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あらまし SDN を用いた広域網へのユースケースとして、オーバーレイ型の仮想ネットワークを簡易に構築可能な
SD-WAN が注目されている。本研究では、OpenFlow を用いて、VXLAN トンネルを用いた仮想ネットワークの制御
ならびに、OAM 機能によるアンダーレイネットワークの測定、自動パス切替機能を、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て構築する“Open SD-WAN”を提案し、学術研究
ネットワークである SINET5 ならびに GEANT、商用インターネット回線を用いた実証実験の結果について報告する。
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1. は じ め に

OpenFlow [1] [2]を代表とする SDN(Software Defined Net-
working)技術は、データセンタ内を接続するネットワークから
導入が進められている。データセンタ間を接続するネットワー

クへの適用は、総務省の委託研究として実施された、O3プロ
ジェクト [3]や、ONF(旧 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おり、Proof of
Concept(PoC)も公開されている。また、NFV(Network Func-
tions Virtualization)と連携したユースケースとしては、Linux
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Fundation が主導する OPNFV プロジェクト [5] や、ONF が
主導する CORD プロジェクト [6] などで、検討が進められて
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、ベンチャー企業を中心に提供が始まっている。現状では、
50 社程度の企業が SD-WAN サービスを提供しているが、そ
の多くは、ベンダ固有技術に依存したソリューションが多く、
オープンな仕様の SD-WANはほとんどない。
そこで、沖縄オープンラボラトリでは、汎用サーバとオープン

ソースソフトウェアを組み合わせて実現する"Open SD-WAN"
の研究開発を、国立情報学研究所と 2016年度から共同で実施
している。
本研究では、オーバーレイ型の仮想ネットワーク構成技術を

検討し、当該技術に対応するオープンソースソフトウェアを組
み合わせ、下記の機能を実装した。

• VXLAN を用いたオーバーレイトンネルの開通、廃止
機能

• アンダーレイネットワーク (WAN回線)の状態把握機能
• 経路の自動切替機能
本稿では、検討したオーバーレイ型仮想ネットワーク構成技

術を提案し、学術研究用ネットワークである SINET5ならびに
GEANT、商用インターネット回線を用いて実施した、実証実
験の結果について述べる。

2. Open SD-WANの提案

SD-WANはオーバーレイ型の仮想ネットワークを簡易に、ま
た集中的に制御・構築する手法の一つである。

SD-WANの特徴は以下の通りとなる。
• 複数の open/closedなWAN回線を active-activeで利用
• 帯域の有効利用と信頼性の確保が可能
• ポリシーに基づいて、エッジデバイスを一括管理が可能
• ポリシーに基づいて、リアルタイムにトラフィックの制

御が可能
• ポリシーに基づいて、宛先やポート毎に制御が可能 (イ

ンターネットブレークアウトなど)
• ゼロタッチプロビジョニングによるデプロイが可能
• ハードウェア上で、NFVアプライアンスが動作する

図 1 オーバーレイ型仮想ネットワークの構成

図 1に、オーバーレイ型仮想ネットワークの構成図を示す。

宅内に SD-WAN の終端機器となるエッジデバイスを設置し、
終端機器の相互間をオーバーレイ型の仮想ネットワークで接続
することによって、拠点間の通信を実現する。この時、エッジ
デバイスの設定などについては、SD-WAN コントローラが集
中制御する仕組みとなっており、遠隔地からのオペレーション
が可能である。
従来の VPN同様、通信品質についてはアンダーレイネット
ワークの回線に依存することになるが、複数のキャリアや別経
路などを併用することにより、通信品質や回線状況を鑑みてリ
アルタイムにコントローラがトラフィック制御を行うことで、
通信品質の向上を目指している。

SD-WANの導入にあたり、終端機器となるエッジデバイス
は、コントローラによって集中的に制御される。このため、高
度な技術を持つ技術者がいない場合であっても、容易に導入す
ることが可能となる。
しかし、構築から運用・保守までをベンダーに一任するモデ
ルとなり、ベンダーロックインされてしまう可能性や機器に
よっては専用ハードウェアとなるため、エッジデバイスにNFV
等のネットワーク機能を自由に配備する難易度が高くなると考
えられる。また、機器ベンダーによって、対応可能な国や地域
が限られており [12] 、全世界に拠点を展開するようなグローバ
ル企業等では、機器を統一して導入することが難しいといった
問題も考えられる。
そこで、本研究では SD-WANを利用するユーザ視点に立ち、
誰でも低コストで、容易に SD-WAN技術のメリットを享受可
能な環境の実現に向けて、"Open SD-WAN"の研究開発を進め
ている。
具体的には、SD-WANの終端機器となるエッジデバイスには
全世界で調達可能な汎用サーバを採用することで、機器調達に
関する問題を解決する。また、エッジコンピューティングを始
めとした NFVや IoTとの連携についても、エッジデバイスが
Linux OSで動作するため、Linux OS上で動作するソフトウェ
アであれば、ユーザは自由に導入することが可能となる。最後
に、ベンダーロックインの問題は、全てオープンソースソフト
ウェアを用いて構築することによって、回避できると考える。

3. 集中分散協調型コントローラによる SD-
WANの構成法

3. 1 Open SD-WANの設計
OpenFlowの考え方としては、コントローラに一括集中制御
させることが良いとされていたが、集中制御の課題として以下
の 3項目を報告した [13] 。

• パスの遅延時間に、中央コントローラと始点ならびに終
点のスイッチ間の経路 (C/M-Plane)の遅延時間が加算される

• C/M-Planeの通信障害を D-Planeの通信障害と誤検知
• 経路増加に伴い統計処理コストも増加するため、コント

ローラの負荷が上昇し処理遅延が発生する
コントローラの機能としては、指定された 2点間の経路探索、
エッジデバイスへのフロー投入などの経路開通、廃止作業に加
えて、アンダーレイネットワークの状態監視や統計処理、通信
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異常時の経路切替などが挙げられ、様々な機能が 1箇所に集中
していることが分かる。
そこで、本提案では、報告した 3項目の課題解決を目的とし

て、集中型と分離型を組み合わせたアーキテクチャの検討を
行った。
考え方としては、中央コントローラとエッジデバイス上で

動作するローカルコントローラの 2 種類のコントローラを設
け、役割を分担させる。プロアクティブな制御が適しているパ
ス計算や、パス設定については中央コントローラが担当し、リ
アクティブな制御となるアンダーレイネットワークの状態監視
(OAM(Operations, Administration, Maintenance))やパス切
替は、ローカルコントローラが担当する。また、統計計算は直
接ネットワークの制御とは関係がないため、コントローラ以外
の計算リソース上で行う。

3. 2 節で、VXLAN を用いて実現するオーバーレイ型仮想
ネットワーク構成法について述べ、3. 3 節 で OAM機能、3. 4
節 でパス切替機能について説明し、最後に統計処理手法につい
て述べる。
図 2 に、提案する集中分散協調型のアーキテクチャを示す。

図 2 集中分散協調型のアーキテクチャ

集中分散協調型のアーキテクチャを導入するにあたり、中央
コントローラとローカルコントローラ間の同期が重要となる。
経路開通や廃止など、中央コントローラで設定変更を行った場
合は、RestAPIを通し、ローカルコントローラへ通知し、情報
の共有を行う。これによって、ローカルコントローラが担当す
る機能は、中央コントローラと通信できない環境下であったと
しても、自律的に実行することが可能である。

3. 2 VXLAN による仮想ネットワークの実現
オーバーレイ型の仮想ネットワークを実現するにあたり、設

計や運用の複雑さを避けるために、アンダーレイのネットワー
クの種別に関係なく、統一的に利用できるトンネル方式を採用
する必要があると考える。本研究では、先行研究の研究成果 [13]
から、UDP(User Datagram Protocol)領域を用いてユーザパ
ケットと、後述する OAM パケットを識別することが可能な
VXLANを採用した。
図 3 に VXLAN トンネルを用いた仮想ネットワークの例

を示す。各デバイスは、中継パスで接続されネットワークを
構成する。始点となるエッジデバイスで VXLAN ヘッダを付

図 3 VXLAN による仮想ネットワーク

与し、終点のエッジデバイスで除去する。中継デバイスでは
VNI(VXLAN ID)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
を持つことから、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、ユーザパケットと OAMパケットは同じ経路
を通ることとなる。
また、オーバーレイ型の仮想ネットワークを構成するにあ
たっては、オープンソースのソフトウェアスイッチを用いて実
現する。
ソフトウェアスイッチは、パケット転送性能がボトルネック
となることが多いが、DPDK [9] と呼ばれるフレームワークを
用いることで、Linux カーネルを介さずに、ソフトウェアス
イッチでパケットを直接処理することが可能となる。これに
よって、高速なパケット転送性能を実現する。
本研究では、DPDK に対応していることに加えて、トンネ
ルヘッダの付け外しに対応しているなどの観点から、ソフト
ウェアスイッチに NTT研究所が研究開発し、オープンソース
ソフトウェアとして公開している、Lagopus Switch [10] を採
用した。

3. 3 OAM機能
OAMとして、Continuity Check（CC）と Loop Back（LB）
に準ずる機能を Open SD-WANでは導入する。
文献 [13] と同様に、図 4 のようなパケット構成とし、UDP
ヘッダによって、ユーザパケットと OAMパケットの識別を行
う。また、ペイロードの先頭部分に OAMタイプを記述するこ
とで、CCと LBに準ずる機能について識別を行う。
今回は、OAM機能のうち CCと LBに準ずる機能を検討し
たが、必要に応じて OAMタイプを追加することで容易に機能
追加を行うことが可能となる。
図 5 に、OAM処理の概要を示す。
アーキテクチャが集中分散協調型に変更となったことによ
り、中央コントローラではフロー設定のみを行い (LB のみ)、
パケットの生成については、始点となるスイッチ上で動作する
ローカルコントローラで、CCパケットや LBパケットを生成
し、パケットアウトする。集中制御型と同様に、VNIによって
VXLANトンネルを通り終端となるスイッチ上で動作するロー
カルコントローラへとパケットインするといった流れになる。
パケットの生成をローカルコントローラに移譲することで、
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図 4 OAM パケットの構成

図 5 OAM 処理の概要

ローカルコントローラの時刻ズレが問題となるが、網内に設置
した NTP サーバと時刻同期を行う事で、時刻の大幅なズレを
抑制した。しかし、時刻のズレを補正した統計処理方法の検討
が、今後必要になると考える。

3. 4 パ ス 切 替
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。

図 6 パス切替方法

パスの切替機能については、文献 [13] から、図 6 のような動
きとなるよう、実装した。
本検討では、集中分散協調型のアーキテクチャを採用したこ
とによって、OAM機能による通信断検知はローカルコントロー
ラで行う。ローカルコントローラは通信断を検知すると、自律
的に対向のローカルコントローラと協調してパス切替を行う。
これにより、集中制御型で課題となった C/M-Planeの遅延
や障害によって、通常運用可能なWAN回線を通信異常と判定
する誤検知については、自律的に経路切替を行う仕組みとした
ことで、C/M-Plane の影響を受けなくなることから、通信異
常判定の誤検知は低減すると考える。

3. 5 統 計 処 理
OAM機能で得たデータの統計処理手法について検討を行っ
た。従来は、コントローラ上で遅延や分散、標準偏差などを計
算し、計算結果からアンダーレイネットワークの状態推定を行
い、異常判定時においては自動的に経路切替の実施もコント
ローラが行っていた。
しかし、経路数が増加していくに伴い、当該計算処理も増加
し、異常状態ではないにも関わらず、通信異常状態と判断さ
れ、意図しない経路切替が行われるといった問題が判明してい
る [13] 。
そこで、遅延についてはエッジデバイス上に構築したコント
ローラで計算を行い、クリティカルな通信異常の存在有無を確
認する。クリティカルな通信異常を検知した場合は、パス切替
機能によって自律的な経路切替を実施する。分散や標準偏差
などの計算処理については、統計解析基盤上で行い、必要に応
じて経路切替などを中央コントローラ (従来の集中制御コント
ローラ)の APIを通して通知することで、負荷低減を図った。
本検討では、統計解析基盤に ElasticSearch [14] を採用し、経
路状態の可視化も同時に実現した。
また、経路数が増加することによって、統計解析基盤の負荷
増大が懸念されるが、エッジデバイス上に構築したコントロー
ラと統計解析基盤の間に、メッセージキューを導入することで、
統計解析基盤の負荷低減を図っている。
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4. 評 価

オーバーレイ型の仮想ネットワーク構成技術の試作を行い、
SINET5およびGEANTの L2ネットワークに加えて商用イン
ターネット回線をWAN回線として使用し、実証実験を実施し
た。OpenFlowコントローラには、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。

4. 1 試 験 機 材
実証実験は、表 1 や 表 2 に挙げる機材を用いて実施した。

また、Lagopusで使用する CPUを固定 (CPU Pinning)する
ことで割り込み処理などを回避できることから、より高速なパ
ケット処理が可能となる。

表 1 エッジデバイス用サーバ スペック
CPU Intel(R) Atom(TM) CPU C2758 @ 2.40GHz

(8 core/16 thread)
Memory 16GB

HDD 256GB

表 2 統計解析基盤用サーバ スペック
CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz

(16 core / 32 thread)
Memory 32GB

HDD 2TB

4. 2 試 験 構 成
図 7に試験構成を示す。拠点として沖縄、高知、東京、秋田、

札幌、ロンドン、アムステルダムを選定し、各拠点に、エッジ
デバイスを配備した。エッジデバイスの相互間に関しては、自
拠点以外の拠点の全てと繋がるようにフルメッシュで設定し、
接続した。
表 3に、パス構成の一部を示す。

図 7 試 験 構 成

VNI10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
スを通って高知ノードに転送される。高知ノードでは、VNIの
値に応じてパケットが出力され、東京ノードに送られる。その

表 3 パ ス 構 成
VNI 経路 WAN種別 平均遅延 標準偏差 中央値
10 沖縄→秋田 SINET5 23.29 ms 7.18 ms 21.00 ms
11 沖縄→高知→

東京→秋田
SINET5 64.23 ms 8.60 ms 62.55 ms

12 秋田→沖縄 SINET5 29.44 ms 6.77 ms 28.19 ms
13 秋田→東京→

高知→沖縄
SINET5 42.59 ms 11.42 ms 39.33 ms

14 沖縄→秋田→
札幌

SINET5 25.92 ms 0.47 ms 25.67 ms

15 沖縄→札幌 Internet 32.08 ms 1.31 ms 31.84 ms
16 札幌→秋田→

沖縄
SINET5 33.06 ms 10.92 ms 39.77 ms

17 札幌→沖縄 Internet 25.81 ms 1.34 ms 25.43 ms
18 沖縄→高知→

東京→ロンド
ン

SINET5　　
GEANT

108.5 ms 2.46 ms 108.22 ms

19 沖縄→ロンド
ン

Internet 154.56 ms 1.34 ms 154.52 ms

C/M 各拠点を結ぶ
ブロードキャ
ストドメイン

SINET5　　
GEANT

後、東京ノードから秋田ノードに転送され、VXLANヘッダを
除去し、秋田のホストにパケットが届けられる。
上記構成に対して、VXLANトンネルを、沖縄－札幌間や、
沖縄－東京間に設定することが可能となる。例えば、沖縄－札
幌間では高知、東京の Lagopusを経由する VXLANトンネル
を設定することもできる。

4. 3 試 験 結 果
CCパケットの受信時刻とタイムスタンプの差分から遅延時
間を推定し、最小値や中央値、標準偏差を、統計解析基盤でリ
アルタイムに算出可能であることを確認した。

CCによるWAN回線の性能測定結果の例として、図 8 に、
VNI 10(沖縄→秋田間)の平均遅延時間ならびに、最小値、中央
値、標準偏差を 1時間単位で算出し、プロットした。

図 8 CC による遅延測定結果 (VNI10: 沖縄→秋田)

次に、パス切替機能の動作確認を行った。
SINET5の VLANパスを閉塞させることによって、経路の
通信断を模擬し、自動的にスタンバイ経路へパス切替が行われ
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るかを確認する。
CC パケットの送信は 1 秒間隔とし、通信断の判定条件は、

3 回連続で CC パケットが到達しない場合とした。そのため、
経路の通信断検知までには最低 3秒から 4秒程度かかる見込み
で、その間は通信断状態となる。
切替試験では、沖縄ー秋田間を試験経路として選定し、沖縄ー

秋田間の VLANパスを閉塞させることで、VNI10及び VNI12
が通信断状態となり、スタンバイ経路の VNI11及び VNI13へ
と自動的に切り替わる想定で行った。この時、1秒間に 10,000
パケットを、沖縄ノードの測定器から秋田ノードへと送信した
状態で実施し、廃棄パケット数から通信断時間を推測 (1パケッ
トロス = 0.1ミリ秒の通信断)する。

表 4 パス切替試験結果
廃棄パケット数 通信断時間

40082 4.0082 秒
41741 4.1741 秒
43486 4.3486 秒
42174 4.2174 秒
44956 4.4956 秒

沖縄ー秋田間の VLANパスの閉塞試験については、複数回
実施し、自動的に経路の通信断を検知してスタンバイ経路に切
り替わることを確認した。また、表 4 の廃棄パケット数から、
通信断時間の平均時間は 4.25秒であり、標準偏差は 0.16秒と
なる。通信断判定は、CCパケットが 3回連続消失した場合で
CCパケットは 1秒に 1つ送信するといった仕様であることか
ら、設計時の想定動作であることを確認した。

5. 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提案し、SINET5を用いて以下の観
点で実証実験を行った。

• 集中分散協調型コントローラによる負荷低減の可能性
• 誤検知による経路切替の発生有無
• VXLANを用いたオーバーレイトンネルの構築
• アンダーレイネットワーク (WAN回線) の状態把握
• 経路の自動切替
上記機能を実装し、機能評価、性能評価を行った。試験結果

より良好な切り替え機能を確認した。性能評価においても、コ
ントローラの機能分散を行ったことによる有意な問題は確認さ
れなかったことから、提案するコントローラの機能分散は、ス
ケーラビリティの向上に有効であると考えられる。
今後の課題としては、CCパケットの送信間隔短縮や、時刻

のズレを補正する統計処理手法を検討することによって、より
精度の高い状態監視ならびに、パス切替の実現が挙げられる。
また、スケーラビリティにはネットワークの構成など様々な要
因が影響すると考えられる。引き続き評価を進めるとともに、
その評価を踏まえての改良を検討する予定である。
謝辞 本研究は、平成２９年度国立情報学研究所公募型共同
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