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⾃⼰紹介
上⽥耕佑(うえだこうすけ)

NICT 総合テストベッド研究開発推進センター
JGN運⽤センタ/ B5G⾼信頼仮想化環境運⽤担当

NTTコミュニケーションズ株式会社
ビジネスソリューション本部 ソリューションサービス部

略歴
• 2009年 NTTコミュニケーションズ ⼊社

• ISPネットワークの構築・運⽤
• 法⼈サービスネットワークの運⽤

• 2013年 NICT様 JGN国内網運⽤担当 着任
• 2022年 NICT様 B5G⾼信頼仮想化環境運⽤担当 兼務
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NICT 総合テストベッド 「これまで」と「これから」
• 柔軟性を旨とし、循環進化を実現する
• 動向・ニーズを迅速に汲み上げ、適切なビジネス化・サービス創出に寄与する

シアトル バンコク
シンガポール ⾹港

2021年4⽉より開始した
第5期中⻑期計画期間に
おいて、Beyond 5Gの実現
に向けた検証環境
「⾼信頼・⾼可塑B5G/IoT
テストベッド」
を新たに構築

• 機器・環境の持込みや、
ソフトウエア改変を前提に、
柔軟に拡張

• 既存のテストベッド環境の
運⽤も維持

⼤規模計算機環境
「StarBED」

100万台レベルのエミュレーションによる
ハードウェア・ソフトウェアの検証基盤

超⾼速研究開発ネットワークテストベッド
「JGN」

最先端のネットワーク技術の検証と国内
海外における実証環境の構築を⽀援

海外拠点
シアトル バンコク
シンガポール ⾹港

連携する各種機能
lキャラバンテストベッド
lLPWAテストベッド
lP4テストベッド
lIoTゲートウェイ
lAIデータテストベッド
l他の機構内テストベッドや設備

(参考)児島、ADVNET2022 2022年10⽉(ADVNET Webに掲載)



Beyond 5G時代の検証環境(テストベッド)の構成と機能
⾼度化・多様化したサービス・システムの、円滑かつ効果的な研究開発・実証評価を⽀援する検証環境

n 総合テストベッド研究開発推進センターでは、Beyond 5G時代の
⾼度化・多様化したサービス・システムの研究開発・技術実証を推
進する検証環境(テストベッド)として、『⾼信頼・⾼可塑B5G/IoT
テストベッド』の構築を進めています。

n 柔軟性・拡張性があり、技術開発動向に合わせて機能拡張、循環
進化が可能なテストベッドの提供を⽬指します。

n ネットワークレイヤ、ミドルウェアレイヤ、プラットフォームレイヤの連携に
より、エミュレーション、データ利活⽤等の多様な技術要素に対応し
た実証環境を提供します。

n 以下のB5G環境を、本年10⽉から提供開始しています。
• B5G⾼信頼仮想化環境
• B5Gモバイル環境
• サイリアル実証環境 (StarBED)
• DCCS -Data Centric Cloud Service-

特⻑

応⽤例・利活⽤シーン

⾼信頼・⾼可塑B5G/IoTテストベッドの概要
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(参考)⽊全他、NV研 2022年9⽉(NV研 Webに掲載)

ここを担当



B5G⾼信頼仮想化環境の機能概要
B5G⾼信頼仮想化環境では，国内10拠点(22年10⽉段階)に分散配置された機能
群を⽤いて，10⽉より下記⼆種類のサービス提供を開始しました。

1. ソフトウェア化されたネットワーク機能と仮想化技術により、リソースを柔軟
に配分可能とする⾼速で⾼信頼なテストベッドサービスを提供する
「次世代仮想化サービス環境」

2. 光伝送装置のディスアグリゲーション、ハードウェア・ソフトウェア分離及び
オープン化による、光伝送技術の⾼度化を推進するテストベッドを提供する

「光ホワイトボックス環境」
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(参考)⽊全他、NV研 2022年9⽉(NV研 Webに掲載)



B5G⾼信頼仮想化環境 物理構成図
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1．次世代仮想化サービス環境
a) 次世代⾼信頼NFV 10拠点
b) ソフトウェアルータ 10拠点
c) 仮想測定器 1拠点(機能は仮想化し10拠点)
d) 帯域制御機能 3拠点

2. 光ホワイトボックス環境
a) 光ホワイトボックス伝送装置 2拠点3台
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(参考)⽊全他、NV研 2022年9⽉(NV研 Webに掲載)



総合テストベッド事務局

体制
利⽤者様

JGN担当 B5G⾼信頼仮想化環境担当

運⽤チーム：11名
（統括3名/JGN国内6名/ B5G⾼信頼仮想化環境2名）

B5Gモバイル担
当

・・・
開発チーム：3名

技術職員：2名

担当職員
招聘専⾨員：2名

協⼒研究員：約20名

国際運⽤チーム 連携 連携
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B5G⾼信頼仮想化環境 監視・運⽤系

•監視サーバ︓Zabbix
•監視サーバ/Syslogサーバは東⻄⼆重化
•職員/開発チーム/運⽤チーム間ツール
• コミュニケーションツール︓slack
• 課題/タスク管理︓backlog
• IP/VLAN管理︓NetBox

•運⽤拠点︓東京 ⼤⼿町
• 新型コロナ対策で、出社とリモートの2チーム制



• 2022年4⽉ 運⽤体制確⽴
• slack/backlogによる職員・開発チーム・運⽤チーム間の連携開始

• 4⽉〜9⽉ 10⽉に向けた提供準備
• 運⽤者⾃⾝でのサービス利⽤
• NICT内での試験提供
• 利⽤申請受付・管理フローの確⽴
• リソース使⽤状況や主要configの収集⾃動化/可視化

•⾒えてきた課題
①故障対応の⻑期化
②今はまだ便利とは⾔えないサービスたち
③環境提供に時間がかかる

B5G高信頼仮想化環境の立ち上げ

9



①故障対応の⻑期化

• 次世代仮想化サービス環境はIP-
Clos構成やLeafスイッチのソフトウェ
アルータ化で⾼信頼性を発揮
• スイッチのIFモジュール3回、サーバの
SSD1回の故障でもサービス影響な
し
• しかし、センドバック保守のリードタイ
ムが1ヶ⽉前後、また2回の現地対
応が発⽣

→⾼信頼性の維持・早期復旧を⽬
指して交換具材捻出ルールの整理や
予備品購⼊検討を進めています。

B5G高信頼仮想化環境の運用課題

10(参考)⽊全他、NV研 2022年9⽉(NV研Webに掲載)



②今はまだ便利とは⾔えないサービスたち

• 製品/機能があることと、使える/使いやす
いことの違い
• 利⽤者に提供できる形、運⽤者が安⼼し
て使える環境に整備していく必要がある

→関係者の⼒も借りて、循環進化サイクル
で整備を進めます。
• 職員/開発チーム/運⽤チームのサイクル
• 利⽤者/運⽤/メーカーのサイクル

B5G高信頼仮想化環境の運用課題
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• 職員/開発チーム/運⽤チームのサイクル
例︓⾼信頼を⽀えるマイグレーション機能の性能評価(SC22※実験)

性能評価前
（職員）マイグレーション機能、問題ないよね︖
（開発）試験環境でも動いてますし、スクリプト化したんで⼤丈夫です。
（職員）じゃ、今度の評価、運⽤チームと連携してよろしく。
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B5G高信頼仮想化環境の運用課題

職
Go!

開
了解!

※ https://sc22.supercomputing.org/
⽇本(東京)〜⽶国(Dallas)間で実験



• 職員/開発チーム/運⽤チームのサイクル
例︓⾼信頼を⽀えるマイグレーション機能の性能評価(SC22※実験)

性能評価前
（職員）マイグレーション機能、問題ないよね︖
（開発）試験環境でも動いてますし、スクリプト化したんで⼤丈夫です。
（職員）じゃ、今度の評価、運⽤チームと連携してよろしく。
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B5G高信頼仮想化環境の運用課題

職
Go!

開
了解!

運
？？

性能評価当⽇
（開発）マイグレーションスクリプトはここにあるので、運⽤チームで実施お願いします。
（運⽤）複数スクリプトがあるけど、どれから︖

事前準備や、動作前提の環境は︖
正常完了の判断は︖

→開発者には暗黙の前提が多くあり、ドキュメンテーションがしっかりしていないと運⽤者が使えない。

※ https://sc22.supercomputing.org/
⽇本(東京)〜⽶国(Dallas)間で実験



• 職員/開発チーム/運⽤チームのサイクル
例︓⾼信頼を⽀えるマイグレーション機能の性能評価(SC22※実験)

性能評価当⽇
（運⽤）1回線⽬54 分かかりました。
（開発）・・・・・︖︕ 調査のため、ログ出⼒を強化しましょう。

→結果的にはマイグレーション機能に問題はなく、回線スループットの問題と考えられま
すが、両チームが連携しながらの作業でドキュメントとスクリプトの改良につながりました。
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B5G高信頼仮想化環境の運用課題

回線* スループット** マイグレーション所要時間
1 55.9 Mbits/sec 54 分 31 秒
2 159 Mbits/sec 22 分 26 秒
3 128 Mbits/sec 26 分 41 秒
4 173 Mbits/sec 20 分 12 秒

※ https://sc22.supercomputing.org/
⽇本(東京)〜⽶国(Dallas)間で実験

*⽇⽶間100G回線が6回線あり、その
うち4回線にて実施
**スループットは、マイグレーション
スクリプト実施と同時間帯に同サー
バ間でiperf(TCP)にて測定



• 利⽤者/運⽤/メーカーのサイクル
例︓国際回線を利⽤した仮想テスター性能評価(SC22※実験)

今後の利⽤者提供に向けて、多様な試験パターンに挑戦

仮想テスターのメーカーエンジニアと連携し切り分け、SR-IOVへのCPU割り当てに検討をつける
も時間切れ
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B5G高信頼仮想化環境の運用課題

パターン フレーム
サイズ

送信設定 送信 受信 備考

1 8900byte 80Gbps x 5 400Gbps 391Gbps 5回線中2回線は75Gbpsまでしか使え
ないとの情報から想定内の結果

2 1522byte 80Gbps x 5 392Gbps 384Gbps テスター⾃⾝から送信できていない
3-7 1522byte 80Gbps x 1 80Gbps 73 or 

80Gbps
1回線ずつ5回

8 1522byte 80Gbps x 4 320Gbps 310Gbps 75Gbpsまでの2回線を含む

※ https://sc22.supercomputing.org/
⽇本(東京)〜⽶国(Dallas)間で実験



③環境提供に時間がかかる

• テーマ「⾼可塑」＝利⽤者の希望に沿った構成検討
• 機能 × 拠点 × 空き状況（リソース管理）

• 機能の提供パターンがFIXしていない
• 職員と開発チームの議論から新しい提供パターン

• 利⽤者ごとにヒアリングや提供構成検討が
必要な分、提供までに時間がかかっている

→ヒアリングトレーニング
もくもく会による開発→運⽤へのナレッジトランスファー
を通じて、提供パターンの整理と⾒える化を進め、
効率化、⾃動化を模索していきます。

B5G高信頼仮想化環境の立ち上げ
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⾼信頼NFVスイッチ#1 ⾼信頼NFVスイッチ#2

⾼信頼NFVサーバ#2

vm-ipclos
(kamuee)

ovs

ovs

VM

B5G高信頼仮想化環境の立ち上げ
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• 機能の提供パターンがFIXしていない
• 職員と開発チームの議論から新しい提供パターン

(職員)今度の利⽤者は、外部に既存環境が
あって、複数L2をVMまで伸ばしたいらしい。
(開発)では、ipclos外して、Linux Bridge
で⾏きますか︖
(職員)よし、それで⾏こう。

(運⽤)︖︖︖ 新パターン︖使い分けは︖

当初、ipclos構成でのVM間ネットワークを提供する
サービスだと思っている運⽤担当にとって、構成も準備
⽅法もすぐに追い付けず。
しかし、利⽤者は提供を待っている。

⾼信頼NFVサーバ#1

vm-ipclos
(kamuee)

ovs

ovs

VM

Linux 
Bridge

既存利⽤者
環境

?



B5G高信頼仮想化環境、今後に向けて
①故障対応の⻑期化
→故障交換のリードタイムを圧縮し、⾼信頼性を⽀える
②今はまだ便利とは⾔えないサービスたち
→関係者、利⽤者と共に循環進化のサイクルで改善
③環境提供に時間がかかる
→⾼可塑性と効率化/⾃動化の両⽴を⽬指す

18



テストベッド運⽤とは 〜研究者と運⽤者〜

•利⽤者＝研究者の研究開発⽀援が⽬的
•研究分野が幅広く、求める環境は千差万別
•個別カスタマイズも少なくない
•⼀般化/パターン化が難しい
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増設

仮想化
ソフトウェア化

テストベッド運⽤とは 〜研究者と運⽤者〜
•最新の技術や利⽤状況に応じて、ハイ
エンドな機器、新しいOSなどが調達さ
れ、順次増設（進化）
→内部の研究者がリード
•新しい技術に触れる魅⼒
•実環境を運⽤しながら組み込む難しさ
•難航するトラブルシュートは研究者の皆
様のご⽀援を頂きながら対応
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テストベッド運⽤とは 〜⼈材の悩み〜

•定型業務をきちっとやる固い運⽤は必要
•新しいことにチャレンジ出来る積極性も重要
•利⽤者/研究者との柔軟な対応/コミュニケーションは必須
•馴染めないメンバは去り、出来るメンバは各社で次のステップへ⽻ばたいて
いく
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最後に
• 2022年10⽉からさっそく9プロジェクトの申請
ありがとうございます︕

• B5G⾼信頼仮想化環境のテーマは循環進化
•研究者の皆様の多様な利⽤に対応すべく、開発チームと運⽤チームが両
輪となって改良させていきます。
• ご利⽤お待ちしております︕

NICT総合テストベッド 🔍 https://testbed.nict.go.jp/
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