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あらまし SDNはデータセンタの利用から開始されたが、近年広域網へのユースケースとして SD-WANが注目され
ている。集中制御でオーバレイ型の仮想ネットワークを簡易に構築できるのが特徴である。本研究では、OpenFlow
の仕組みを用いてオーバレイ型の仮想ネットワークを構成する技術及び手法について検討し、VXLANトンネルを用
いた仮想ネットワークの設計に加えて、OAM機能によるアンダーレイネットワークの測定、パス切替機能を、オープ
ンソースソフトウェアによって実現した。本稿では、オープンソースソフトウェアを用いたオーバレイ型仮想ネット
ワークを提案し、SINET5上で実施した実証実験の結果について述べる。
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1. は じ め に

OpenFlow [1] [2] を代表とする SDN 技術はクラウドデータ
センタを中心にデータセンタ内のネットワークおよびデータセ
ンタ間のネットワークから適用が始まっている。
一方、広域網への適用は総務省委託研究として実施されて

いる O3プロジェクト [3]や、ON.Labが主導する ONOSプロ
ジェクト [4]等で通信事業者向けの検討が行われている。
また、NFV(Network Functions Virtualization)と連携した

ユースケースとしては、OPNFV [5]や CORD [6]といったオー

プンソースプロジェクトが進められている。
一方、企業ネットワークの SDN の適用という観点では、

ONUG [7]を中心に SD-WAN [8]の活発な検討が進められてお
り注目を集めているが、ベンダ固有技術に依存したソリュー
ションがほとんどで、オープンな仕様の SD-WANはほとんど
ない。
沖縄オープンラボラトリではオープンな SD-WANを実現す
るうえで鍵となる、オーバーレイ型の仮想ネットワーク構成技
術を検討し、国立情報学研究所（NII）との共同研究として推進
してきた。
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本研究では、オープンソースソフトウェアを組み合わせて下
記の機能を実装し、SINET5を用いて実証実験を行った。

• VXLANを用いたトンネル
• OAM機能とそれによるWAN回線の状態把握
• パス切替機能の検討
本稿では、検討したオーバレイ型仮想ネットワーク構成技術

を提案し、実証実験の結果について述べる。

2. オープン SD-WANの提案

SD-WAN は、オーバレイ型の VPN を簡易に構築する手法
のひとつである。VPNは従来から広く利用されているが、大
きな違いは以下のとおりである。

• 複数の open/closed なWAN 回線を active-active で利
用し、帯域の有効利用と信頼性の確保

• ポリシーに基づいてエッジデバイスを一括管理し、各拠
点の作業を極小化

• アプリケーション品質に対して、WAN回線をモニタし
状態変化に応じて動的な経路制御の実現

図 1 SD-WAN の構成

図 1 に SD-WAN の構成図を示す。宅内にエッジデバイス
を設置し、エッジデバイスはコントローラで集中制御される。
エッジデバイス相互間はオーバレイ型のトンネルで結ばれ、拠
点間の通信が可能となる。

SD-WANは通信品質がアンダーレイのWAN回線に依存し
ている点は従来の VPNと同様であるが、複数回線/複数キャリ
アを併用し、回線状況に応じてトラヒック制御を行うことで、
その欠点をカバーしている。

SD-WAN市場は新興事業者が先行して提供を開始しており、
遅れて従来の装置ベンダが SD-WAN向け機器を既存キャリア
に提供し追随する状況になっている。

SD-WAN新興事業者は宅内に設置する専用のエッジデバイ
スの販売はするが、装置ベンダというよりはコントローラの機
能利用に対して月額のライセンスを徴収するサービス提供者と
いう点が従来の装置ベンダのビジネスモデルとは大きく異なる。

SD-WANのメリットとしては、それを利用する企業にとっ
て高度なネットワーク知識をもつ技術者が存在しなくても企業
ネットワークの構築が容易に行えることにある。
沖縄オープンラボでは、SD-WANを利用するユーザ視点に

立ち、よりオープンな仕組みとして SD-WANの構築技術を提
案する。

オープンソースソフトウェアと汎用ハードウェアを組み合わ
せることによって実現する SD-WAN を、オープン SD-WAN
と名付け、誰でも低コストで容易に SD-WANのメリットを享
受できる環境の実現を目指す。
市販品の小型汎用サーバをエッジデバイスとして使用し、ス
イッチの機能はオープンソースのソフトウェアスイッチを用い
ることで、汎用サーバでもパケット転送処理を行うことが可能
となる。オープン SD-WANとして利用可能なソフトウェアス
イッチは、DPDK [9] に対応していることに加えて、VXLAN
や GREなどのトンネルヘッダの付け外しに対応している必要
がある。

Lagopus [10]は条件に適合しているため、本研究ではこれを
採用した。Lagopus は OpenFlow の独自機能拡張として汎用
的なトンネルヘッダのエンキャプ、デキャップが実装されてい
る。この機能を用いる事で、柔軟なオーバレイトンネルの制御
を行うことが可能となる。

3. VXLANによる仮想ネットワークの実現

オーバレイ型の仮想ネットワークを実現するために、VXLAN
によるトンネルを用いる。VXLANのような IPヘッダを付加
する IPトンネルを用いることで、アンダーレイのネットワー
クが L2網、L3網に関わらず、共通のトンネル方式を統一的に
利用できる。アンダーレイの回線種別に応じて L2網の場合は
VLAN、L3網の場合は VXLANとして使い分けることも可能
だが、設計や設定、運用が複雑になり、不要な煩雑さは避ける
ため、L2網、L3網の双方で共通的に適用可能な VXLANを用
いる。一方、パケット長が大きくなることでMTUによる制約
を考慮する必要がある。

VXLANと同様の技術として GREがあるが、UDPヘッダ
があるかないかが、大きな差分である。トンネル技術を選択す
るうえで、後述する OAMパケットをどう実現するかが考慮ポ
イントとなる。

OAMパケットはユーザパケットと同一のトンネルを通る必
要がある。ユーザパケットと異なるトンネルを OAM パケッ
トが通過した場合、原因の推定、特定が困難となる。トンネル
識別を VXLAN ID(VNI)で行った場合、それとは別のヘッダ
フィールドを用いてユーザパケットと OAMパケットを識別す
る必要がある。

VXLANヘッダには、マルチパス分散を目的としたハッシュ
計算をばらつかせるために、任意の値を UDP領域に入れてよ
いことになっている。広域網において、ハッシュ計算によるマ
ルチパス分散を行うことは考えにくいため、UDP領域をパケッ
ト識別に用いる。
図 2 に VXLAN トンネルを用いた仮想ネットワークの例を
示す。各ノードは中継パスで接続されネットワークを構成す
る。始点となるエッジノードで VXLANヘッダを付与し、終点
のエッジノードで除去する。中継ノードは VNIをマッチ条件
として出力ポートへ転送する。後述するようにユーザパケット
と OAMパケットは同じ VNIを持つので、中継ノードでは同
じフローエントリにヒットすることになり、所望の試験が可能
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図 3 OAM パケットの構成

図 2 VXLAN による仮想ネットワーク

となる。

4. OAM機能

OAM 機能として Continuity Check（CC）と Loop Back
（LB）を検討する。ユーザパケットと OAMパケットの識別は
UDPを用いて行うことが可能だが、CCと LBを識別するため
の仕組みは別途必要となる。

OAMパケットの処理はコントローラのソフトウェアで行う
ため、OAM種別はペイロード内に設けることとし、パス切替
におけるハンドシェイク用のパケット識別にも、OAM種別の
領域を活用する。今回は CCと LBを OAMパケットとして検
討したが、必要に応じて OAM種別の追加が可能である。
図 3に OAMパケットの構造を示す。ペイロードにOAM種

別を示す領域の他に、シーケンス番号、タイムスタンプの領域
を設けることで、パケットロスの検知や遅延時間の測定が可能
である。
図 4に OAM処理の概要を示す。OAMパケットは基本的に

コントローラで生成し、起点となるスイッチにパケットアウト
する。OAMパケットは網内を通過後、終端となるスイッチか
らコントローラにパケットインされ、OAMに関する機能処理
を行う。

4. 1 CC 機 能
CC は対象とするトンネルに対し、一定間隔（例えば 1 秒）

で CCパケットを起点となるスイッチに挿入し、終端となるス

図 4 OAM 処理の概要

イッチで抜取を行う。ペイロードにシーケンス番号とタイムス
タンプを付与し、CCの消失および遅延時間の計測を行う。コ
ントローラは受信した CCパケットを解析し、消失の有無の確
認、遅延時間の計測等を行う。また、平均遅延時間や遅延揺ら
ぎ等の統計計算もコントローラで行うことが可能である。
一方、トンネル数が増えると一定間隔で行う処理が増えるた
め、コントローラの負荷が大きくなる。

4. 2 LB 機 能
LBは対象とするトンネルに対し、任意のタイミングで挿入
され、LBの終点となるスイッチで検出・抜取を行う。複数の
ノードを経由するトンネルの場合、挿入点、終端点は任意に設
定できる。そのため LBを順次実施することで、不具合が生じ
ている箇所の推定が可能となる。
具体的にはコントローラは、終端となるスイッチに対し、LB
用のフローエントリを設定する。その後、LBパケットを生成
し、起点となるスイッチに対してパケットアウトする。コント
ローラは終端となるスイッチからパケットインされた LB パ
ケットを処理し、設定した LB用のフローエントリの消去を実
施する。また、LBも CCと同様にタイムスタンプによる遅延
測定を実施する。
この例は LB の実施を 1 回だけ行うユースケースだが、連
続的に LBを実行することで、スループット推定に応用できる
と考える。試行回数や間隔、パケット長を可変にすることによ
り、推定の精度向上が期待できるが、これは今後の研究課題と
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したい。

5. パス切替機能の検討

SD-WANでは複数のWAN回線で拠点間を結ぶ事によって、
冗長性を確保し、通信品質の安定化を図る。WAN回線が切断
された際には、それを検知し、冗長系のWAN回線に切り替え
る機能がパス切替である。パス切替機能を実現するためには、

• 回線断などの異常の検知
• 回線断などの異常状態をトリガとしたパス切替の実施

が必要である。
WAN回線の切断検知には CCを用いる。CCが 3回以上連

続して消失した場合は、CC断状態と見做し、CC断状態をトリ
ガにパス切替を実施する。CC断以外に、遅延時間が規定値以
上に大きくなった場合 (例えば遅延品質未達状態など）は、そ
れをトリガにパス切替を行うことも可能である。
遅延時間の測定は CCによって行うことができる。また、CC

にはシーケンス番号が付与されているので、CCの消失率を計
測することが可能である。CC 断状態になる前の段階で、CC
消失率が規定値以上となった場合に先行してパス切替を行うこ
とも可能である。

5. 1 ACT-SBY切替
パス切替は、経路が重複しない二つのトンネルを予め用意し、

一つを運用系、もう一つを予備系とする。運用系にユーザトラ
ヒックを流し、運用系で CC断状態が発生した場合、経路を予
備系に切り替える。
具体的には、運用系のフローエントリ、予備系のフローエン

トリを予め設定し、両系に CC機能による監視を適用する。二
つのフローエントリは同じマッチ条件を有するが、運用系の優
先度を高くしておくことで、ユーザトラヒックを運用系の経路
に流すことができる。
切替トリガ発生時には予備系のフローエントリの優先度を高

くすることによって切替動作を実現する。切替に際しては予備
系の CC が正常状態である必要がある。優先度を変更してい
るだけなので、運用系だった経路の CCは継続しているため、
WAN回線が回復し CC断状態が解除されたことも検知が可能
である。
この方法の利点は経路切替の処理がパス端のノードのみで可

能な点である。途中のノードのフローエントリを一切書き換え
ることがないため、簡易な処理で切替を行うことができる。

図 5 パス切替方法

図 5にパス切替の処理方法を示す。CC断を検知したノード

は VXLANの対向終端ノードに向けて、切替要求パケットを送
出する。切替パケットを受信した対向ノードは切替要求受付パ
ケットを送り返し、切替を実施する。

5. 2 第 3経路切替
両系とも断状態になった場合、新たな経路を計算し、その結
果に従って新たなフローエントリを設定することで経路切替
を実施する。経路探索の結果、経路が見つからない場合もあり
うる。
この手法は再計算、再設定を行うため、切り替え時間を要
する。

6. 評 価

オーバレイ型の仮想 NW 構成技術の試作を行い、SINET5
およびインターネットをWAN回線と見立てた実証実験を行っ
た。コントローラは Ryu [11] を用いて、VXLAN による仮想
ネットワーク、OAM機能、パス切替機能の実装を行った。

6. 1 試 験 構 成
図 6に試験構成を示す。拠点として沖縄、福岡、大阪、札幌
を選定し、各拠点に Lagopus を配備した。Lagopus 相互間に
関しては、表 1に示すパスで接続した。

図 6 試 験 構 成

表 1 パ ス 構 成
VNI 経路 WAN 種別
121 沖縄 - 福岡 VLAN パス (SINET5)
132 沖縄 - 大阪 VLAN パス (SINET5)
140 沖縄 - 福岡 - 大阪 - 札幌 VLAN パス (SINET5)
232 福岡 - 大阪 VLAN パス (SINET5)
344 大阪 - 札幌 VLAN パス (SINET5)
144 沖縄 - 札幌 Internet

C-Plane 各拠点を結ぶブロードキャス
トドメイン

VLAN(SINET5)

VNI140のパスを使用する場合、沖縄のホストから送られた
パケットは、沖縄ノードで VXLAN ヘッダを付与し、VLAN
パスを通って福岡ノードに転送される。福岡ノードでは、VNI
の値に応じてパケットが出力され、大阪ノードに送られる。そ
の後、大阪ノードから札幌ノードに転送され、VXLANヘッダ
を除去し、札幌のホストにパケットが届けられる。
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図 7 CC による遅延測定結果 (VNI140)

図 8 CC による遅延測定結果 (VNI144)

上記構成に対して、VXLANトンネルを、沖縄－大阪間や、
沖縄－札幌間に設定することが可能となる。例えば、沖縄－札
幌間では福岡、大阪の Lagopusを経由する VXLANトンネル
を設定することもできる。

6. 2 試 験 結 果
CCによるWAN回線の性能測定の結果の例を図 7及び図 8

に示す。CCパケットを受信すると、受信時刻とタイムスタン
プの差から遅延時間が推定できる。その遅延時間をプロット
した。
図 7は VNI140を用いており、中継パスは SINETの VLAN

パスで構成されている。一方、図 8は中継にインターネットを
用いている。また、観測される遅延時間の最小値もプロットし
ている。
遅延時間は伝送遅延と経由するノードで発生する待ち合わせ

時間の影響を受けるので、長時間測定すれば、最小値は伝送遅
延に漸近すると考えられる。

CCの仕組みは図 4に示したように、コントローラを起点に
CC パケットが戻ってきたことをトリガに遅延の計測を行う。
この方法では、C-Planeで発生する遅延も計測に含まれるため、
必ずしも D-Planeの状態を観測しているとは限らないことに注
意しなければならない。

次に CC の処理負荷がコントローラに与える影響を確認し
た。具体的には VXLANトンネルの本数を増加させ、CCの処
理負荷が増加した状況で、LB 機能の処理を実施し、LB 処理
が完了するまでの時間とコントローラが動作しているサーバの
OS（Linux）上で%CPUを計測した。図 9にその結果を示す。

図 9 CC のスケーラビリティ

VXLANトンネルの本数の増加とともに、LB完了時間が増
加していることが分かる。特に VXLANトンネルの本数が 700
以上になると、LB完了時間が急激に増大し、コントローラの
負荷が高まっていることがわかる。これは、VXLANトンネル
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の本数に伴い、CCの処理負荷が増え、その影響で LBの完了
時間が影響していると考えられる。

CCのように定常的かつ大量に処理が必要な機能に関しては
集中制御は向いていないと考えられる。CC のスケーラビリ
ティ向上の観点および遅延計測に C-Planeの遅延が上乗せされ
ることを考慮すると、CC機能の実現には分散処理を導入する
などの対策が必要と考えられる。
次に、パス切替機能の動作確認を行った。VLANを閉塞する

ことで通信を途絶させて、スタンバイ経路に切り替えができる
かを確認した。

図 10 リンク断による経路切替時間

試験では CC送信間隔を 1秒とし、3回連続で CCが受信で
きない場合を CC断の判定条件にした。そのため、断検知まで
約 4秒程度かかり、その間は通信断状態となる。（図 10）。
短縮するためには CC間隔を短くする必要があるが、コント

ローラにさらなる負荷がかかるため、安易に短くすることは出
来ない。
次にネットワークエミュレータによって遅延を挿入し、規定

値を超えた場合にパス切替を行う実験を行った（図 11）。

図 11 遅延増加による経路切替時間

遅延時間増加の検出に 5分以上かかるため、遅延時間が大き
い状態が継続するが検出後は 1パケットロスで経路切替が実行
されていることが分かる。
最後に、C-Planeの通信を断させ、コントローラと Lagopus

間の OpenFlow channelが途切れた状態で、通信継続できるか
の試験を行った。提案方式はフローテーブルの設定をプロアク
ティブに行っているため、コントローラからフローエントリを
設定されない限り、当該パケットは疎通しない代わりに、一度
設定したフローエントリはコントローラとの通信が途絶した
後でも残るため、通信が継続される。検証ではそのことを確認

した。

7. ま と め

SD-WANを実現するうえで鍵となる、オーバーレイ型の仮
想ネットワーク構成技術を検討し、SINIET5 を用いて以下の
観点で実証実験を行った。

• VXLANを用いたトンネルによる仮想 NW
• OAM機能とそれによるWAN回線の状態把握
• パス切替機能の検討
上記機能を実装し、機能評価、性能評価を行った。機能試験
はおおむね良好であるが、OAM機能に関してはスケーラビリ
ティに課題があり、集中型コントローラによるプログラム制御
に限界があることが分かった。今後は分散型のコントローラを
検討し、スケーラビリティの向上を図る。
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