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研究の背景

近年, ネットワークの大規模・複雑化に伴い, より効率的にネ
ットワークの運用管理を行う重要性が増してきている. そこで,
ソフトウェアによってネットワークの制御を行う SDN(SoftwareDefined Networking) に注目が集まっている [?]. SDN の主な
特徴は, 経路計算を行うコントロールプレーンとデータ転送
を行うデータプレーンが分離されていることである. そして,
SDN を実現するための標準的なプロトコルとして OpenFlow
がある. OpenFlow を用いたネットワークでは, コントローラ
をコントロールプレーン, スイッチをデータプレーンとして,
コントローラがスイッチのパケット転送を制御することによっ
てネットワークの管理を行う.
しかし, 単一のコントローラを用いてネットワークの制御
を行う場合, スケーラビリティの問題や通信遅延が発生しうる
[?]. このような問題に対処するため, 複数のコントローラを
用いてネットワークの分散制御を行う手法が提案されている.
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2.1

関連研究
複数コントローラ

複数コントローラを用いた OpenFlow ネットワークでは,
各コントローラ間でのネットワーク情報の同期が重要となる.
各コントローラ間でのネットワーク情報の同期を行うために,
分散データベース (DDB) を用いる手法がある. しかし, ネッ
トワークの大規模化に従い, ネットワークのトポロジ情報や
イベント情報などの増加により, コントローラが情報の同期
を行う際の負荷が増大してしまう可能性がある. そこで, コン
トロールプレーンの階層化を行い共有情報量を削減するため
のさまざまな手法が提案されている. Onix[3] では, 各コント
ローラの制御下にあるネットワークのトポロジ情報を一つの
スイッチとして縮約し DDB に登録することによってトポロ
ジ情報の縮約を行っている.

2.2

図 1: コントロールプレーンの階層化による共有情報量削減

階層化コントロールプレーン

複数コントローラを用いたネットワークでは, 各コントロー
ラは, 自身の管理領域内のスイッチの制御と, 他のコントロー
ラとの協調動作によるネットワーク全体の制御の 2 つの役割
を持つ. このようにコントロールプレーンは, 前者の機能を担
うローカル層と, 後者の機能を担うフェデレーション層の 2
つの層に階層化を行うことができる. ローカル層では, 各コン
トローラは管理領域内のサブネットワークのトポロジ情報を
ローカルグラフとして保持する. 同様にフェデレーション層
では, フェデレーショングラフをネットワーク全体のトポロ
ジ情報として保持する. ここで, フェデレーショングラフは,
各々のローカルグラフ内のノードを一つのノードへと縮約し,
異なる管理領域間を跨ぐリンクをエッジとすることにより作
成される. 図??は, コントロールプレーンの階層化を用いた共
有情報量削減の例である.

図 2: 管理領域の違いによるフェデレーショングラフの変化

3 研究目的
??節で述べた共有情報削減手法においては, 各コントロー
ラの管理領域の決め方の違いによって, 作成されるフェデレー
ショングラフのトポロジー, とくにエッジ数が変化してしま
う点がある. 図??はその例である. (a) のように管理領域を取
ると, 作成されるフェデレーショングラフのエッジ数は 3 本
だが, (b) は 9 本となっている. フェデレーショングラフのエッ
ジ数の増加は, ネットワークの共有トポロジー情報や状態情
報の増加に繋がりうる.
そこで, 本研究では共有情報量をより効果的に削減するた
めのコントローラの管理領域の決め方についての考察を行う.

4 問題の定式化
4.1

クラスタリング

グラフのクラスタリングとは, グラフ G = (V, E) の頂点集合
V をクラスタと呼ばれる複数の部分集合に分割することを指す.
クラスタリングによって得られた各クラスタ C = {C1 , · · · , Cn }
は次の 3 つの条件を満たす.
∪
1)Ci , ϕ. 2)Ci ∩ C j = ϕ (i , j) . 3) ni=1 Ci = V.
これらの条件から, クラスタリングによって得られた各々の
クラスタ内のノードを一つに縮約することによって, フェデ
レーショングラフを作成することができる.
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4.2

目的関数

グラフ G にクラスタリングを行った結果を
( C = ){C1 , ..., Cn },
得られたフェデレーショングラフを G f = V f , E f , 一つのコ
ントローラが制御できるスイッチ数の上限を k とおく. ??節
で述べた通り, 共有情報量はフェデレーショングラフのエッ
ジ数に依存するため, 共有情報量を削減するという問題はク
ラスタ間エッジ数が最小となるようなクラスタリングを行う
という問題に置き換えることができる. 従って目的関数は以
下のようになる.

Minimize E f s.t. ∀i |Ci | < k

(1)

なお |Ci | は各クラスタ内のノード数である.

実験
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図 3: NWS グラフにおける結果

5.1

実験環境

本研究では, 次のクラスタリングアルゴリズムの共有情
報削減効果のシミュレーション実験を行った. また, 実験を
行ったグラフは,Newman-wattz-storgaz(NWS) グラフ,Barabasi
Albert(BA) グラフ, 格子状グラフ,America モデルである.

Grivan Neman[?]
Nomalized Cut[?]

Newman[?]
Conductance[?]

Spectral Clustering[?]
Metis[?]

Scotch[?]

5.2

実験結果

各クラスタリングアルゴリズムの共有情報削減効果を, 「グ
ラフのノード数を固定しクラスタ内ノード数の上限 k を変化
させる」, という実験で検証を行った. 本稿では, 共有情報
量削減効果が高かった Girvan-Newman, Scotch, Metis の３つ
のアルゴリズムを NWS グラフに適用した結果を図??, また,
Scotch, Metis を America モデルに適用した結果を図??に示す.

5.3

考察

NWS グラフにおいて, 図??から Metis アルゴリズムを用い
ることによって最もクラスタ間エッジ数, すなわち共有情報
量の削減を削減することが可能である. この結果は BA グラ
フ, 格子状グラフでも概ね同じ結果を得られた. America モデ
ルにおいては, 図??のとおり, Scotch が Metis よりもクラスタ
間エッジ数が少なくなっている. America モデルは, NWS グ
ラフなどと比べ比較的エッジの密度が低い. なので, エッジ密
度の低いネットワークには Sctoch, エッジ密度が高いネット
ワークには Metis を用いると効果的な共有情報量の削減が可
能であると言える.
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図 4: america モデルにおける Sctoch と Metis
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まとめと今後の課題

本稿では, 複数の OpenFlow コントローラ間の共有情報量
を削減するための各コントローラの管理領域の決め方につい
ての検証を行った. 検証の結果, Metis もしくは Scotch を用い
ると効果的な共有情報量削減を行えることが分かった. 今後
の課題として, 共有情報量を削減することによって負荷がど
れほど軽減可能かなどの検証を行う.
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