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はじめに

災害時にスイッチやリンクが切断され，重要情報の損失
やデータ通信の途絶が社会問題となった．そこで，コント
ローラがネットワーク内のスイッチを柔軟に制御可能な
OpenFlow を用いて，災害時にネットワーク状況に応じて
通信経路を動的に制御する試みが行われている [1, 2]．しか
し従来研究では，スイッチ間のデータ回線が損壊する確率
（災害リスク）のみを考慮しており，コントローラとスイッ
チ間の管理回線が損壊した場合はネットワーク制御が困難
となる．
そこで本研究では，OpenFlow 管理回線の災害リスクを
考慮したネットワーク制御手法を提案する．本手法はデー
タ回線の災害リスクと合わせて，管理回線の災害リスクも考
慮している点が特徴として挙げられる．これにより，一部の
スイッチが制御不能になった場合でも，その時点で設定済の
状態で動作し，転送を行う特性を考慮して経路制御を行うこ
とで，効果的なデータ通信を実現する．本稿では文献 [3] を
基にした基本設計を示し，初期実験によりその効果を検証
する．

2.

関連研究と課題

図 1: 提案概要
御が困難になる．

3.

たネットワーク制御手法の提案と設計

3.1.

OpenFlow を用いた災害時におけるネットワーク制御手
法として，スイッチ間のデータ回線が受ける災害の影響や
ネットワークの状況を考慮して経路制御を行う手法が提案
されている [1, 2]．これら手法は災害によりスイッチ間の
データ回線が切断される可能性を考慮しているが，コント
ローラとスイッチ間の管理回線は切断されず，常にコント
ローラは全てのスイッチを制御可能であることを前提にし
ている．しかし災害時には，管理回線も切断され，一部のス
イッチが制御不能になり，データ転送の効率が低下する可能
性がある．
また，コントローラを複数台用いて，管理回線を冗長化す
るアプローチもいくつか存在する．これにより，一部のコ
ントローラやその管理回線が損壊した場合でも他のコント
ローラや管理回線に切り替えることで，継続してネットワー
クの管理や制御が可能となる．しかし，コントローラを複数
台用意することで設置や管理にコストがかかり，さらに，す
べての管理回線が損壊した場合はネットワークの管理や制
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前述した課題を解決するために，本稿では OpenFlow 管
理回線の災害リスクを考慮したネットワーク制御手法を提
案する．OpenFlow では管理回線が損壊した場合，コント
ローラはそのスイッチの制御が不能になるが，スイッチは
その時点での設定に基づいてデータ転送などを行うことは
可能である．本手法では，この特性を考慮して，管理回線や
データ回線の災害リスクに応じて経路制御を行うことで，一
部のスイッチが制御不能になった場合でもデータ転送を維
持することを実現する．

3.2.

設計

本手法の実現に向けて，まず災害によるスイッチとリンク
への影響を災害リスクのモデルとして定義する．ここでは
先行研究 [2] に倣い，災害によるスイッチとリンクの損壊確
率を基に災害リスクを定義する．なお，リンクはスイッチ間
のデータ回線だけではなく．コントローラとスイッチ間の
管理回線も含めるものとする．
この災害リスクとネットワークの帯域状況に応じて，経路
制御を行う．具体的には，災害直後はまずデータ回線の災
害リスクと帯域容量を考慮して状況の良い経路を選択する．
さらに，管理回線の災害リスクを考慮し，制御不能になる
可能性が高いスイッチに関しては予めデータ回線の災害リ
スクが低い経路へ転送するように経路を設定しておく．管
理回線が損壊した場合はそのスイッチは制御不能となるが，
データ回線が損壊していなければデータ転送は可能である
ため，設定した経路情報やデータ回線の災害リスクを考慮し
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図 2: 実験用ネットワーク構成
て，状況が良いと判断された場合はそのスイッチへデータを
転送する．そして，時間経過と共に管理回線やデータ回線，
スイッチ自身の災害リスクが高くなるにつれて，その影響を
重視し，徐々に災害リスクの低い安全な経路へ動的に切り替
えていく．

4.
4.1.

図 3: 実験結果

初期実験
実験概要

本提案手法の有効性を検証するために初期実験として，
データ転送に関するシミュレーション実験を実施した．実
験環境として，コントローラは OpenDaylight を利用し，ス
イッチは Open vSwitch を利用した．また，ネットワークエ
ミュレータとして Mininet を利用して，図 2 に示す仮想の
ネットワーク環境を構築した．ここでは 2 台のサーバ (h1，
h2) と 4 台のスイッチ（s1∼s4），1 台のコントローラ (cnt)
から構成されるネットワークを用意した．コントローラは
各スイッチと直接，接続しており制御することが可能となっ
ている．また，図中のスイッチとリンク上の数値は災害リス
クを表している．同図には示されていないが，コントロー
ラ-スイッチ間の管理回線の災害リスクは cnt-s2 間は 0.6，
それ以外は 0.3 に設定した．
次に実験方法を説明する．まず 2 台のサーバ間でバック
アップを想定したデータ転送として ping を送信する．この
時，s1 から s4 経由でデータが送られる．その後，災害が
発生し s1-s4 間のリンクと，cnt-s2 間の管理回線が損壊し，
その後，s1-s3 間のリンクが損壊する．この時のサーバ間の
データ転送の様子を観測した．

4.2.

実験結果

実験結果として一部のデータ回線や管理回線が破損した
後の ping の導通確認結果を図 3 に示す．管理回線のリスク
を考慮していない従来手法では s1-s4 間のリンクが損壊する
と，s3 経由の経路に切り替えることで，その後もデータ転
送を行うことができたが，s1-s3 間のリンクが破損すると，
データ転送が停止した（図 3(a)）．これは実際には s2 経由
の経路が利用可能であったが，cnt-s2 間の管理回線が破損
し，コントローラは s2 が存在しないものとしてネットワー
ク全体を管理・制御していたためである．
一方で，管理回線のリスクを考慮する提案手法では予め管
理回線の災害リスクを考慮し，s2 に対して設定情報を送信
しておく．その後，s1-s4 間のリンクが破損すると，s3 経由

の経路に切り替え，さらに s1-s3 間のリンクが破損すると，
s2 経由の経路に切り替えた．s2 は制御不能ではあるが，予
め与えて置いた経路情報を基にデータ転送を行うことがで
きた（図 3(b)）．
以上より，管理回線のリスクを考慮する提案手法により，
管理回線が破損して，一部のスイッチが制御不能になった場
合でも設定済の状態を考慮して経路制御を行うことでデー
タ転送を継続することができた．

5.

おわりに

本稿では OpenFlow 管理回線の災害リスクを考慮した
ネットワーク制御手法を提案し，初期実験によりその効果を
示した．今後は具体的に経路を選択するアルゴリズムの詳
細設計を行い，ネットワークの規模を大きくした環境での実
験により提案の有効性を検証する．
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