Vol.2018-OS-142 No.13
2018/2/28

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

PRS: SDN スイッチでのペイロード検査機構
小嶋 奨,a)

福田 浩章,b)

概要：Software Defined Networking（SDN）はネットワークをソフトウェアで定義して一元的に制御する
技術であり，従来機器で必要な個別の設定や，トポロジに縛られずにネットワークの構築を行うことがで
きるため，柔軟かつ迅速なネットワークの構築が可能となる．SDN はコントローラとスイッチの 2 種類の
機器で構成され，コントローラがスイッチの振る舞いを決定し，スイッチがパケットの情報を参照して転
送を行う．しかし，スイッチでは OSI 参照モデルのレイヤ 5 以上にあたる TCP/IP ペイロード（以下，
ペイロードと呼ぶ）を参照することができない．そのため，ペイロード情報を利用するレイヤ 7 スイッチ
やロードバランサを SDN スイッチで実現することはできない．
そこで本研究では，SDN においてスイッチでペイロード情報に従った振る舞いを実現する機構，PRS
を提案する．一般にペイロードは IP フラグメンテーション，および TCP セグメンテーションによって
パケットに分割され，送受信される．そのため，PRS の実現には分割されたパケットを再構築する必要が
ある．そこで本稿では，パケット再構築の機構を SDN 対応のソフトウェアスイッチである Open vSwitch
に実装し，実験によってオーバヘッドを評価し，有効性を示す．
キーワード：Software Defined Networking，OpenFlow，Open vSwitch，パケット結合

PRS: A payload inspection mechanism for SDN switch
Susumu Kojima,a)

Hiroaki Fukuda,b)

Abstract: A benefit of Software Defined Networking is flexible and faster management of network flows made
possible by the execution of flow-specific actions based upon inspection of various packet fields. However,
current switches limit the inspected fields to layer 2-4 headers. This cannot flow-handling that uses higherlayer information without sending the packets to the controller. This paper proposes functions that enables
packet-handling that uses L5-L7 information on switch. We implement fucntion which fix IP fragmentation
and TCP Segmentation on Open vSwitch. The results show that this function has very low overhead.
Keywords: Software Defined Networking, OpenFlow, Open vSwitch, packet reassembly

1. はじめに

イヤ 5 以上にあたる TCP/IP ペイロード（以下，ペイロー
ドと呼ぶ）を参照することができない．

SDN[1][2] は，ネットワークをソフトウェアで定義して

レイヤ 5 以上の情報を利用するネットワーク機能の実現

一元的に制御する技術であり，従来の機器に必要な個別の

は，コントローラでの処理や，利用したい機能を持つ従来

設定やトポロジなどに縛られずにネットワークの構築を行

の機器の導入を行うことでも可能となるが，前者はコント

うことができるため，柔軟かつ迅速なネットワークの構築

ローラへの負荷の増大，ネットワーク速度の低下に繋がり，

が可能となる．しかし，スイッチでは OSI 参照モデルのレ

後者は SDN に対応しない機器の導入により SDN の柔軟で
迅速なネットワーク構築が可能であるという利点を損なう
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こととなる．
そこで本稿では，SDN スイッチでペイロード情報を利用
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表 1 フローテーブル
Match Field
dst ip = 192.168.0.1,
src ip = 192.168.0.11
dst ip = 192.168.0.2,
src ip = 192.168.0.12

Priority

Counters

Instructions

Timeouts

priority = 3

n packet = 3

actions = output : 1

hard timeout = 300

priority = 1

n packet = 0

actions = drop

src ip = 192.168.0.13
：
：

priority = 1
：
：

n packet = 0
：
：

actions = all
：
：

idle timeout = 150
idle timeout = 100,
hard timeout = 300
：
：

Cookie
cookie =
0x0000000000000001
cookie =
0x0000000000000001
cookie =
0x0000000000000002
：
：

ロールプレーンと，データ転送機能を担うデータプレーン
の 2 つで構成される．一般に，コントロールプレーンにあ
たるハードウェアをコントローラ，データプレーンにあた
るハードウェアをスイッチと呼ぶ．

SDN では，図 1 のように，ネットワークはメッシュ状に
図 1

SDN の構成例

配置されたスイッチ群とコントローラで構成される．そし
て，コントローラとスイッチは後述する OpenFlow プロト

する仕組み，PRS を提案する．一般にペイロードは IP フ

コルを用いて通信することで，コントローラによるスイッ

ラグメンテーションや，TCP セグメンテーションにより，

チ群の一元的な制御を可能にしている．

複数のパケットにまたがる．そのため，ペイロード情報を

コントローラはネットワーク管理者が作成するソフト

利用したネットワーク機能を実現するためには，ペイロー

ウェアに従って各スイッチの転送の規則を制御し，仮想

ド情報を利用したパケットの処理の他に，分割されたペイ

ネットワークの構築や変更を行う．一方，スイッチは後述

ロードの結合が必要である．そのため，PRS では IP フラ

するフローエントリに従ってパケットを処理する．例えば

グメンテーション，および TCP セグメンテーションによっ

図 1 の例では，左上のスイッチをファイアウォール，右上

て分割されるペイロード結合の機構を提案し，OpenFlow

のスイッチをルータとして運用するといった制御が，コン

に対応したソフトウェアスイッチである Open vSwitch[3]

トローラで動作するソフトウェアによってオンデマンドに

で実現する．

操作できる．このように，目的に応じた柔軟な制御の提供

IP フラグメンテーションの結合では，IP ヘッダから ID，
およびフラグメント・フラグとフラグメント・オフセットを

と迅速な切り替えが可能となり，ネットワーク構成の変更
に必要な時間や人手が削減される．

参照して分割されているか否かを判定し，結合には Linux
カーネルが提供する ip defrag() を利用する．

2.2 OpenFlow

一方，TCP セグメンテーションの結合では，TCP ヘッ

2.1 節で述べたように，SDN ではスイッチとコントロー

ダを参照することで，Maximum Segment Size(MSS) を取

ラで通信し，パケット処理の移譲やルーティングテーブル

得し，受信したパケットサイズと MSS を比較することで

の書き込みを行う．SDN では通信プロトコルとして一般

分割されているか否かを判定する．そして，パケットサイ

に OpenFlow[4] が利用されている．OpenFlow では，後述

ズが MSS より小さい場合，ペイロードの最後だと判定し，

するフローエントリの書き込みによってコントローラが

それまで受信したパケットのペイロードと結合する．さら

スイッチを制御する．フローエントリとは，一定の条件に

に，IP フラグメンテーション，TCP セグメンテーション

マッチするパケットに対する動作を示した規則であり，ス

の有無による 4 パターンについて PRS を実装した Open

イッチはこのフローエントリに従ってパケットを処理する．

vSwitch と通常の Open vSwitch のラウンドトリップタイ

スイッチは複数のフローエントリを登録するフローテー

ムを測定し，このパケット結合機構が通常のパケット処理

ブルを保持している．コントローラはスイッチに対してフ

に与える影響は少なく，十分実用に足ることを示す．

ローエントリを送信し，これを受信したスイッチはフロー

以下，2 節では SDN とその問題点について述べ，3 節で

テーブルへフローエントリを登録する．スイッチにパケッ

PRS の設計について説明する．4 節では，パケット結合の

トが到達すると，フローテーブルに登録されたフローエン

実装について述べ，5 節でパケット結合のオーバヘッドを

トリのなかから条件に一致するものを探索し，そのフロー

実験によって示す．6 節では関連研究について述べ，7 章

エントリに従ってパケットは処理される．

で本稿のまとめと今後の課題を述べる．

2. SDN/OpenFlow
2.1 SDN
SDN では，ソフトウェア定義により仮想的なネットワー

2.3 フローエントリ
フローエントリとは，パケットを処理する基準や方法を
示した情報であり，スイッチはこのフローエントリを記憶
する表 1 のようなフローテーブルを保持する．表 1 のよう

クを構築し，統一された規格のスイッチ群に反映すること

に，フローテーブルは Match Field，Priority，Counters，

ができる．SDN はネットワークの制御機能を担うコント

Instructions，Timeouts，Cookie，の 6 つの要素で構成され
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ている．これら要素のうち，Match Field には物理ポート
番号，MAC アドレス，IP アドレス，TCP や UDP のポー
ト番号など，複数の条件を設定することができる．Match

Field に設定された条件を満たすパケットは Instructions
に従って処理される．Instructions では，パケットの書き
換えや任意の物理ポートからのパケットの転送などの複数
のアクションを設定することができる．
例えば，表 1 最上位のフローエントリは，送信元 IP が

図 2

IP フラグメンテーション

192.168.0.11 で，送信先 IP が 192.168.0.1 のパケットに対
して，1 番の物理ポートから転送を行うという規則を示し

いて，それぞれのネットワーク機器の間で設定されている

ている．

Maximum Transmission Unit (MTU) を超えるサイズのパ

上記の通り，スイッチはフローエントリに従ってパケッ

ケットに対して，MTU を超えないようにパケットの分割

トを制御するが，条件に指定できるのは OSI 参照モデルに

が行われる．MTU とは，一回の転送で送信できる IP デー

おけるレイヤ 4 以下であり，HTTP プロトコルヘッダな

タグラムの長さの上限を示す．IP フラグメンテーションで

どペイロードの情報を利用した制御はできない．現在，ス

は，図 2 のように IP ヘッダ以降のデータを分割し，それ

イッチで処理のできない機能を SDN で実現するには以下

ぞれに IP までのヘッダを付与して送信する．IP フラグメ

の 2 つの方法がある．

ンテーションはネットワーク機器や端末それぞれで分割・

( 1 ) コントローラに処理を移譲する

結合の処理が行われるため効率が悪い．そのため，現在は

( 2 ) 利用したい機能を備えた従来の機器を導入する

IP フラグメンテーションの発生は，後述する TCP セグメ

1 の場合，コントローラとスイッチの間でパケットの送
受信を行う必要があり，ネットワークの遅延に繋がる．更
に，通信が頻繁に発生し，コントローラが行う処理が増加
するため負荷が大きくなる．
一方 2 の場合，従来機器は SDN コントローラで制御す

ンテーションなどを用いることで抑えられている．

3.1.1 IP フラグメンテーションの結合
IP フラグメンテーションの分割に関する情報は IP ヘッ
ダに含まれる以下の情報から取り出すことができる．

( 1 ) ID (識別子)

ることができない．そのため，ネットワークの構成に制限

( 2 ) フラグメント・フラグ

が発生し，設定も個別に行う必要がある．これは，ネット

( 3 ) フラグメント・オフセット

ワーク構成の変更を迅速かつ柔軟に行うことができるとい
う SDN の利点を損なうことになる．

ID は IP パケットに個別で割り振られる識別子である．
ある IP パケットで IP フラグメンテーションが発生した場

そこで本研究では，スイッチでペイロードを利用するため

合，この ID は同一のものがコピーされる．送信元，送信

の新たな機構，Packet Reassembly on SDN Switch（PRS）

先，ID が全て同一のパケットは，パケットが IP フラグメ

を提案する．

ンテーションによって分割されたことを示す．

3. PRS の概要と実現へのアプローチ

フラグメント・フラグはそのパケットに後続のパケット
が存在するかどうかを示す．このフラグが 1 に設定されて

TCP/IP を利用した通信では，一般にペイロードは分割

いる場合，後続のパケットが存在することを示す．すなわ

されて送受信される．そのため，SDN でペイロードを利

ち，IP フラグメンテーションされたパケットの断片であ

用した制御を行うためにはペイロードの再構築が必要とな

ることを示している．このフラグが 0 に設定されている場

る．一般に，ペイロードは IP フラグメンテーション，およ

合，後続のパケットが存在しないことを示す．すなわち，

び TCP セグメンテーションによって分割されている．そ

IP フラグメンテーションが行われていないか，断片化され

のため，SDN でペイロードを利用した制御を行うために

たパケットの最後の断片である．そして，後述するフラグ

は，以下の機能が必要となる．

メント・オフセットの値によって最後の断片か否かを判定

( 1 ) IP フラグメンテーションの結合

する．

( 2 ) TCP セグメンテーションの結合
( 3 ) ペイロード情報を利用したパケット処理
以下では，これら機能の詳細について説明し，PRS の
アーキテクチャを概説する．

フラグメント・オフセットは，そのパケットが IP デー
タのどの位置に当たるかを示す．フラグメント・オフセッ
トの値を 8 倍したバイト数の位置が元の IP データでのそ
のパケットの始点である．分割されていない IP パケット
や，分割された先頭のパケットの場合，フラグメント・オ

3.1 IP フラグメンテーション
IP フラグメンテーションはネットワークの通信経路にお
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

フセットの値は 0 となる．

IP フラグメンテーションで分割されたパケットの結合
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者が ACK パケットを返すことで完了する．MSS はこのう
ちの SYN パケットと SYN + ACK パケットの TCP ヘッ
ダに含まれている．この値をお互いに確認し，より小さい
方の値を上限として以降の通信が行われる．送信するデー
タのサイズが MSS よりも大きくなる場合，ペイロードサ
イズが MSS に一致するように分割される．よって，TCP
セグメンテーションが行われる場合，最後以外の分割され
図 3

TCP セグメンテーション

たパケットはペイロードサイズと MSS が一致する．
シーケンス番号は TCP 通信において TCP ヘッダに格
納されており，データの順序を管理するために利用され
る．3way handshake を行うとき，SYN パケットと SYN +

ACK パケットにランダムなシーケンス番号が与えられ，以
降はデータを送信するごとにそのデータの大きさだけシー
ケンス番号が増加する．接続先と接続元からのパケットは
それぞれ，同じ方向でのシーケンス番号を比較することで
順序を確認することができる．

TCP セグメンテーションの結合は，まず，3way handshake が行われるとき，SYN パケット，及び SYN + ACK
図 4

3way handshake

パケットから送信元と送信先の IP アドレス，およびポー
ト番号の組み合わせと，対応する MSS を取得する．そし

では，これらの情報を用いて受信したパケットが分割され

て，その後のデータの送信時に IP アドレスとポート番号

ているかどうかを確認する．そして，分割されている場合

の組み合わせから MSS を特定し，MSS とパケットのペイ

にはフラグメント・オフセットを参照して結合する．

ロードサイズを比較することで，分割されたパケットか判
別して分割されていればパケットを保持する．最後に，ペ

3.2 TCP セグメンテーション
TCP セグメンテーションでは，図 3 のように TCP ヘッ
ダ以降のデータを分割し，それぞれに TCP までのヘッダを

イロードが MSS より短いパケットを受信したとき，IP ア
ドレスとポート番号の組から保持しているパケットが存在
すれば，シーケンス番号順に並べて結合する．

付与して送信する．TCP セグメンテーションは，TCP 通
信を行うとき，通信する 2 端末で設定されている Maximum

Segment Size (MSS) のうち，小さい方を超えるサイズの

3.3 ペイロード情報を利用したパケット処理
PRS の実装には，以下に示す 2 つの方式が考えられる．

データを持つパケットに対して，MSS を超えないように分

( 1 ) OpenFlow の条件判定部分への追加

割が行われる．MSS とは，一回の転送で送信できるパケッ

( 2 ) 独立した処理ロジックの追加

トのペイロードサイズの上限を示す．利用するネットワー

（1）は，OpenFlow のマッチ条件に処理可能な条件を

ク経路の Maximum Transmission Unit (MTU) を超える

追加することで OpenFlow をレイヤ 5 以上まで拡張する方

パケットが発生しないように MSS を設定した場合，IP フ

法である．この場合，管理者は既存の方法と同様に扱うこ

ラグメンテーションは発生しない．しかし，利用するネッ

とができるため利用しやすい．しかし，ペイロード情報を

トワーク経路の途中に MTU が短い区間が存在し，TCP セ

用いたパケット処理を行うにはマッチ条件として必要なペ

グメンテーションされたパケットのサイズが MTU を超過

イロード情報の長さや位置が用途により異なり多岐にわた

する状況では IP フラグメンテーションが発生する．

る．全ての用途に対応するためには，複雑なロジックが必

3.2.1 TCP セグメンテーションの結合

要になり，パケット処理に要する時間が延びることが予想

TCP セグメンテーションで分割されたパケットを結合

される．また，全ての用途には対応せず，特定のマッチ条

するには以下の情報が必要となる．

件を提供する場合，提供するマッチ条件が必要十分である

( 1 ) Maximum Segment Size (MSS)

かを判断することは難しい．

( 2 ) シーケンス番号

一方，
（2）は，マッチ条件を増やすのではなくスイッチ

MSS は TCP 通信の 3way handshake 時に通信対象の 2

に新たなモジュールを追加し，そのモジュールでペイロー

端末で決定する．3way handshake は図 4 で示すように，接

ド情報の処理を行う方式である．この場合，利用者は必要

続要求者が SYN パケットを送信し，それを受信した通信

十分な機能を選択して利用することで，必要以上のオーバ

相手が SYN + ACK パケットを返した後，最後に接続要求

ヘッドが発生することを防ぐことができると考えられる．
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図 6

図 5

Open vSwitch のアーキテクチャ

パケット結合のフローチャート

PRS では結合したペイロードを利用するための API を提
供し，それらを利用することで個々の機能を実現する．

そこで，PRS では (2) の方式を選択する．

3.4 PRS のアーキテクチャ

4. 実装
本研究では，PRS の中でペイロード結合の実装を行う．

3.3 節で述べたように，PRS は Open vSwitch のモジュー

具体的には，Open vSwitch 2.3.2 を利用し，カーネルモ

ルとして実現する．そこで本節では，Open vSwitch での

ジュールとして IP フラグメンテーション，および TCP

パケット処理を概説し，PRS で実現するモジュールとの関

セグメンテーションで分割されたパケットのペイロード

係を述べる．図 5 に示すように，Open vSwitch はカーネ

部分を結合する．ペイロードの結合手順を図 6 に示し，そ

ルモジュールとユーザモジュールで構成されている．

れぞれの手順を述べる．なお，Open vSwitch 2.3.2 では，

Open vSwitch にパケットが到達すると，
（1）カーネルモ

パケットは sk buﬀ 構造体で保持されており，その複製に

ジュールのフローエントリにマッチするパケットか否かを

は linux カーネルで提供されている skb copy() 関数を利用

確認し，マッチする場合はフローエントリに従ってパケッ

する．

トを処理（e.g., 転送や破棄）する．一方，マッチしない
場合，
（2）パケットはユーザモジュールに転送され，カー

4.1 IP フラグメンテーションの結合手順

ネルモジュールと同様，ユーザモジュールのフローエント

Linux カーネルは，パケットが IP フラグメンテーショ

リを参照して適切に処理される．ユーザモジュールのフ

ンされている場合，パケットを結合する ip defrag() 関数を

ローテーブルにもマッチしない場合，Open vSwitch は（3）

備えている．そこで PRS では，まず図 6（1）のように，IP

Open Flow の API を利用し，（4）接続マネージャを呼び

パケットか否かを Ethernet ヘッダに含まれているタイプ

出してパケットをカプセル化し，
（5）コントローラへ転送

番号から判別する．そして，IP パケットである場合，（2）

する．コントローラはカプセル化されたパケットを受信す

IP ヘッダに含まれるフラグメント・フラグとフラグメン

ると，管理者が記述するプログラムに従い，必要なスイッ

ト・オフセットからフラグメントされているか否かを検査

チにフローエントリの書き込みやパケットを送信する．

する．フラグメント・フラグは，後に続くパケットの存在

このように，Open vSwitch でのパケット処理は，カー

を示し，その値が 1 の場合には最後尾以外の分割されたパ

ネルモジュール，ユーザモジュール，コントローラの優先

ケットであると判断できる．フラグメント・オフセットは，

順位で実行され，この順序でより多くの実行時間を必要と

そのパケットが分割される前にどの位置に存在していたか

する．

を示し，0 でない場合は先頭以外の分割されたパケットで

図 5 の破線部で示すように，本研究で提案する PRS は

Open vSwitch の拡張機能として実現する．PRS は，ペイ

あると判断できる．パケットがフラグメントされていた場
合，（3）ip defrag() 関数を呼び出して結合する．

ロード結合と，結合結果を利用した個々の機能（e.g., レ
イヤ 7 スイッチ）によって構成される．PRS では，Open

vSwitch にパケットが到着したとき，（1）パケット全体を

4.2 TCP セグメンテーションの結合手順
図 6（4）のように，IP ヘッダからプロトコル番号を確認

複製し，ペイロードの結合を行う．パケットを複製せず，

し，TCP パケットであるか否かを判別する．TCP パケッ

Open vSwitch でのパケット処理を利用する方法も考えら

トであった場合，
（5）TCP 接続の開始時に行われる 3way

れるが，ペイロードの結合や送信時の再分割など，オーバ

handshake の SYN フラグが 1 のパケットを取得し，（6）

ヘッドの発生を考慮し，複製する方法を選択した．なお，

MSS を取得して，送信元と送信先の IP アドレス，および

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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表 2 ホストマシン
メモリ

CPU

Intel Core i5（デュアルコア，2.90GHz） 16GB（2133MHz LPDDR3）

表 3

仮想マシン（クライアント，サーバ，スイッチ）

CPU

メモリ

アダプタータイプ

デュアルコア

1GB

Intel PRO/1000 T Server（82543GC）

図 8

図 7

ラウンドトリップタイム比較：パケット分割なし

実験環境

ポート番号の接続情報とともに記憶する．その後，パケッ
トを受信するたびに（7）ペイロードサイズと MSS を比較
し，
（8）一致する場合にはシーケンス番号の順に接続情報
と紐付けしてパケットを保持する．最後に，パケットの長
さが MSS と比較して短いパケットを受信したら分割され
た最後のパケットであると判断し，
（9）同一の接続情報で

図 9

ラウンドトリップタイム比較：IP フラグメンテーション

表 4 ラウンドトリップタイム比較：実験条件と結果の対応

既に保持されているパケットが存在するか否かを確認し，
（10）結合してペイロードを再構築する *1 ．

5. 実験と評価
PRS のペイロード結合処理を加えた Open vSwitch は，

図番号

分割方法

ペイロード (byte)

MTU(byte)

MSS(byte)

図8

なし

250

1500

1460

図9

IP

250

100

1460

図 10

TCP

10000

1500

1460

図 11

IP，TCP

10000

1000

1460

通常のパケット処理に加えオーバヘッドが生じる．この
オーバヘッドがパケット処理に与える影響を調べるため，

を変更することで IP フラグメンテーション，および TCP

TCP パケットのラウンドトリップタイムを計測し，その

セグメンテーションを発生させる．なお，この構成には

影響を評価する．本節では，実験環境について述べた後，4

Linux Network Namespace[6] を利用し，仮想的なネット

つの条件でラウンドトリップタイムを計測する．また，パ

ワークを構築する．図 7 では，ns という名前空間を作成

ケットサイズを変えてラウンドトリップタイムを測定し，

し，仮想インタフェース veth0 を生成する．そして，veth0

その変化について考察する．

は Client の仮想インターフェース veth1 と接続している．

veth1 と物理インタフェース eth0 はルーティング接続され
5.1 実験環境

ており，この間の MTU を小さくすることで IP フラグメ

実験にはパケットを送信するクライアント，パケットを

ンテーションを発生させる．Client の eth0 と，PRS を実

受信するサーバ，そしてパケットを転送するスイッチをそ

装した Open vSwitch を接続し，さらにこの Open vSwitch

れぞれ VirtualBox[5] で実行し，1Gbps で接続してラウン

と Server を接続する．この環境を構築した上で，Server に

ドトリップタイムを計測する．ホストマシン，および仮想

パケットを送信することで，ラウンドトリップタイムの測

マシンの仕様を表 2 に示す．

定が可能となる．

これら 3 つの仮想マシンを図 7 のように接続し，MTU
*1

分割された最後のパケットのペイロードサイズが偶然 MSS と一
致する場合のみ，ペイロードが再構築されない．
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図 12
図 10

ラウンドトリップタイム比較：TCP セグメンテーション

図 11

ラウンドトリップタイム比較：IP，TCP 両分割

ペイロードサイズによる推移：
分割なし，および IP フラグメンテーション

図 13

ペイロードサイズによる推移：

TCP セグメンテーション，および IP，TCP 両分割
表 5 ペイロードサイズによる推移：実験条件と結果の対応
図番号

分割方法

ペイロード (byte)

MTU(byte)

MSS(byte)

図 12

なし

250 - 1000

1500

1460

IP

250 - 1000

100

1460

TCP

10000 - 30000

1500

1460

IP，TCP

10000 - 30000

1000

1460

図 13

次に，ペイロードサイズとラウンドトリップタイムの関
係を調べるため，PRS を実装した Open vSwitch に対し，

IP フラグメンテーションと TCP セグメンテーションの有
無による 4 パターンについて，ペイロードサイズを変更し
てラウンドトリップタイムを計測する．測定結果を図 12
と図 13 に，それぞれの計測条件と実験結果の対応を表 5

に対し，IP フラグメンテーションと TCP セグメンテー

に示す．

ションの有無による 4 パターンについて，ラウンドトリッ

図 12 では，破線が分割が起きない場合，実線で IP フラ

プタイムを計測する．計測には，任意の TCP/IP パケット

グメンテーションが起きる場合の結果を示している．どち

を送信できる hping3[7] を用いた．TCP メッセージを 100

らもペイロードサイズが増加するに従って，緩やかに比例

回送信し，ラウンドトリップタイムの最小値と最大値を除

するようにラウンドトリップタイムも増加している．

いたデータを用いた．測定結果を図 8 から図 11 に，それ
ぞれの計測条件と実験結果の対応を表 4 に示す．

一方図 13 では，破線で TCP セグメンテーションが起き
る場合，実線で IP フラグメンテーションと TCP セグメン

図 8 から図 11 では，通常の Open vSwitch は三角の点

テーションの両方が行われる場合の結果を示している．こ

で示し，PRS を実装した Open vSwitch は四角で示す．ま

ちらもペイロードサイズが増えると緩やかに比例するよう

た，縦軸は累積確率を示し，横軸はラウンドトリップタイ

にラウンドトリップタイムも増加している．

ムを示す．これらの図では，例えば縦軸 0.5，横軸 4 であ

このように，IP フラグメンテーションと TCP セグメン

るとき，50%のパケットのラウンドトリップタイムが 4 ミ

テーションの有無による 4 パターンのいずれも比例する関

リ秒以内になることを示している．

係にあることがわかる．

いずれの結果においても通常の Open vSwitch と，PRS
を実装した Open vSwitch で転送にかかる時間に大きな違
いは見られないことがわかる．
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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ウンドトリップタイムに大きな差は見られなかった．これ
は，ペイロード結合処理をパケットを複製して実行してい
るためであると考えられる．

いるという利点がある．

7. まとめ

一方，パケットのペイロードサイズによるラウンドト

本研究では，SDN スイッチでのより柔軟なパケット制御

リップタイムの推移に注目すると，ペイロードサイズとラ

を実現するために TCP/IP ペイロードの情報を用いてパ

ウンドトリップタイムは比例の関係にある．これは指数関

ケットを制御する機構，PRS を提案した．そして，パケッ

数的な増加ではないため，ペイロードサイズが大きくなる

ト結合の機能を実装し，実験によって処理速度へ与える影

場合でもパケットの結合機能は実用に耐えうると考えるこ

響がほぼないことを示した．

とができる．

6. 関連研究
ADPP[8] では，コントローラの機能をスイッチでも実行

今後の課題として，結合後のパケットを処理機能へ提供
する API の考案とその評価を行う必要がある．また，パ
ケットの結合機能や API を利用するモジュールの導入を
コントローラで管理する手法の提供も考えられる．

可能にし，スイッチだけでコントローラと同等の制御を可
能にしている．ペイロード情報をスイッチで処理するには
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