可能な一体最適制御技術
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Beyond 5Gの多様な
サービスに対応する

自律したマルチアクセス・
エッジ・プラットフォームの

実現を目指す

一体最適制御技術

・プラットフォームのシステム資源
をリアルタイムに最適化

・運用を自律化



NICT委託研究の活動紹介・福井大学
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[主な取り組みテーマ] 自律したマルチアクセス・エッジ・プラットフォームの実現に向けた
①アプリとプラットフォームの一体最適制御 ②実験用アプリケーション開発

1.何を最適にするの/
できるの？

2.最適にする目標は？
3.システムが複雑では？
4.実システムで自律的に

使える？
学からの貢献
で解決しよう

Physical data plane

MBH/
Access Internet

Cloud

MFH

Virtualized control plane

MEC

Network service applications
mMTC

eMBB

URLLC

リソース最適

リソース
最適

vBBU vOLT vCPE vWiFi vEPC v5G Core

オープンなOLT

オープンなONU

オープンな

レイヤ２スイッチ

オープンな無線デバイス

（4G-LTE/5G）

無線アクセス・ネットワーク

有線アクセス・ネットワーク

Metro・Core
Network

・・・

リソース最適

リソース最適

実現したい内容は．．．

プラットフォームのシステム資源をリアルタイムに
最適再配備・運用自律化し，多様なエッジ
サービスを実現すること



NICT委託研究の活動紹介・福井大学
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[主な取り組みテーマ]
①一体最適制御 ②実験用アプリケーション開発

1. 最適化問題を定式化しよう
Q. 何を最適にする/できる？

A. 処理サーバ・経路の選択
Q. 最適にする目標？

A. 総処理遅延

2. 解の導出を工夫しよう
Q. システムが複雑すぎ？

A. 発見的な導出

3. 産と学で連携しよう
Q. 実システムで使える？

A. 産からの多大な協力
Physical data plane

MBH/
Access Internet

Cloud

MFH

Virtualized control plane

MEC

Network service applications
mMTC

eMBB

URLLC

リソース最適

リソース
最適

vBBU vOLT vCPE vWiFi vEPC v5G Core

オープンなOLT

オープンなONU

オープンな

レイヤ２スイッチ

オープンな無線デバイス

（4G-LTE/5G）

無線アクセス・ネットワーク

有線アクセス・ネットワーク

Metro・Core
Network

・・・

リソース最適

リソース最適



NICT委託研究の活動紹介・福井大学
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1. 最適化問題を定式化しよう

Q. 何を最適にする？
A. 処理サーバ・経路の選択

Q. 最適にする目標？
A. 総処理遅延の最小化

リソース最適

Cloud

MEC

対象
(解) 目標

(目的関数)

全員の
総遅延
最小

・最適化問題を構築するために考慮したこと
・数式で書ける？
・最適化問題に必要な情報が含まれている？
・目的関数や解の設定・表現は適切？
・既存研究でどういう定式化がされている？

学
産のことは気にしない 産



NICT委託研究の活動紹介・福井大学
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2. 解の導出を工夫しよう

答えを出すのが大変
時間がかかりすぎる

学 産産のことを気に
しないと．．．

使えない!!

1周目

2周目

[タスク場所決定（仮経路も決定）]

[経路決定）]

Step 1: タスクS2を処理時間が小さい順に並べ，
次にS1を並べて i =1 としてStep 2へ．

Step 2: i 番目のタスクに対して，MECサーバに
割り当て時の総応答時間の増分とクラウ
ドの応答時間を比較し，前者が短ければ
MECへ，後者が短ければクラウドへ割当

Step 3: 経路r1を通るタスクの総処理時間が
小さいまたは0の場合は経路r1へ，
そうでない場合は経路r2へ割当．

Step 4: i がタスク数以下なら，i を1増加して
Step 2へ戻る．

Step 1: 全タスクを経路r1と経路r2

の伝送時間の差が大きい順
に並べて，i =1としてStep 2へ

Step 2: 制約条件を満たす場合は
経路r1へ，そうでない場合は
経路r2へ割り当て

Step 3: i がタスク数以下なら，i を1
増加して全タスクを割り当
てるまでStep 1へ．
さもなければ終了．

発見的
アルゴリズム
を確立

最適化問題の
答えが早く出るので
実用的!!
ただし近似最適解

発見的アルゴリズム総処理遅延
が最小となる
サーバ・経路
選択が可能



NICT委託研究の活動紹介・福井大学
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3. 産と学で連携しよう

1周目

2周目

[タスク場所決定（仮経路も決定）]

[経路決定）]

Step 1: タスクS2を処理時間が小さい順に並べ，
次にS1を並べて i =1 としてStep 2へ．

Step 2: i 番目のタスクに対して，MECサーバに
割り当て時の総応答時間の増分とクラウ
ドの応答時間を比較し，前者が短ければ
MECへ，後者が短ければクラウドへ割当

Step 3: 経路r1を通るタスクの総処理時間が
小さいまたは0の場合は経路r1へ，
そうでない場合は経路r2へ割当．

Step 4: i がタスク数以下なら，i を1増加して
Step 2へ戻る．

Step 1: 全タスクを経路r1と経路r2

の伝送時間の差が大きい順
に並べて，i =1としてStep 2へ

Step 2: 制約条件を満たす場合は
経路r1へ，そうでない場合は
経路r2へ割り当て

Step 3: i がタスク数以下なら，i を1
増加して全タスクを割り当
てるまでStep 1へ．
さもなければ終了．

インプット

アウトプット

福井大学と富士通は，密な連携
によって，インプットとアウトプット
をうまく調整できた!!

②実験用アプリケーション開発

開発中のプラットフォーム

[産] アプリの最適な
処理場所の情報が
欲しい

[学] サーバの処理
遅延・伝送遅延の
情報が欲しい

インプット

アウトプット

発見的アルゴリズム
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Beyond 5Gの多様な
サービスに対応する

自律したマルチアクセス・
エッジ・プラットフォームの

実現を目指す

[学] サーバの処理
遅延・伝送遅延の
情報が欲しい



NICT委託研究の活動紹介・富士通
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[主な取り組みテーマ]
①一体最適制御基盤開発 ②マルチアクセス・エッジ・プラットフォーム開発

・アルゴリズムに
何をインプットする？

・どんな制御が必要？
・フレームワークは？

産からの貢献
で解決しよう

最適判定

システム制御

Physical data plane

MBH/
Access Internet

Cloud

MFH

Virtualized control plane

MEC

Network service applications
mMTC

eMBB

URLLC

リソース最適

リソース
最適

vBBU vOLT vCPE vWiFi vEPC v5G Core

オープンなOLT

オープンなONU

オープンな

レイヤ２スイッチ

オープンな無線デバイス

（4G-LTE/5G）

無線アクセス・ネットワーク

有線アクセス・ネットワーク

Metro・Core
Network

・・・

リソース最適

リソース最適

情報収集・通知

分析

プラットフォーム技術 実用化・実装ノウハウ

ネットワーク技術

PON



自律型エッジ・プラットフォームを目指して
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アルゴリズムのインプットとして必要となる各種遅延情報の
リアルタイム収集方式とフィードバックの仕組みの確立が課題

Cloud

Compute Node

MEC 
Platform

処理場
所は？

性能は？

【目指す姿】
処理遅延時間(ネットワーク伝搬遅延＋サーバ処理遅延)の状況に応じた

タスクの処理場所(MEC or Cloud)とNW経路の自動割当て

ネットワーク遅延
サーバ遅延収集

データ解析、比較

処理資源
NW経路決定

NW機器
サーバへの制御

MECが輻輳状態なら
Cloudに処理させよう

・最適資源選択イメージ ・Closed Loopのフレームワーク 最適資源配備アルゴリズム



リアルタイムモニタリング技術① ～ネットワーク遅延1/2～
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Spine#1

Leaf#1
P4-SW

Spine#2 Leaf#2
P4-SW

Cloudサーバ

Cloud
アプリ

Telemetry収集サーバ#1

スマートNIC

MECサーバ

MEC
アプリ

Router

Leaf#3
P4-SW

Telemetry収集サーバ#2

スマートNIC

UE1 WiFi-AP

UE2

パケット

UE ⇒ MECルート

UE ⇒ Cloudルート

タイムスタンプ差分で遅延算出

スマートNICによる解析処理高速化

Timestamp

端末アプリ

端末アプリ

In-band Network Telemetry(INT)技術活用
によるプログラマブルスイッチ間の遅延測定

プログラマブルスイッチとINT技術をネットワーク遅延測定に活用し、
パケット毎、かつミリ秒精度のスイッチ間伝搬遅延測定方式を確立

福井大と連携して
検証実施



リアルタイムモニタリング技術① ～ネットワーク遅延2/2～

16

ネットワーク遅延測定結果(1秒ごとのヒストグラム表示)

リアルタイムなネットワーク遅延時間測定を実現
サーバ処理遅延など測定区間の拡張へ

伝搬遅延時間測定状況
(ヒストグラム表示)

UE ⇔ MEC
(往路・復路)

<1ms

UE ⇔ CLOUD
(往路・復路)
5～15ms

遅延時間

パ
ケ

ッ
ト

数

[伝搬遅延測定結果]

⚫UE ⇔ MEC： <1ms

⚫UE ⇔ Cloud : 5～15ms

※測定精度約1ms

[所感]

(Good)

⚫スイッチ間の遅延をリアルタイムに把握

⚫プログラマブルスイッチ/スマートNICの適
用により迅速な設計・変更が可能

(Bad)

⚫サービスレベルではサーバ処理時間含
めたEnd to Endの遅延時間を把握
する必要があるがその計測に課題あり



リアルタイムモニタリング技術② ～サーバ遅延～
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INT技術を活用したネットワーク遅延測定方式を拡張し、
最適資源配備アルゴリズムのインプットに必要なサーバ処理遅延測定に対応

サービス/ユーザ毎のネットワーク遅延とサーバ遅延の両方を
一体的かつリアルタイムに測定、収集可能なエッジ・プラットフォームを構築

Leaf#1
P4-SW

Spine#1

Spine#2

Leaf#2
P4-SW

Cloudサーバ

Cloud
アプリ

INT収集サーバ#1

スマートNIC

MECサーバ

MEC
アプリ

Router

Leaf#3
P4-SW

MEC内
ネットワーク遅延(検証済み)

MEC/Cloud間
ネットワーク遅延(検証済み)

MECサーバ
遅延

Cloudサーバ
遅延

遅延時間

パ
ケ

ッ
ト

数

サーバ遅延時間測定
(ヒストグラム表示)

サーバ処理遅延時間を
ユーザ毎に測定、収集User1 User2 User3

国内特許
出願申請中



Closed Loopフレームワーク実装
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Closed Loop制御実現に向けたフレームワークの検討、実装

リアルタイムなネットワーク遅延/サーバ遅延収集結果をもとに、
簡易的な判定によりシステム制御を自動で行う、Closed Loopを構築

ネットワーク遅延
サーバ遅延収集

データ解析、比較

処理資源
NW経路決定

NW機器
サーバへの制御

・Closed Loopのフレームワーク

システム制御部でのシステム変更イメージ

[簡易最適判定]
・1秒ごとに測定遅延平均値の閾値超過をユーザ毎にチェック
・閾値超過した測定区間に応じて制御アクションを決定
・制御アクションは以下の2種類
①ネットワーク経路切替
②アプリ用コンテナのマイグレーション

②

①



ユースケース検証結果
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配信映像
パケット

映像配信ユースケース：コンテナ・マイグレーション(サーバ#2→#1)

ネットワーク遅延/サーバ処理遅延時間の閾値超過検出をトリガとして、
ネットワーク経路切替、またはアプリのマイグレーションを自律的に実行

安定した低遅延サービスを提供する
自律型エッジ・プラットフォームの実現へ

時刻

サ
ー

バ
遅

延
(平

均
)

サーバ遅延時間測定
(時系列表示)

2)遅延増加検出をトリガに
自動でマイグレーション実施

1)処理輻輳により、
遅延時間増加！!

3)マイグレーションにより
遅延解消

学の成果を取り入れ、より
インテリジェントにしよう！

Spine#1

Leaf#1
P4-SW

Spine#2

Leaf#2
P4-SW

Telemetry収集サーバ#1

スマートNIC

MECサーバ#2

MECアプリ

UE1 WiFi-AP

端末アプリ

UE2
端末アプリ

無線

DB

カメラ
カメラ映像
パケット

MECサーバ#1

コンテナ処理
遅延発生MECアプリ

コンテナ・マイグレーション



新たなマルチアクセス・エッジ・プラットフォーム
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Physical data plane

MBH/
Access Internet

Cloud

MFH

Virtualized control plane

MEC

vBBU vOLT vCPE vWiFi vEPC v5G Core

オープンなOLT

オープンなONU

オープンな

レイヤ２スイッチ

オープンな無線デバイス

（4G-LTE/5G）

無線アクセス・ネットワーク

有線アクセス・ネットワーク

Metro・Core
Network

・・・

あらゆるオープンなネットワーク機器/オープンソースを活用して
マルチアクセス・エッジ・プラットフォームを構築・検証

基本的な機能はオープン技術実現可能

ハードウエアはサーバやホワイトボックス
＋

オープンなソフトウエア化、仮想化ネットワーク機能

OSSでネットワーク機能が実現可能。
NW領域でコンテナ化が急速に発展しており
コンテナ化の技術課題解決も必要！

PON



産学連携の成果とNext Step
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福井大＆富士通で最適資源配備システムのプロトタイプの完成
合同検証にて有効性を確認

【福井大】
最適資源配置アルゴリズム確立と
実験用アプリケーションの開発

【富士通】
ネットワーク遅延/サーバ処理時間を
収集する方式を確立

【富士通】
マルチアクセス・エッジ・プラットフォーム
をオープン技術で実現

＋ ＋

＝

産学連携の成果

産学連携で進めるNext Step

➢ 最適資源配備システムの完成度向上
➢ アルゴリズムとプラットフォームの柔軟性向上

(汎用性のある最適資源配備システムの実現)
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産・学から見たNext Step(連携視点)
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[産学連携今後の取り組み]

・最適資源配備システムの完成度向上
・アルゴリズムとプラットフォームの柔軟性向上(汎用性のある最適資源配備システムの実現)

データ解析、比較

処理資源

NW経路決定

NW機器

サーバへの制御

ネットワーク遅延

サーバ遅延収集

課題：

①多様なサービスに適用可能な計測
とデータ解析、分析アルゴリズムの実現

課題：

②サービスの多様な構成に対応可能な配備
決定アルゴリズム、およびコンテナ・ダイナミックマ
イグレーションとネットワーク経路制御

“産” のプラットフォーム技術＋ “学”の分析・配備決定アルゴリズムの更なる連携がポイント
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産から見たNext Step(プラットフォーム視点)

①多様なサービスに適用可能な計測の実現
・複数のプロトコルに対応、測定精度向上

②サービスの多様な構成に対応したシステム制御
・複数Podで構成されたサービスへの対応

さらに・・・システムとして多様なサービスに自律的に対応するためには、「学」の理論に基づいたア
ルゴリズムが必要 (powered by 福井大学)

・社会実装に向けて技術動向への対応が必須
・VNFからCNFへ
・パケット高速処理技術との連携

➢ 沖縄オープンラボなどコミュニティの場に貢献しながら、最適技術の見極め

プラットフォームの柔軟性向上へ

(紹介)コンテナ化技術の拡大への対応 産独自の課題



産から見たNext Step(プラットフォーム視点)
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(紹介)コンテナ化技術拡大への対応

VNFからCNFへの動き

a)デザイン他標準化仕様

Helm + TOSCAデザイン・管理手法
などの標準化

b)パケット処理高速化技術との親和性

DPDK, VPP, SR-IOV, HWオフロード
等の高速化技術とコンテナの連携

Containerizationに向けた課題

ETSI/OASISに期待

d)脆弱性の影響範囲

コンテナ間でカーネルを共有するため脆
弱性の改善

c)コンテナのリソース分離・配備制御

変化するネットワーク状況に追従し、テナン
ト間・サーバ内でリソース競合・干渉を低減

Kata-container, VM等の使い分け

・・・

コンテナ化とその実用化に向けては様々な壁があり、取り組んでいかなければならない
またMEC技術としても取り組んでいくべき課題

オープンコミュニティ、オープンラボで
貢献しながら最適技術を見極め

沖縄オープンラボ検証中のContiv-VPPをはじめ、
k8sと親和性の高い高速化技術を検討
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学から見たNext Step(アルゴリズム視点)

①,②多様なサービスに適用可能な分析、配備決定アルゴリズムの実現
多種・多様・多数のコンテナの資源を管理できる最適化問題の定式化
・扱う変数が膨大で計算が複雑に
・適切な最適化問題の確立
・近似解を導出可能な発見的アルゴリズム のさらなる効率化や迅速化へ
・入力と出力のすり合わせ (powered by 富士通)

・新規資源（学生）の性能が固定化 → 教える側の問題（講義はあまり変えない/変えられない）

・性能向上した資源（学生）が数年で使用できなくなる!!

・管理用コントローラ（教員）の処理性能は年々劣化するにもかかわらず，処理負荷は増加する

・管理用コントローラ（教員）が少なく交換も厳しい

ネットワーク・サーバ資源に関して

人的資源に関して（個人的な意見）

学にとって産との連携は魅力的なので両課題は十分に解決できる!!



おわりに
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“産” ＋ “学” 互いのノウハウ、人的リソース、物理的リソースを補いながら
互いの長所の連携でシナジーを発揮し、次世代の技術をエンジニアリング
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