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大規模災害時における SNS 情報を用いた
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あらまし 東日本大震災時，電話やインターネットが使えない事態が生じたことから，大規模災害時には，従来のネッ
トワーク機器監視による制御だけではなく新たな情報を利用した制御が期待されている．我々は，多くの人間の目や口
コミによるネットワーク障害に対する集合知が災害の状況把握に有益であるという仮説に基づいて，SNS 情報に基づ
いたネットワーク制御システムを提案している [1]．従来のネットワーク制御システムには，制御プレーンをプログラ
ム可能とする SDN(Software Defined Networking) による柔軟な集中制御が期待されているが，現在の SDN では依然と
して，ヘッダ情報に基づく経路制御など従来と同様な制御の効率化に限定される．そこで我々は，データプレーン処
理とその API(Southbound Interface) をプログラム可能とする SDN を拡張する DPN (Deeply Programmable Network) の
概念 [2] を適用し，より高度で柔軟な制御を実現する．災害時においては，ネットワークリソースの不足が予測され，
情報伝達のためのアプリケーションの優先制限などアプリケーション毎の QoS 制御が効果的だと判断できる．DPN を
実現する FLARE [3] では，この様な制御もプログラマブルに実装可能である．本稿では，この FLARE スイッチを用
いて，SNS 情報を活用した，アプリケーションの種類に基づくプログラマブルな QoS 制御システムを実装し，本提案
システムが災害時に有効であることを示す．
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1. は じ め に

制御の効率化に限定され，DPI(Deep Packet Inspection) のよう
に IP パケットのデータペイロードの情報を基にフィルタリング

2011 年 3 月に発生した東日本大震災において，一部ネット

などの処理方法を決める，高度なパケット処理は考えられてい

ワークが断絶し，電話やメールなどの通信手段が利用できない

ない．インターネットの利用が一般化し，その上で動くサービ

事態が発生した．この際，復旧に時間が掛かった要因として以

スやアプリケーションが複雑になった現代のネットワークでは，

下の 2 点が挙げられた．経路切り替え等の設定が一部手作業で

SPI では不十分になってきた [7]．そこで最近，SDN を拡張し，

あったこと，また，ネットワーク機器からの監視アラート情報

データプレーン処理とその API(Southbound Interface) をプログ

が膨大になり，どこが深刻なダメージを受けているのか迅速に

ラマブルにすることで DPI 処理を可能にする，DPN (Deeply

把握できなかったことである [4]．

Programmable Network) の概念に基づいた，ネットワーク機器

これらの背景に対し，本研究では，大きく 2 つのアプローチ

の開発がなされている [3] [2] [8]．大規模な災害時には，ネット

をとる．第一に，従来のネットワーク機器監視に加え，多くの

ワークリソースの不足が予測され，特定のアプリケーションの

人の目に依る SNS 情報を利用することで，大震災のような大

優先制限など，DPI を活用する制御が効果的であると判断でき

規模な災害時にネットワーク状況を迅速に把握することである．

る．よって本研究では，DPN 環境を構築し，より高度で柔軟な

我々は主要な SNS のひとつである Twitter [5] からリアルタイ

ネットワーク制御を検討する．

ムにツイートを解析することで，高い正確性でネットワーク通

本稿では，OpenFlow の機能とアプリケーションの中身に基

信障害を迅速に検知するシステムを構築した [1]．この手法に

づく制御機能の両方を実装可能な FLARE スイッチ [3] [2] を用

より，大規模な災害時に，ネットワーク全体でどこが深刻なダ

いて DPN 環境を構築し，災害時に最適なアプリケーション毎

メージを受けているのか速やかに特定することができる．

の QoS 制御を，SNS による障害検知と合わせて達成する．

第二に，ネットワーク経路の柔軟な自動集中制御である．災害

図 1 は提案システムを適用したネットワーク環境を示してい

時において経路切替を自動で柔軟に制御することは重要である．

る．この図に示すように，SNS 情報をコントローラと呼ばれる

近年では制御プレーンをプログラム可能とする SDN(Software

サーバ上に集めて解析し，ネットワークの障害地点の推定を行

Defined Networking) や OpenFlow [6] による柔軟な制御が期待

う．この情報を基に，コントローラで判断を行い，ネットワー

されている．しかし現在の SDN では，依然として，ヘッダ情報

ク上のスイッチに指示を送る．スイッチはアプリケーションを

に基づく SPI(Stateful Packet Inspection) 制御など従来と同様な

振り分け，アプリケーションの種類に応じた経路制御や帯域制
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御を行うことで，アプリケーション毎の QoS 制御を実現する．

付加する点でも本研究と似ている．しかし本研究は，SNS によ

例えば，災害時に重要なメールや Skype などの情報伝達のため

る集合知を用いる点と，アプリケーションの種類毎に QoS 制御

のアプリケーションの優先制御である．

を行うという点で新規性がある．[12] [13] [14] については，無線
アドホックネットワークに OpenFlow を適用するもので，ユー
ザが端末上で評価基準の重みを事前に登録し，それを基にした

QoS 制御を提案している．江戸ら [15] は，災害リスクのモデル
化を行い，モデル化された災害シナリオを基に経路制御を行っ
ている．しかし，これらの研究はネットワークのトラフィック
データなど内部情報を基に通信制御を行おうとしており，SNS
データという外部情報を基に通信制御を行う本研究とは異なる．
加えて，既存の研究はどれも，コントローラによるネット
ワーク機器の集中管理という SDN の概念に留まっている．す
なわちこの場合，DPI などのより高度で柔軟な制御は考えられ
図1

提案システムにより実現されるネットワーク

本論文の貢献は，以下の 2 点に集約される．

i SNS 情報を利用したネットワーク障害検知システム [1]

ていない．

3. SDN と DPN
3. 1 SDN/OpenFlow による制御

をネットワーク経路制御に統合する．これにより，SNS 情報に

OpenFlow [6] は SDN を実現するためのプロトコルのひとつ

基づいて，ネットワークを自動的かつ自律的に制御できること

で，ネットワーク全体の集中管理・集中制御を可能にする．こ

を示す．

の技術は既に実用化段階で，主にクラウドを提供するデータセ

ii DPN 環境の適用により，ネットワークを流れるパケッ
トをアプリケーション別のトラフィックに振り分け，種類別に
適切な帯域を設定するような，より高度なネットワーク制御が
行えることを示す．

ンターや企業内 LAN などの狭域ネットワークでの導入が進め
られている．

OpenFlow の仕組みは，コントロールプレーンとデータプレー
ンの機能の分離である．コントロールプレーンとはデータの転

本論文の構成は以下の通りである．まず 2. 章で関連研究につ

送経路を決定する経路制御の頭脳であり，データプレーンはコ

いて述べ，3. 章で SDN と DPN について説明する．次に，4. 章

ントロールプレーンの指示に従ってデータを転送する．これら

で提案システムの概要を紹介する．そして，5. 章で実験環境を

二つの機能は，従来の物理スイッチではどちらも同じ機器内に

示し，6. 章で各実験について述べる．最後に，7. 章で本稿をま

組み込まれていたが，OpenFlow ではコントロールプレーンを

とめる．

ネットワーク機器外部のサーバ上にソフトウェアとして分離し，

2. 関 連 研 究

スイッチではデータ転送機能のみを実行する．OpenFlow プロ
トコルはこれらを接続する標準的なインタフェースで，インタ

SDN や OpenFlow 技 術 を 利 用 し て ，災 害 時 に 適 切 な ネッ
トワーク制御を自動的に行う障害対策手法が数多く存在す

フェース経由でのデータプレーンの制御を可能にする．

3. 2 DPN/FLARE による制御

る [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]．NTT ドコモら [9] は，Open-

3. 1 節より，SDN ではデータプレーンは，データ転送という

Flow 技術を用いて，低優先トラフィックに対する抑制を行うこ

固定的な動きしか実行しないことがわかる．このデータプレー

とで通信サービスの優先度に応じた制御を実現している．具体

ンをもプログラム可能にするのが，DPN の概念である．つま

的には，DiﬀServ (Diﬀerentiated Services) を用いたクラスベース

り，DPN ではネットワークをフルにプログラム可能にする事を

の CoS 制御で，受信パケットの通信フローとクラスのマーキ

目的とする．

ングを行うことで，相対的に優先度を識別している．しかし，

そして DPN を実現するために開発されたアーキテクチャの

この優先制御は 1 人のユーザが複数の通信サービスを使用する

一つが，FLARE である [3]．FLARE では，データプレーンを

状況下では，正常な識別は可能でない．よって，1 ユーザが複

Click [16] という言語で実装する．Click の特徴は，
「フレームを

数のアプリケーションを使用する場合でも正常に識別でき，各

受け取る」「フレームを転送する」といった様々な基本機能が，

アプリケーションに対して各々に適切な制御を絶対的に行う本

モジュールとして用意されている点である．モジュールを組み

研究手法とは異なる．また，小川ら [10] [11] は，IP アドレスと

合わせることで，簡単にスクリプトでネットワーク機器の動作

位置情報をマッピングして DB で管理し，DB と OpenFlow コ

を記述できる．また，独自のモジュールを作成することも可能

ントローラとの連携をとる手法を提案している．加えて，被災

で，ユニークな動作をするネットワーク機器を作成することが

地の通信パケットに対して，IP ヘッダ中の ToS フィールドに災

可能である．東京大学では，OpenFlow1.3 スイッチを Click の

害 ID を付与することで被災地の通信パケットを識別し，QoS

モジュールで独自に開発しており，FLARE の OpenFlow による

を実現する提案をしている．さらに OpenFlow コントローラに，

操作を可能にしている．

緊急地震速報や気象情報などの外部災害情報を収集する機能を

図 2 に FLARE のメカニズムを示す．スリバーと呼ばれるコ
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ンテナの中に，Click を用いて作成された，プログラム可能な

4. 1 アプリケーションの識別と帯域制御

仮想スイッチが実装される．これらスリバーの集合で，スライ

図 3 の (1) について動作を確認する（図 4）．システム上で

スと呼ぶ仮想ネットワーク空間を作成する．

アプリケーションの識別を行うために，ユーザ端末でアプリ
ケーションの識別子を付加する．具体的には，まずユーザ空間
で SYN パケットをフックし，プロセステーブルと宛先ポート番
号でアプリケーションの識別を行う．次に識別したアプリケー
ションの名前と名前の長さをトレーラとして SYN パケットの
後ろに付加する．後はチェックサムの再計算をしたところでア
プリケーションの情報を付加した SYN パケットを戻す．暗号化

図 2 FLARE の仕組み

4. 提案システムの概要
本研究では，Twitter の解析から得られた障害情報をトリガと

された通信でも，トレーラは暗号化されないので，アプリケー
ション情報は自由にアクセス可能となる [17] [18]．
スイッチ上では，アプリケーション識別子を付加された SYN
パケットを，コントローラに渡す．コントローラでは，トレー

して，トラフィックの最適化をアプリケーション毎に自動的・

ラの中身を見て，アプリケーションの識別を行う．更に，識別

自律的に行う．提案システムの概要を図 3 に示す．

したアプリケーション毎に ID を与え，トレーラを外す．ID を
指定してキューの設定を行うことで，帯域制御が可能になる．

図 3 提案システム概要

(1) アプリケーションの識別

図4

アプリケーションの識別とアプリケーション毎の制御の流れ

ユーザ端末で，プロセステーブルの参照によりアプリを識別
し，アプリケーションの名前をトレーラとして SYN パケット
の後ろに付加する．FLARE スイッチが，この SYN パケットを

5. FLARE 実機環境

コントローラに渡すと，コントローラでトレーラを読み込み，

5. 1 物 理 構 成

アプリケーションの識別を行う．

本研究では，図 5 に示す物理構成で実機実験を行う．図中で

(2) Twitter による障害検知

1G は 1Gbps，10G は 10Gbps のネットワーク接続を示す．コン

文献 [1] に従って，コントローラでリアルタイムにツイート

トローラは FLARE 管理用のサーバでありスライスの作成等が

の解析を行い，障害ツイート数と障害が発生した地名を取得．

できる．図 3 に示す提案システムのコントローラ部を，この

取得した地名とスイッチを対応させる．

サーバ上に構築する．このコントローラから，4 台の FLARE

(3) リンクのコスト値の更新
スイッチ間のリンクのコスト値を，初期値を 1 とし，障害ツ
イート中に対応させた地名を含むツイートが 20 件以上あった

スイッチを制御し，様々な制御モデルを検討する．また，h4 は
プロキシサーバ，h6 はウェブサーバとして利用する．各マシン
の仕様は表 1 の通りである．

ら＋ 1 と更新する．コスト値の更新は 60 秒間隔で行う．

(4) 最適経路探索
ダイクストラ法を用いて，スタートからゴールへコスト値最
小の経路をリストで出力．

(5) 経路の再設定
決定された経路に，REST-API でフローエントリをスイッチ
側に設定する．

(6) アプリケーション毎の QoS 制御
メールや電話などの情報伝達のアプリケーションには帯域を
確保し，逆に帯域を沢山取ってしまう YouTube などの娯楽目的

図 5 FLARE 物理構成

の動画視聴のアプリケーションには制約をかける，アプリケー
ション毎の QoS 制御を行う．
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表 1 マシンの仕様

提案システムありの場合，まず Skype と YouTube のアプリ

FLARE switch1 〜 Model

Sunwaytech SWS (barebone)

FLARE switch4

Core i7-3612QE Mobile 2.1GHz

h1〜h4

CPU

Memory 8GB

値はデフォルトで 1 なので，コスト値最小の Route1 の経路が

OS

CentOS 6.4

デフォルトで設定される．コスト値の更新が 60 秒間隔で行わ

Model

Toshiba dynabook R734

CPU

Core i5-4210 M 2.6GHz

れ，Twitter の解析システムより岩手東京間で障害に関するツ
イートが 20 件以上検知されたことによって，2 回目の 120 秒

Memory 8GB

h5, h6

ケーションの識別が行われる．また，全てのリンク間のコスト

HDD

SATA 500GB 5400RPM

OS

Ubuntu14.04

Model

Dell PowerEdge R220

CPU

Xeon E3-1241 v3 3.5GHz

Memory 8GB

後の更新の際に岩手と東京間のコスト値が＋ 1 更新される．そ
の後も 60 秒間隔で岩手東京間で障害が検知され続けたことに
より，コスト値が＋ 1 され続ける．3 回目の 180 秒後の更新の

HDD

SATA 1TB 7200RPM

時点で，岩手と東京間のコスト値が 3 になるため，コスト値最

OS

Ubuntu14.04

小の 2 である京都を通る Route2 の経路が選択される．ダイク
ストラ法によってこの Route2 の迂回経路が選択されると，経

5. 2 基礎性能測定

路を設定する REST-API が呼び出される．これにより，フロー

次に，前節で説明した FLARE 実験環境の動作確認と特性を

エントリがスイッチ側に投げられて，YouTube のトラフィック

把握するため，各経路のスループットを iPerf により測定した
（図 5 に示していないトポロジを含む）．結果を表 2 に示す．1G
と 10G が混合している経路は，1G のみや 10G のみの経路に比

において，Route2 の迂回経路が再設定される．本実験により，
災害時に Twitter 情報に基づいて，障害地区を迂回する経路切
り替えを確認できる（図 7）．

べてややスループットの低下が見られる．
表 2 各経路のスループット測定結果

1G10G 混合

経路

スループット

h1-s1-s3-h5

500(Mbits/sec)

h1-s1-s2-s3-h5

590(Mbits/sec)

h1-s1-s4-s3-h5

500(Mbits/sec)

h1-s1-s2-s4-s3-h5 500(Mbits/sec)
1G のみ
10G のみ

h1-s1-h2

930(Mbits/sec)

h1-s1-s2-h4

930(Mbits/sec)

h5-s3-h6

2.1(Gbits/sec)

h5-s3-s4-h6

1.7(Gbits/sec)

6. FLARE 実機実験

図7

提案システムあり（経路制御時）の場合のトラフィックの流れ

また，提案システムありの場合で，アプリケーション毎に帯
域を設定する場合が図 8 である．Skype と YouTube のアプリ

6. 1 比 較 実 験

ケーションの識別が行われ，Skype は災害検知後に最低でも 800

本実験では，東日本大震災時の 2011 年 3 月 11 日 14 時から

Mbps の帯域確保をし，YouTube には最大でも 100 Mbps まで

15 時の実際のツイートを用いる．下図のように FLARE スイッ

となる帯域制限をかける．次節にスループット値とともに，結

チを 1 から順に，岩手，東京，京都，福岡の地域名に対応づけ，

果を示す．

岩手付近の h1, h2, h3 が，東京付近の h4 のプロキシサーバを
通って通信する．h1 は Skype のトラフィック，h2, h3 は YouTube
を想定したファイルダウンロードのトラフィックを流す．前提
として，障害検知後は Skype を優先し，YouTube は迂回経路を
通す．実験は，提案システムなしの場合（図 6）と提案システ
ムあり（図 7，図 8）の場合で比較して行う．提案システムな
しの場合，障害の前後でも Skype と YouTube は同一経路を流
れる（図 6）．
図 8 提案システムあり (アプリケーション毎の帯域制御時) の場合の
トラフィックの流れ

6. 2 スループット測定
6. 1 節の実験における，スループットの測定結果を示す．図
9 が提案システムなしの場合，図 10 が提案システムによる経路
制御をする場合，図 11 がさらにアプリケーション毎の QoS 制
図 6 提案システムなしの場合のトラフィックの流れ

限をする場合である．
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ラフィックは 100 Mbps 以下にシェービングされるような，特定
のアプリケーションに対するきめ細やかな制御が見て取れる．
よって，本提案システムによって災害時における情報伝達のた
めのアプリケーションの優先制御とアプリケーション毎の QoS
制御が達成されたと判断できる．また，図 10 において，迂回
経路を通した YouTube に関してもスループット値の向上が見
られることから，本提案システムによりネットワーク全体のス
ループット値の向上にも成功したと言える．

6. 3 遅延時間の測定
次に，提案システムの経路切替にかかる時間を把握するため，

Ping を 1ms 秒毎に 1 つ飛ばし遅延時間を測定する．結果を図
12 に示す．経路切替時に 20-30ms 程度の遅延が発生しているの
は，コントローラにフローエントリを問い合わせるためである．
図 9 提案システムなしの場合のスループット値

図 12

図 10 提案システムあり（経路制御時）の場合のスループット値

経路切替時の往復遅延時間（RTT）

7. まとめと今後の課題
本研究では，災害時において情報伝達のためのアプリケー
ションを優先すべきであると考え，SNS でリアルタイムに検知
した障害情報に基づいて，情報伝達のためのアプリケーション
を優先する制御を高度で柔軟なプログラマブルな制御手法によ
り実現することを研究目的とした．
本稿では，提案システムを実装することで，情報伝達のため
のアプリケーション以外のトラフィックを迂回経路に通す経路
制御と，アプリケーション毎に帯域を設定するアプリケーショ
ン毎の QoS 制御を達成した．さらに，提案手法の評価として，

RTT を 20-30ms 程度に抑えつつ特定の情報伝達のアプリケー
ションのスループット値を 800 Mbps 程上げることに成功し，災
害時において本提案システムが有効であることを示した．本論
文の貢献は以下の通りである．
図 11

提案システムあり (アプリケーション毎の帯域制御時) のスルー
プット値

第一に，SNS 情報を利用したネットワーク障害検知システム
をネットワーク経路制御に統合することで，SNS 情報に基づ
いて，ネットワークを自動的かつ自律的に制御できることを示

図より，提案システムなし（図 9）に比べて，提案システムあ
り（図 10，図 11）の場合，障害検知の後に Skype のスループッ
ト値が上がっていることが分かる．図 11 においては，Skype の
トラフィックは 800 Mbps の帯域保証が行われ，YouTube のト

した．
第二に，FLARE の実験環境で，アプリケーションの識別を
行うことで，特定のアプリケーションに対して優先制御をする，
より高度な QoS 制御が行えることを示した．
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今後の課題としては，より詳細な提案手法の評価として，更
に複雑なトポロジでの実証実験の評価を行いたい．
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