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ネットワーク技術の検証を行うためには、対象技楠を直接的に検証するためのトラフィックや、背
景トラフィックとして存在する周辺技楠のトラフィックを再現する必要がある。本論文では、一般的な
OSが起動するノードを利用した大規模な環境を用いたトラフィックジェネレータのプラットフォー
ムであるXBurnerの概念設計を行う XBurnerではStarBEDやXENebulaといった大規模な環
境に存在する多数のノードをSpringOSによって制御し、一般的な通信ソフトウェアを起動すること
でトラフィックを生成する。これにより、利用者によるトラフィックパターンの定義や、新しいサー
ビスへの対応などさまざまな利点が得られる。

Design issues for XBurner:
A Platform for Generating

Native

Network Traffic

In order to build realistic
environment to evaluate network technologies,
traffic for evaluating target systems and by surrounding
technologies
of them should be introduced
to these
environment. We designed XBurner; a platfome to run actual application
software on many
nodes to ganerate native traffic.
XBurner employs network testbeds
such as StarBED and
XENebula to build large-scale
and complex network topology and SpringOS to control nodes
on these testbed.
Users can introduce there own network software and traffic pattern on an
environment by XBurner because actual OS run on nodes in these environment. This paper
describe
the design of XBurner.

1.はじめに
ネットワーク技術が成熟に向かうにつれ、その信頼
性や確実性が重要視されるようになっており、このよ
うな要素を検証するために、さまざまなネットワーク
実験が行われている。
このようなネットワーク実験を行うための実験用の
環境には、対象技術によるトラフィックと周辺技術に
よるトラフィックが存在する。このようなトラフィッ
クは対象技術を動作させることにより自然に発生する
ものと、より現実的な実験環境を構築するためや、対
象技術のパフォーマンスや手順の試験を行うために意
図的に生成されるものがある。意図的にトラフィック
を生成するためには、現状では専用に設計されたトラ
フィックジェネレータを利用することが多い。ネット
ワーク実験は、その目的によりさまざまな環境で行わ
れるが、物理的に構築された環境での検証のためのト

ラフイツクジュネレ‑タ1ト4)だけでなく、ソフトウェ
アシミュレーション環境でもさまざまなトラフィック
を生成するモジュールが利用されている。
既存のトラフィックジェネレータは、前もって定義
されたトラフィック、もしくは観測されたトラフィック
を再生するものが一般的であり、ネットワーク技術の
開発者が新たに実装したサービスのトラフィックを生
成することは困難であるなど、利用日的によって検証
に利用できないこともある。
本論文では、特殊なハードウェアやソフトウェアを
利用せず、一般的な計算機とOS上で動作するツール
を利用してトラフィックを生成することで、利用者が
実装したサービスの検証を含め柔軟なトラフィックを
生成するためのプラットフォームXBurnerの設計を
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また、 XBurnerを利用しトラフィックに多様性およ
び規模性を持たせるため、大規模実証環境の一つであ
るStarBED5)'6)上にXENebula7)を利用し、 AS間
トポロジを構築し、数千ノードからなるトラフィック
生成専用環境の構築を目指す。
本論文では、実験用の実計算機やソフトウェアシミュ
レータ上に模倣された実験用の計算機やネットワーク

機器をノード、ネットワーク実験のた糾こ構築された
実験用のノードや実験を管理するためのノードを含め
た環境を実験駆動単位と呼ぶ。用語の定義については
文献8)が詳しい。
2. XBurnerの問題意識
本章では、現状でのトラフィックジェネレータの利
用ケースについて述べ、現状のトラフィックジェネレー
タの問題点および、我々が開発を行うXBurnerでの
問題の解決手法について述べる。
2.1現在のトラフィックジェネレータの利用ケース
図1、 2は、トラフィックジェネレータの利用方法
を示したものである。
図1は、対象システムのベンチマークやコンフォー
マンス試験などに利用される、対象技術向けのトラ
フィックを生成するものである。このケースではトラ
フィックジェネレータは、対象技術のサーバーもしく
は綱に向けてトラフィックを生成し、負荷を与えたり、
その応答として生成されるトラフィックを検証すると
いった用途に利用される。一方、図2は、周辺技術の
トラフィックを生成する場合を示している。この場合
は、対象技術から見たバックグラウンドトラフィック
として、既存のサービスとの相互影響を検証するため
に用いられるが、現状では、記録されたトラフィック
を再生し、対象技術が動作しているネットワークを通
過させることで実現する場合が多い。また、図1で示

した手法により、対象技術とは関連の無い技術のトラ
フィックを生成させる手法も利用されている。
2.2 席存のトラフィックジェネレータの問題点
前節で示したトラフィックジェネレータの利用ケー
スでは、以下のような問題が存在する。
(1)任意のトラフィックパターンが生成できない
(2)新たなサービスに対応できない
(3)インタラクティブな通信ができない
新しいサービスの検証や、既存のサービスの転用な
どのための検証には、任意のパターンでのトラフィッ
ク生成が必要になる。一方、既存のトラフィックジェ
ネレータでは、ある特定のプロトコルのある特定のパ
ターンのトラフィックの生成は可能であるが、任意の
パターンのトラフィックを生成することは困難である
ことが多い。また、同様の理由から新しいサービスの
検証のために利用者が定義したプロトコルや手順にし
たがったトラフィックの生成も困難である。
記録されたトラフィックを単純に再生するようなト
ラフィックジェネレータでは、任意の観漸点で観測さ
れたトラフィックの送出は行えるが、その応答を得る
ことは困難であるo単にトラフィックを再生する場合
には、送信されたパケットはあるポイントで破棄され
ればよいが、インタラクションを含めた通信を行うた
郎こは、パケットを受信したノードがそれに対して適
切に対応する必要がある。このためには送信側と受信
側の処理を行う要素が適切に実験駆動単位に用意され
ることが求められる。
表1に、トラフィックの発生日的とそれに対する既
存のトラフィックジェネレータの問題点をまとめる。
XBurnerはこれらの問題に柔軟に対応し、より現実
的なトラフィックを実験駆動単位に導入し、より現実
的なネットワーク実験を実現することを目的とする0
2.3 XBurnerでのアプローチ
前節で説明した内容を解決するために、 XBurnerは
以下の方針にそって開発を行う。
2.3.1利用者独自のソフトウェア導入を許容
新たなサービスを実装した際には、その検証のため
の多様性をもったトラフィックを生成することが必要
である
XBurnerでは、利用者が実装したソフト
ウェアによるトラフィックの生成を許容するように設
計を行う。これにより、トラフィックパターンについ
ても、利用者の希望を反映したものを導入できる。

2.3.2 パケットダンプとして保存されたトラフィッ
クの再生機能の提供
利用者が任意の観測データを再生する場合には、 tcp‑
dumpやWiresharklO'で観測したパケットダンプを
利用し、トラフィックを再生することでバックグラウ
ンドトラフィックを生成するケースも多い。このよう
な用途に対応するため、パケットダンプとして保存さ
れたトラフィックを容易かつ現実的に再生する機能を
提供する。このような手法は現状でも利用されている
が、 XBurnerを用いることで多数のノードから分散
してトラフィックを生成することが可能となる。
2.3.3 現実的なリンク特性の導入
インターネット上を流れるトラフィックは、送信元
から宛先までさまざまな特性を持ったリンクを経由す
ることにより、さまざまな通信特性を持つことになる。
XBurnerで生成するトラフィックも同様の特性を持つ
ようにリンク特性を導入するO
2.3.4 トラフィック量の調整機能
実験によって、必要とされるトラフィックの総量や
プロトコル毎の割合は異なる。利用者の要望によりト
ラフィックの量の変更を容易に行えるインターフェー
スを提供する。トラフィック送出中にもその割合を変
更できることを目標とする。
2.3.5 テンプレートの提供
ここまで、利用者の任意のトラフィックの導入につ
いて述べたが、典型的なプロトコルやトラフィックパ
ターンを生成できるよう、 XBurnerでテンプレート
を提供する。
3. XBurnerの設計
2章ではXBurnerが対象とする問題をまとめた。本
章では、これらの要求を満たすために、 XBurnerで
採用する技術や手法をまとめる。
3.1 XBurnerへの要求事項
前章で説明したxBurnerのアプローチをまとめる
と、以下の要件を満たす必要がある。
・一般的なOSが起動するノードの利用
.各ノードでのソフトウェアの起動制御
.リンクエミュレータの制御
.現実的なトポロジの導入
● これらの一括制御対応
3.1.1一般的なOSが起動するノードの利用
XBurnerでは、トラフィック生成を特殊なハード
ウェア、もしくは専用のソフトウェアを利用するので
はなく、一般的な計算機や実際に通信に利用されてい
るソフトウェアを用いるDこれにより、利用者が新た
に開発したサービスのソフトウェアを容易に起動でき
る他、既存のサービスに対する特殊なパターンのト
ラフィックを生成するソフトウェアやtcpreplayll'と
いったpcap形式で保存されたトラフィック再生ソフ

トウェアや、 harpoon.3)のようなpC上で動作する既
存のトラフィックジェネレータの導入も可能であるO
現実的なリンク特性の導入についても、各ノード間
のリンク特性をpreeBSDやLinuxといった一般的な
OS上で動作する、既存のリンクエミューレ‑タ12)13)
を利用できる。
3.1.2 各ノードでのソフトウェアの起動制御
各ノードでは、トラフィック生成用のソフトウェア
や、リンクエミュレータを外部から制御するた糾こな
んらかの手法が必要となる。
既存のソフトウェアベースのリンクエミュレータの
パラメータの制御を行うことで、トラフィック童の調
整機能も実現できる。トラフィック量の調節は、リン
クエミュレータの設定により、実験駆動単位上のノー
ドのネットワークインターフェースの入出力帯域など
のリンク特性を制御する方法と、トラフィックを生成
するソフトウェアの設定や動作頻度を変更する方法が
あるが、その実行は各ノードでコマンドを実行するこ
とで制御が可能である。
これらは外部から一括して行える必要があり、トラ
フィックを生成する前にある程度のシナリオを記述し
ておき、それをまとめて実行することでトラフィック
生成を行う。このためのシナリオファイルを保存して
おくことで、テンプレートの作成も可能である。
3.1.3 現実的なトポロジの導入
ネットワーク技術は、動作する環境のトポロジによ
り影響を与えられるものもある。トポロジ由来の問題
を明らかにするため、規模やノード配置.そして複雑
ざなどを含めたトポロジを容易に変更できるような
仕組みが必要となる。また、一般的な通信クライアン
トは多量のトラフィックを生成するた糾こ設計されて
いないため、必要な量のトラフィックを生成するため
には、多数のクライアントを起動する必要がある。こ
れらに対応するために、一台のノードからだけではな
く、複数のノードを一括制御し、トラフィックを複数
のノードから同時に生成させる。複数のノードを利用
することで、送信元および送信先のIPアドレスを分
散させることも可能であるo
XBurnerは多数のノードを確保するために、実ノー
ドだけではなく仮想ノードを利用する。仮想ノードを
利用することで、より多くのOSで動作するソフト
ウェアを一つの環境で利用できるほか、複数のIPア
ドレスを宛先、送信元とするトラフィックを生成しや
すい。また、トラフィックの送信元、宛先間を直接接
続するのではなく、ネットワークを挿入することで、
より現実的なリンク特性の導入が可能となる。
3.2 利用技術
前節でまとめた要求事項を具体的に満足するための
技術をまとめる。
3.2.1一般的なosが起動するノードの利用
現実的なトラフィックを生成するため、複数の計算

機を利用した環境を構築する。このために10台程度
の規模から数千台規模のトラフィック生成環境を構築
する。これは、各組織で用意した小規模なPCクラ
スタや、 S上a,,rBEDのような実ノードベースの大規模
な実験向けプラットフォームを想定している。また、
xEN14)やVMware15'といった仮想ノードを利用す
ることも可能である。
小規模なpCクラスタやStarBEDを利用する場合
には、 SpringOSやFrisbee16)の機能を用いてOSを
インストールすることが可能であるo特にSpringOS
を利用した場合には、物理ノードの情報は前もって
データベース化されているため、トラフィック生成の
ためのソフトウェア制御に必要な情報を取得するのは
比較的容易であるoその一方で、仮想ノードを利用し
た場合は、動的に生成される仮想ノードのインスタン
スの情報を何らかの方法で取得する必要がある。特に
本提案では以下で述べるようにソフトウェアの起動制
御のためにSpringOSを利用するため、 SpringOSが
利用できる形のデータベースに情報をまとめる必要が
ある。
3.2.2 各ノードでのソフトウェアの起動制御
各ノードでのソフトウェアの起動制御にはSprin‑
gosを利用する。 SpringOSはStarBEDでの実験を
支援するための、実験支援ソフトウェアであり、実験
を実行するために以下の機能を提供している。
● 実験用ノードへのソフトウェアのインストール
. L2トポロジ設定のためのスイッチのVLAN設定
● 実験シナリオの実行
このうち実験シナリオの実行機能を用いて、各ノー
ドでのソフトウェアの起動を行う。具体的にはSprin‑
gosは、各実験用ノードのネットワーク設定など初期
設定を行った後、シナリオファイルに記述された各実
験用ノード向けのコマンドリストを実行する。ノード
間の同期が必要な場合はメッセージ交換によりコマン
ドの実行タイミングを調整する。
XBurnerでは、利用者がSpringOSの言語記述に
不慣れな場合でも利用できるよう、 SpringOSはメッ
セージ交換によるノードのタイミング同期のみを担当

する。すなわち、利用者は以下の役割を持ったそれぞ
れのプログラムを用意して、 SpringOSではそれらを
起動するだけとする。
.実験の前準備として必要なファイルのダウンロー
ドやネットワーク設定
● 必要であれば利用するアプリケーションソフト
ウェアの設定ファイルの用意とアプリケーション
ソフトウェアの起動
●トラフィック発生
.トラフィック生成の停止およびアプリケーション
ソフトウェアの終了
実験ノードでは、 SpringOSのクライアントソフト
ウェアが起動しており、サーバプログラムからのメッ
セージ内容により上記の機能を使い分ける。これによ
り利用者は、利用するアプリケーションソフトウェア
にとって適切な言語でのトラフィック生成が可能とな
る。ただし、実験用ノードには当然それらの処理系を
インストールする必要があるO
これらの段階をある程度定型化することでSpringOS
の制御設定はテンプレート化が可能である。
3.2.3 現実的なトポロジの導入
単純なトラフィック生成は、実験用ノード1対1で
対応が可能であるが、要求されるトラフィックが大規
模化・多様化するにつれて、トラフィックを生成する
環境自体も複雑化させる必要がある。このような環境
構築のた糾こ、 XBurnerではPCベースのクラスタ
とXENebulaを利用した大規模な仮想化環境を利用
する。
xENebulaはXEN14)を利用した大規模実証環境を
構築するツールであり、 XBurnerはXENebula上に
現実的なAS閤トポロジ環境を構築し、さらに対象トラ
フィックを生成するクライアント、サーバもXENebula
上に用意する。これにより、ネットワークトラフィック
を生成するソフトウェアを起動できる多数のノードと、
より複雑な経路を環境中に導入できる XENebulaを
利用してAS闇トポロジを作成する概念図を図3に
示す。
以上のような手法により構築した環境に一般的な

サービスを提供するサーバを用意することで利用者が
導入したアプリケーションの補助を行う。たとえば、
通信を開始するノードは一般的にDNSサービスを用
いて、通信相手のIPアドレスの解決を行うため、 DNS
などのサービスをXENebula上に構築し、その現実
性を高めることも考慮する。特にDNSについては、
DNS網を模倣しその応答を生成するといった試み17)
も行われており、このようなサービスを導入する手法
も考えられる。
最終的にはXENebulaを利用してStarBED上に数
千から数万ASおよびノードからなる環境を構築し利
用する。図からわかるようにXENebulaはXENを利
用して一台の実ノード上で多数の仮想ノードを起動す
る。そして、 ⅩENのDomU上で動作するttylinuxで
Quagga18'のbgpdを起動し実際に経路の交換を行う。
AS聞接続のデータはCAIDAのAS Relationship19'
で提供されているものを利用し、 AnyBed20'を用い
て、各bgpdの設定ファイルを生成している。
ただし、 SpringOSは、 StarBEDと同様の構成を
持ったクラスタ環境での利用が可能であり、すでにい
くつかの拠点で利用されている。したがって、 XBurner
はStarBEDでの利用に限定されるわけではなく、さ
まざまなpCクラスタ上での利用が可能である。
3.2.4 そ の 他
現状ではAnyBedおよびXENebulaは一つのBGP
綱もしくはOSPF網を構築するO このような網の上
でトラフィックを生成すると、そのトラフィックはそ
れぞれ最適な経路を経由して送信先ノードに適切に
ルーティングされる。しかし、生成したトラフィック
すべてをあるシステムに流入させたい場合には、単‑
リンクにすべてのトラフィックを流入させる必要があ
る。このような要求を満たすた糾こ、 AnyBedおよび
XENebulaで異なるアドレスレンジを持つ二つのネッ
トワ∵クを構築し、これを相互に接続することでトラ

フイツクを単一リンクに向ける。現在のAnyBedは利
用するアドレスレンジを指定できないため、これに関
する拡張を行う。
さらに、ファイルをダウンロードするようなサービ
スを利用する場合には、ディスクの容量が問題となる。
特に仮想ノードを利用した場合などについては利用で
きるディスク容量には限りがあるため、ダウンロード
したファイルを何らかの方法で定期的に削除する必要
がある。このためには単純にファイルを削除するという
方法と、そもそもディスクに書き込ませないという二通
りのアプローチが存在する。できるだけ利用者の負担
を軽減するため、 Filesystem in Userspace(FUSE)21'
を利用し、ディスクにファイルが書き込まれないよう
なファイルシステムを実装する。
図4はXBurnerの概念図である。これまでに説明
したように、 XBurnerはStarBEDもしくは同様の
PCクラスタ環境もしくはXENebulaによる仮想ノー
ド環境を利用しトラフィックを生成する。各pcノー
ド上ではトラフィックを生成する一般的な通信用ソフ
トウェアや、ソフトウェアベースのトラフィックジェ
ネレータが動作しており、その起動やパラメータの変
更はSpringOSにより制御される。また、同様にリン
クエミュレータおよびDNSといった補助的なサービ
ス用アプリケーションソフトウェアもXENebula上
で動作し、 SpringOSによって制御される0

4.実装までの課題
本手法では既存のツールを組み合わせることで現実
的なトラフィックを生成することを目標としている。
したがってトラフィックを生成すること自体はそう難
しいことではない SpringOSやXENebula、各種リ
ンクエミュレータおよびトラフィックを生成する通信
ソフトウェアやソフトウェアベースのトラフィックジェ

ネレ‑タはすでに提供されているものである。
本研究での課題は以下の点である。
●既存のツール群を組み合わせた環境構築の容易化
.現実的なトラフィックパターンの検討
●トラフィック量の調整
以下でそれぞれについてまとめる。
4.1既存のツール群を組み合わせた環境構築の容
易化
すでにトラフィックを生成する部品自体はそろって
いると考えられるが、それぞれを一つずつ設定を行う
コストは大きい。これらをある程度自動化するために、
XBurnerの制御部ともいえるSpringOSの機能拡張
やこれらを包括して実行するためのインターフェース
が必要となる。
4.2 現実的なトラフィックパターンの検討
トラフィックの生成自体はアプリケーションソフト
ウェアを実行することで行えるが、どのようなトラ
フィックが現実的といえるかについては議論が必要で
ある。各プロトコルの割合やリンク特性など検討すべ
き点は多い。インターネットを対象とした場合には、
そのトラフィック傾向は国や組織の種類などによって
大幅に異なるため、単一のトラフィックパターンでは
対応できない場合も多いと考えられる。本研究ではい
くつかの実際のトラフィックパターンを参考とし、そ
れに近いトラフィックパターンを生成するための議論
を行っていく。
また、通信用のソフトウェアをどのように動作させ
た際にどの程度のトラフィックを生成するのかや、リ
ンクエミュレータを挿入した際の実際のトラフィック
への影響などについての調査も必要となる。
4.3 パケットダンプファイルからの現実的なトラ
フィックの生成
パケットダンプとして保存されているトラフィック
はネットワーク上のある一点で観測さたものであり、
観測地点で観測されたパケットおよびフレームの送出・
受信時間のみが保存されている。したがって、あるパ
ケットもしくはフレームが実際に送信された時間は不
明である。
ある網を考え、一点で観測した情報からその網全体
にある程度現実的なトラフィックを導入したい場合も
多いと憂えられるが、その場合には、観測されている

トラフィック情報から送信ノードと受信ノードのホッ
プ数やリンク特性を推定し、生成するトラフィックパ
ターンに反映する必要がある。
4.4 トラフィック量の調整
任意のトラフィックパターンを作り出すためには、
全トラフィックに占めるプロトコル別の割合を変更し
たり、全トラフィック量そのものを実験中に動的に調
整したいという要望も出てくる。このような用途のた
桝こ、既存のリンクエミュレータのパラメータ変更へ
の追従の精度の検証などが必要である。
4.5 トラフィック生成の精度の確保
XBurnerは、インターネット上と同様に自律分散的
に動作する多数のノードをある程度の粒度で制御し、
最終的な出力としてトラフィックを生成することを目
的としているo一方で、最終的なトラフィックが実際
にどの程度「現実的」であるかや、その制御粒度につ
いても検討が必要である。
5.おわリに
本論文では、柔軟かつ現実的なトラフィックを生成
するためにXBurnerの設計を行った XBurnerは多
数の一般的なOSが起動するノードからなる環境にお
いて、それぞれのノードが利用者が新たに開発したモ
ノを含め、一般的な通信ソフトウェアによりトラフィッ
クを生成するため、より現実的なトラフィック生成が
可能であるとともに、利用者による拡張も容易である。
2.2節で示した既存のトラフィックジェネレータの問
題は、表2にまとめたxBurnerの特徴により改善が
可能である。ただし、現段階は設計段階であり、今後
実装が必要である。
XBurnerは一般的なアプリケーションソフトウェア
を一括して実行し、その結果としてトラフィックを生
成するためのプラットフォームであるO仮想ノードを
利用し一台の物理ノードのリソースを共有するため、
一台で大量のトラフィックを生成するといった用途に
は不向きであるといえる。この点も踏まえ、 XBurner
を道具として利用して、現実的なトラフィックを生成す
るための議論は今後の課題となる。まずはトラフィッ
クパターンの検討や現実的なリンク特性の導入につ
いての議論を、実際に生成したトラフィックを観察し

た上で検討し、典型的な通信ソフトウェアを利用した
トラフィック生成のためのテンプレートを用意する。
同時に大規模なネットワークを経由することでトラ
フィックにどのような影響があるのかについても検討
し、 XBurnerのトラフィック生成アルゴリズムに組み
込んでいく予定である。
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