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概要：現在のインターネットは，多種多様なアプリケーションのトラフィックが混在しているため，大地震
などの緊急災害時のネットワーク輻輳では，すべてトラフィックが同一に扱われ緊急情報に中々アクセス
できないという問題が生じる．また，トラヒック監視のみのネットワーク運用では，外部要因に基づく対
局的緊急障害対応が難しい．そこで，ソーシャル・データから実社会の急激な状況変化を検出し，自動で
ユーザが必要とする情報を提供するアプリケーションを優先的に提供する仕組みが必要と考える．本研究
では自動制御を実現するプラットフォームとして FLARE を使用し，SNS 情報に基づく実際のアプリケー
ションを用いたアプリケーション毎の SDN 制御実験を行うことにより，本システムの有効性を示す．
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1. はじめに
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大震災が発生した際には，トラフィック量は通常の数倍
以上にも増えた [1]．これにより，経路制御に必要なトラ

近年，モバイル端末の高機能化やクラウドコンピュー

フィック状態に関する情報が膨大てとなり，トラフィック

ティングの発達により，現在のインターネットは，多種多

モニターのみでネットワーク全体の状態を迅速に把握する

様なアプリケーションのトラフィックが混在している．こ

ことは困難であった．そのため，長時間ネットワーク障害

のようなネットワークでは，トラフィックは実社会の状況

により，電話が繋がらないなどといった問題が生じた．そ

により大きく変動する．このことから，大地震などの災害

の一方で，地震発生から 1 時間以内に，通信障害の被害の

時のネットワーク輻輳では，すべてのトラフィックが同一

少ない東京において毎分 1,200 件以上のツイートの投稿で

に扱われユーザが必要とする緊急情報に中々アクセスでき

は，地震に関するリアルタイムでの情報のやりとりが非常

ないという問題が生じる．例えば，電話など情報交換をリ

に活発に行われたことが明らかにされた [2]．このことか

アルタイムに行えるアプリケーションが災害時にはユーザ

ら，Twitter [3] などのソーシャル情報は，災害時に有用な

にとっての重要度が高いが，帯域を多く使用する YouTube

ものであると言える．

などの動画やゲームなどの娯楽目的のアプリケーションの
トラフィックは緊急時は優先度を低くすべきと考える．

そこで，トラフィックの種別を判定して，アプリケー
ションごとに制御を行う方式と，Twitter などのソーシャ

また，通常ではネットワークの状態はトラフィックモニ

ル・データから実社会の急激な状況変化を検出し，自動で

ターにより監視されているが，2011 年 3 月 11 日に東日本

ユーザが必要とするアプリケーション情報を安定して提供
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できる仕組みの実現が必要と考えられる．
本研究では，自動制御を実現するプラッフォームとし
てネットワーク仮想化ノード FLARE スイッチを使用し，

Twitter などのソーシャル情報に基づき SDN によりアプ

リケーション種別でトラフィック制御する手順の提案を

タプレーンをプログラマブルにした点である．この DPN

行い，FLARE スイッチを使用したアプリケーション識別

のコンセプトを実装したスイッチが， FLARE スイッチ

ネットワーク実験によりその可能性を示す．

である．FLARE はネットワーク仮想化技術も提供する．

本稿の構成は以下の通りである．2. 章で関連研究につい

ネットワーク仮想化技術によりスライスと呼ばれるトラ

て述べ，3. 章で SDN と DPN について紹介する．4. 章で

フィック処理領域を複数生成することができる．さらに複

はアプリケーション毎の SDN 制御システム概要，5. 章で

数のスライスに対しトラフィックを分離し各スライスに割

はアプリケーション毎の SDN 制御システム実験について

り当てる機能も提供する．スライス同士はメニーコアプロ

説明し，6. 章でアプリケーション毎のスライス切り替え実

セッサ使用により物理的に処理リソースのアイソレーショ

験を説明する．最後に，7. 章で本稿をまとめる．

ンを行っている．
したがって，複数のスライスに対し，それぞれ異なる処

2. 関連研究

理をプログラマブルに実行できる．したがって，FLARE

SDN や OpenFlow ?の技術を用いた，トラフィックの
自動制御は既に実現している

???．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などを動
的に制御している．これによりネットワークの自動制御を
実現しているが，トラフィック制御自体はトラフィックモ
ニターに基づくものである．一方，Twitter 上で発信して
いる緊急地震速報や Yahoo!ニュースの地震カテゴリの記
事による情報を基にしたトラフィック制御も検討されてい
る ??．
これらの研究は，アプリケーションの種別を直接識別し，
アプリケーション毎のトラフィック制御あるいは経路制御
を行っていない．例えば、災害時には重要である電話など

でアプリケーション識別機能を実装し，識別されたトラ
フィックをスライスに振り分けて個別にネットワーク制
御することが可能になる．FLARE でのトラフィック処理
は、Click module router ?でプログラミング可能であり，

OpenFlow 機能も実装できる．
本研究では，この FLARE を使用することにより，SDN
では不可能であった．緊急時に特定のアプリケーションの
トラフィックを優先的に流すような，きめこまやかな制御
が可能にする．

4. アプリケーション毎の SDN 制御システム
概要

のリアルタイムの情報交換を優先し，緊急時には輻輳の要

災害時におけるソーシャル・データに基づいた，アプリ

因となる動画トラフィックや娯楽目的のアプリケーション

ケーション毎における SDN 制御システムの概要は以下の

のトラフィックを抑圧することは難しい．すなわち，ユー

通りである．図 1 はシステムの概要図を示している．本シ

ザが緊急災害時に必要とするアプリケーション情報を安定

ステムは 6．章で使用する．(1)-(4) の流れで，自動でトラ

に提供することを目標としている本研究とは異なる．

フィック制御を行っていく．

そこで，本研究ではアプリケーションの種別を判断し，ア
プリケーション毎に経路を切り替えることが可能な FLARE
スイッチ ????を使用し，トラフィック制御実験を行って
いく．

3. SDN と DPN
SDN (Software Defined Nework) はネットワークの構成
や機能をソフトウエアによって動的に設定可能にするこ

図 1 アプリケーション毎の SDN 制御システムの概要

と，およびそのアーキテクチャの概念のことである．SDN
の実装技術の１つである OpenFlow は，従来 1 つのネット

(1) Twitter による障害検知 ?

ワーク機器の中で一体化されていた経路制御を行うコント

リアルタイムにツイートを監視し，地理的に通信障害

ロールプレーンとデータ転送を行うデータプレーンを分離

エリアを特定する．通信障害に関係あるキーワードを

している．

含むツイートを取得し，取得したツイートを同じ地名

SDN (Software Defined Nework) は，コントロールプ

名詞が含まれるツイートごとにまとめる．機械学習を

レーンとデータプレーンの分離に加え，コントロールプ

用い，ツイートに出現する地名が「その地域で障害が

レーンがプログラマブルであるという点が重要である．

起きている」かを判断し，都道府県ごとにツイート数

DPN (Deeply Programmable Network) は，そのプログラ

を数える．

ム性を強調したものであり，ネットワークの制御を担うコ
ントロールプレーンだけでなく，パケットを転送するデー

(2) アプリのフロー検出
ユーザ端末にインストールしたクライアントでユーザ

が使用しているアプリケーションのプロセスのポート

ユーザ端末を模擬したクライアント PC 上で YouTube

番号からアプリケーションとそのフローとの紐づけを

と Skype を起動させ，アプリケーション毎の制御システ

行いアプリケーションが生成するパケットの最初の

ムを動作させた．本実験では，YouTube は災害時に帯域

SYN パケットをフィルターしアプリケーション識別

を多く使用してしまうが，Skype などのアプリケーション

用に SYN パケットの後ろにアプリケーション情報と

に比べ，災害時には重要度が低いと判断し，300Mbps に

して，アプリケーション名とアプリケーション名の長

帯域の制限を行った．帯域制御の効果を評価するため，そ

さを付ける．

れぞれのプリケーショントラフィックを想定したフローに

(3) アプリケーション毎に Table id 付加

対し iperf を使用し，帯域を制限しないパケットと帯域を

アプリケーション毎に Table id を付加するため，少な

300Mbps に制限したパケットのスループットをそれぞれ測

くとも 1 つの OpenFlow を実装した FLARE スイッ

定した．図 3 に実験ネットワークを示す．FLARE スイッ

チにフローを収容し．FLARE スイッチに収容したフ

チを 2 台使用し，クライアント PC と Proxy サーバ間のス

ローのうち，SYN パケットのみ OpenFlow コントロー

ループットをそれぞれ測定した．

ラに packet in する．コントローラ上で，クライアント

PC 上で付加したアプリケーション名からアプリケー
ションを認識し，そのアプリケーションが「災害時に
ユーザにとって重要なアプリケーションであるかどう
か」を判別し，アプリケーション毎に SDN 制御を行
うために必要な Table id を付加する．最後に，クライ
アント PC 上でパケットの後ろに付加したアプリケー
ション情報を取り除く．

(4) Table id 毎に SDN 制御
REST-API を使用し，Table id 毎に帯域制限等を行う
ことを記述したシェルスクリプトを用意しておく．コ
ントローラから自動で再設定を行う．

5. アプリケーション毎の制御システム実験

図 3

実験ネットワーク

5.1 実験概要
アプリケーション毎の制御システム概要を図 2 に示す．
クライアント PC 上でアプリケーション識別子を付加し，

5.2 実験結果

FLARE スイッチ上でアプリケーション識別子を外す．ト
ラフィックを FLARE スイッチに通すために，Proxy サー
バを構築する．クライアント PC の各アプリケーション上
で Proxy サーバの設定を行うことにより，FLARE スイッ
チと Proxy サーバを経由して，外部の Web サーバ等に接
続させる．

図 4

スループット測定結果

帯域制限したパケットと帯域制限を行わないパケットそ
れぞれのスループットを測定した．SDN 制御時のそれぞ
れのスループットを図 4 に示す．帯域を制限していないパ
ケットは約 500Mbps であるのに対し，帯域が制限されて
いるパケットは 280Mbps に抑えられている．この実験結
図 2

アプリケーション毎の制御システム概要

果より，実際にアプリケーション毎に帯域制限が出来され

ていることを確認することができた．実験では，一スライ

帯域制限したパケットと帯域制限を行わないパケットそ

スを使用し DRPOP 制御による帯域制御を行っいるため，

れぞれのスループットをスライス一つの場合と 2 スライス

ネットワークのリンク帯域に余裕があっても，一スライ

の場合について，それぞれ測定した．SDN 制御時のそれぞ

ス内では，最大帯域はフロー数で割った以上にならない．

れのスループットを図 6 に示す．一スライスの場合は帯域

すなわち，２フローの場合，最大帯域制限は 500Mbps で

制限なしのパケットのスループットは 470Mbps に対して，

ある．

二スライスの場合では帯域制限なしのフローのスループッ
トは 500Mbps 以上が得られた．本実験結果より，スライス

6. アプリケーション毎のスライス切り替え

を複数使用することにより帯域制御を行った場合に，ネッ
トワークリンク帯域をより効率的に使用することが可能と

6.1 実験概要
5．章で使用した実験室内の環境でのネットワークを使
用し，FLARE スイッチ上のスライス数を増やし合計 2 ス
ライスで実験を行った．実験ネットワークを図 5 に示す．

なる．

7. まとめと今後の課題

FLARE のトラフィック・スライス振分け機能でアプリケー

東日本大震災のような大規模災害時には，トラフィック

ション識別を行い，各スライスにトラフィックを収容し，

種別を判定しアプリケーションごとに制御を行う方式と，

スライス 1 のパケットにのみ帯域を制限する．iperf を使

ソーシャル・データから実社会の急激な状況変化を検出し，

用し，帯域を制限しないフローと帯域を 300Mbps に制限

自動でユーザが必要とするアプリケーション情報を安定に

したフローのスループットをそれぞれ測定した．

提供できる仕組みが必要である．先行研究として，東日本
大震災などの大規模災害時における通信障生時に必要とさ
れる，Twitter などのソーシャル情報に基づく経路制御シ
ステムの実装と評価を行った．そこで本研究では，アプリ
ケーション毎に制御を行うシステムを実装し，実験室環境
のネットワーク上で実験を行った．実際のアプリケーショ
ンを使用し，アプリケーション識別の SDN 制御システム
を動作させ，実験を行った．実験では，実際にアプリケー
ション識別によりトラフィック制御できることを確認し
た．さらにアプリケーションに対応するフローを iperf で
生成し実験を行った．フローに対し個別に帯域制御できる
ことを確認し，帯域制限したトラフィックと帯域制限をし

図 5

実験ネットワーク

ないトラフィックのスループットを測定することにより，
本システムが動作していることを，実験的に確認した．ま
た，スライスを複数使用し，帯域制御を行った．その結果，
スライスを複数使用することによって，帯域を上手く使え

6.2 実験結果

ることが確認できた．
今後の課題としては，災害時のトラフィックが膨大であ
る輻輳状態に近い状態を再現し，本システムの実験を行い，

Skype の遅延時間やジッタの測定を行う．帯域制限と経路
切り替えを組み合わせたシステム実験を予定している．
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図 6

スループット測定結果
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