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概要：
近年，社会が生み出すデジタルデータが急増する上で，多種多様なデータを多角的に解析可能なビッグ

データ処理基盤は社会情報基盤として注目されている．そして年々急増するネットワークトラフィック量

の中でもインターネットにおける動画の視聴によるものは，トラフィック全体の大きな割合を占める．ま

た大規模な自然災害などが発生する場合，ビッグデータ処理基盤に実世界を反映する形でバースト的な負

荷変動がかかる．そこで本研究では，バースト的な負荷変動の要因となる社会情報をモニタリングし，そ

のモニタリング情報を元にネットワークを柔軟に制御可能な技術 (SDN:Software-Defined Network)として

注目されている OpenFlow/SDN技術を用いてネットワークトラフィックを制御することで，緊急災害時に

発生する問題の解決を図る．一度，重い負荷が生じてからシステムの再構成を速やかに行うことは難しく，

社会情報基盤として求められている安定した稼働状況を実現するために，ネットワークトラフィックの変

動を把握しつつモニタリング情報から投機的にトラフィックエンジニアリングを行うことで，緊急災害時

にも耐えうる安定した情報処理基盤の構築を目指す．
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1. はじめに

近年，インターネットやセンサ技術の普及，携帯型デバ

イスの発展，クラウドやデータセンタ（DC）の増加によ

り，いわゆるビッグデータへの対応が社会における情報

処理基盤に関して重要となってきた [1]．SNSの一つであ

る Twitterでは，2億件もの情報発信が 1日に行われてい

る [2]．大地震や台風などの自然災害時には膨大なデータ

が処理基盤に流れ込み，情報の発信・収集のためにユーザ

からのアクセスが集中するため大きな負荷がシステムにか

かる．また，動画の視聴によって生じるトラフィックは総

トラフィック中の大きな割合を占めているため，動画トラ

フィックを把握することは重要である．このようなイベン

ト時におこるバースト的な負荷変動に迅速に対応し，非常

時にも停止することなく安定した処理基盤であることが期

待される．
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そこで本研究では，Twitter等のモニタリング情報から大

きな負荷変動が起こる可能性を予測し，全体のトラフィッ

ク中の大きな部分を占めると考えられるビデオトラフィッ

クを制御して，どのようにネットワーク環境を再構成し

たら良いか判断して，実際に指令を出すシステムの構築

手法の機能の検討を行う．そして，近年注目されている

OpenFlow[4]を用いてトラフィックエンジニアリングを行

い，このようなシステムに負荷変動が起こった場合の緊急

災害時フレームワークを提案する．

2. 関連研究

現在，OpenFlowの技術を利用し，ネットワークのトラ

フィック量の変動に応じてネットワークの構成や帯域を

プログラマブルに制御する検討が進められている [5]．し

かしこれらの技術は，一般的に緩やかな負荷変動を念頭に

検討されており，短時間で激しく変化するバースト的な負

荷変動に対応することは課題となっている．また，総トラ

フィック中の動画視聴による割合の増加が近年問題視され



ており，ルータの BGP経路情報を用いて動画配信サーバ

の IPアドレスから AS番号を調べ,その AS番号を用いた

動画トラフィックの抽出に関する研究 [6]も行われている．

3. ビデオトラフィックの増加

近年のビデオトラフィックの著しい増加が，さらなる

ネットワークトラフィックの混雑をもたらすとして懸念さ

れている [3]．その要因としては，携帯電話，タブレットと

言ったスマートデバイス数の増加や，インターネットユー

ザ数の増加，ブロードバンドの高速化などが挙げられる．

ビデオトラフィックが総トラフィックに占める割合は，他

のコンテンツに比べて大きく，帯域中のビデオトラフィッ

クを制御することは重要であると考えられる.

4. SDN

SDN(Software-Defined Network)とはネットワークの構

成，機能，性能などをソフトウェアの操作だけで動的に設

定，変更できるネットワーク，あるいはそのためのコンセ

プトを指す [7][8]．SDNを用いると，物理的に接続された

ネットワーク上で，別途仮想的なネットワークを構築する

といったようなことが可能になる．仮想的なネットワーク

を構築することで，ネットワークの物理的な制約から離れ

て，目的に応じたネットワークを柔軟に構築しやすくなる．

その結果，トラフィックの変動に応じて動的にネットワー

クの構成を変更するといった，プログラマブルな制御が可

能になる．

5. OpenFlow

OpenFlowとは，SDNを実現させるための要素技術の一

つである．これまで企業や組織が導入・運用してきたネッ

トワーク装置のほとんどは，機器ベンダがハードウェアに

搭載可能なソフトウェアを独占的に開発し，ユーザに提

供してきた．しかし，近年のネットワーク技術の複雑化に

加え，事業環境の急激な変化や，ユーザニーズの多様化と

いった課題が生じてきた．この課題解決のため，このソフ

トウエアを機器ベンダではない第三者でも開発できるよう

に，ハードウェア制御用のインタフェースを標準化して提

供するのが，OpenFlowの考え方である．

OpenFlowでは図 1のように，ネットワーク全体の経路

制御をコントローラと呼ばれる機器上のソフトウェアで集

中管理し，スイッチではデータ転送機能のみを実行する．

物理ネットワーク・仮想ネットワークの両方をコントロー

ラで集中管理することによって，既存のネットワークで実

施していた各スイッチでの経路制御の設定が不要となり，

ネットワークの単純化と運用および管理の負荷の大幅な削

減を実現する．また，コントローラによるネットワークの

集中管理により，物理ネットワーク・仮想ネットワーク構

成の動的な最適化が可能となる．

図 1 OpenFlowコントローラによる制御

5.1 OpenFlowスイッチ

従来のスイッチと OpenFlowスイッチの構成における大

きな違いは，経路制御など複雑な計算を担う「コントロー

ルプレーン」と，フレーム転送など単純な処理を実行する

「データプレーン」を分離した点である．

現状の一般的なスイッチでは，これらは全て一台のハー

ドウェアに組み込まれる (図 2左)．しかし，OpenFLowス

イッチでは「コントロールプレーン」と「データプレーン」

を標準的なインタフェース (OpenFlow)で接続し，管理や制

御を担うソフトウェアとハードウェアを分離することで，

インタフェース経由でのデータプレーンの制御を可能にす

る．(図 2右)．

図 2 OpenFlowスイッチの構成

5.2 Trema

今回，OpenFlowコントローラフレームワークの一つと

して提供されている，Rubyベースの Tremaを用いて研究

を進めた [9]．Tremaは実行速度よりも開発効率を重視し

ており，他に提供されているコントローラフレームワーク

に比べて，大幅に短いコードで実装できるという特徴があ

る．また Tremaは機能として，ネットワークエミュレー

タツールを Trema内部に持っている．通常 OpenFlowのテ

ストをする場合，実際に物理的な OpenFlowスイッチやパ

ケットを送信するホスト等が必要となってくる．しかし，

Tremaはネットワークの定義ファイルを作ることで，仮想

OpenFlowスイッチや仮想ホストも設定できるため，Trema

のみで OpenFlowコントローラの作成だけでなく，仮想環

境において動作を確認することができる．本研究ではこの

ネットワークエミュレータ機能を利用し，仮想環境上で制



御モデルを検討し実験を行う．

6. ビデオトラフィック抽出法

本研究では，動画データをやりとりするプロトコルが使

うポート番号からビデオトラフィックを抽出する．また，

それ以外にも様々な環境で利用できるように HTTPを介し

て通信する (Real Time Messaging Protocol)動画データも流

れているので，さらに IPアドレスを用いてフィルタリン

グ処理を行う．今回は，動画共有サービス提供者の各サー

バの IPアドレスを，あらかじめ把握しているという前提

で実験を行う．

7. 災害時に想定される制御動作

これまでに OpenFlowを使って制御する 3つのシナリオ

を提案し，動作を確認した．

(1) ネットワークの切り替え．

(2) 最短経路以外の最適な経路探索．

(3) 複数経路を使って帯域の確保．

7.1 実験概要

気象庁が Twitter上で発信している緊急地震速報 [10]を

モニタリングし [11]，そのモニタリング情報をトリガとし

て，3つのシナリオが実行されるコントローラを実装した

(図 3)．

図 3 全体の流れ

(1)ネットワークの切り替え

災害によって，ネットワークの途中の通信経路が欠損・断

続的切断が生じるような劣悪な環境に陥っても，モニタリ

ング情報を元に臨時のネットワークに瞬時に切り替えるこ

とで，緊急災害時の通信を確保する．

(2)最短経路以外の最適な経路探索

緊急災害時には，確実に届けたい情報 (安否確認など)がト

ラフィックに流れると想定されるので，確実なネットワー

クを確保するために，信頼性の高いパス (帯域が太い回線

など)を選択してトラフィックを流す．もし選択された経

路が，最短パスでなかったとしても，速さよりも確実性を

重視する場合には，この手法は有用であると考えられる．

(3)複数経路による帯域の確保

モニタリング情報によって，ある特定の地域で大きな被害

が発生すると想定される場合，その地域から流れてくる大

量のトラフィックを優先して流す必要があり，通常のルー

ティングでは帯域の上限があると考えられるため，同時に

別の経路も使用してトラフィックを流すことで，大幅に拡

張した帯域を確保する．

7.2 動作確認

以下のように提案した 3つのシナリオの動作を確認した．

(1)緊急地震速報により，マグニチュード 6.0以上 (一般

的にこれより規模の大きな地震で津波が発生することが多

い)の大きさの大地震が発生したと観測された時，問題が発

生しうると想定されるネットワークから別の安定したネッ

トワークへと，ホストの所属するネットワークを迅速に切

り替えることで，安定した通信を可能にした．

(2)通常のルーティングでは最短経路を通ってパケット

を送るが，緊急地震速報により特定の地域 (今回は福島県

沖)を震源地とし，マグニチュード 6.0以上を観測した場

合には，特定の地域を通る一部のリンクに何らかの物理的

な異常や，輻輳が起こると想定される．そこで，経路を迂

回させ最適な経路探索を行うことで，柔軟なパス選択が可

能となった．

(3)複数の経路を使用して同時にトラフィックを流すこ

とで，帯域を有効に利用することが可能となり，大量のト

ラフィックを流すことを可能とした．

8. 緊急災害時フレームワーク

大地震や台風といった緊急災害などの，短時間に起こる

大きな負荷変動に情報処理基盤が耐えることは難しい．そ

こで，大規模な災害をリアルタイムで検知し，負荷変動を

予測し OpenFlowを用いてビデオトラフィックを制御して

帯域の効率化を目指す「緊急災害時フレームワーク」を提

案する．このフレームワークによって，不測の事態への対

応を行う．

本研究では投機的にトラフィックエンジニアリングを行

う．もしかしたら結果的に，バースト的な負荷変動は起き

ないかもしれないが，実際にシステムがダウンしてから復

旧するには時間とコストがかかってしまう．これは投機的

にコントロールするコストよりも，負荷変動が起きてシス

テムが耐え切れなくなった場合の損失の大きさは甚大であ

るため，バースト的な負荷変動が予測された時点で投機的

にネットワークトラフィック制御を行う価値は，社会イン

フラとしての情報基盤という観点から極めて高いと考えら

れる．



8.1 実験概要

Twitter上で発信している緊急地震速報をトリガとして，

提案する「緊急災害時フレームワーク」に基づき投機的に

ネットワークトラフィックの制御を行う (図 4)．

図 4 全体の流れ

8.2 動画制御コントローラ

緊急災害時に，災害情報や避難経路などの情報を必要と

する被災地エリアのユーザのために，緊急地震速報で大規

模な地震が観測された際には，非被災地エリアから被災地

エリアに流れる動画の視聴によるトラフィックを「動画制

御コントローラ」によって規制する．これは，被災地エリ

ア側のユーザが帯域を優先的に使うことを目的とする．

図 5 動画制御コントローラ

ビデオトラフィックの抽出法については，前述したとお

り TCPポート番号と動画共有サービス提供者の各サーバ

の IPアドレスを基に行う．

8.3 監視コントローラ

前述で述べた「動画制御コントローラ」による判断だけ

では，ビデオトラフィックの抽出には取りこぼしがあると

予想される．そこで，動画データファイルはその他のデー

タファイルに比べてファイルが大きいとされるので，一定

時間ごとにスイッチのトラフィック情報を監視し，データ

のバイト数が大きいものをビデオトラフィックと判断し，

規制する．

図 6 監視コントローラ

9. まとめと今後の課題

大地震が発生した際に起こる，ネットワークシステムの

バースト的な負荷変動を緊急地震速報から予測し，また近

年増加するビデオトラフィックを制御する「緊急災害時フ

レームワーク」を提案し，ネットワークシステムに起こり

うる問題の解決を図った．

今後はどのようなモニタリング情報を元に，ネットワー

クを構築するか再検討する．緊急災害時にも投機的にシス

テムの再構成を行い，限られた計算機資源のなかで必要最

小限の機能を維持することを目指す．また地震だけでなく，

さまざまな社会情報によって想定される負荷変動にも，対

応できる制御モデルを検討する．
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