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OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特

菅原　賢

参考文献

[1] OpenFlowコンソーシアム：OpenFlow仕様,Open Networking

　  Foundation

　  http://www.openflow.org/

[2] Big Switch Networks: Floodlight概要

　  http://floodlight.openflowhub.org/

[3] David Erickson：Beacon概要,Stanford University

　  http://www.beaconcontroller.net/

[4] NTTデータ：Hinemos概要,NTTデータ

　  http://www.hinemos.info/

[5] Nicira Networks：NOX概要

　  http://www.noxrepo.org/

[6] 日経コミュニケーション：等身大のOpenFlow,日経コミュニケー

　  ション,2012年2月号(no.577),pp.12-27,日経BP,(2012)

[7] インテック：国内初の広域仮想クラウドサービス「EINS WAVE」

　  提供開始,インテック,(2012)

　  http://www.intec.co.jp/news/pdf/20120612_1.pdf

[8] グローバルクラウド基盤連携技術フォーラム(GICTF)：インター

　  クラウドのユースケースと機能要件,GICTF,(2010)

　  http://www.gictf.jp/documents.html

[9] Juniper Networks,Open Flow showcase：ジュニパーネット

　  ワークス,(2012)

　  http://www.juniper.net/jp/jp/local/pdf/interop2012/open_

　  flow_showcase.pdf

[10] Cloud Scope Technologies：Hexaパンフレット,クラウド・

　  スコープ・テクノロジーズ,(2012)

　  http://www.cloud-scope.com/files/20120615102645000000.pdf

66 67

SUGAWARA Masaru

菅原　賢

● 株式会社 クラウド・スコープ・テクノロジーズ 技術部
● 運用管理プロダクトの企画・開発、次世代光ネットワーク
　管理の研究開発に従事
● 電子情報通信学会会員

2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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図６  マルチテナントを想定したインタークラウド環境のネットワーク
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図７  Hexa の OpenFlow 対応
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障
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OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特

菅原　賢
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2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障
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OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特
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2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障
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OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特
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2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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図６  マルチテナントを想定したインタークラウド環境のネットワーク
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障
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OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特
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2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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図６  マルチテナントを想定したインタークラウド環境のネットワーク
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障
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OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特
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2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障
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OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特
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2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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図６  マルチテナントを想定したインタークラウド環境のネットワーク
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図７  Hexa の OpenFlow 対応
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障



65

60 61

64

62 63

OpenFlowの特徴とインタークラウド
（OpenFlow+MPLS）の運用管理

1.  はじめに

概要
　近年、ネットワークではSDN(Software-Defined Network)と言われるソフトウェアによってネットワーク網を

制御する技術に注目が集まっている。SDN の構成要素として利用される OpenFlow は仮想化技術との親和性

が高く、クラウドサービスの基盤ネットワークとして利用する事例が出始めている。しかし、現時点では

OpenFlow を仮想ネットワークの一種としてとらえている技術者も多い。このままの発想では、OpenFlow の利

点を十分に活用することができず、技術活用の可能性を埋もれさせてしまうことが懸念される。事実、現在の

OpenFlow 利用モデルはデータセンター内の活用に閉じたものがほとんどとなっている。

　本稿では、OpenFlowの基礎技術を解説するとともに、仮想ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能

性を示す。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークとそれに向けた弊社の取り組みを紹介する。

　これまでは、ネットワーク管理者が機器ベンダー毎に異なる

投入書式 ( コマンド ) を使用してネットワークを構築すること

が一般的であった。しかし、クラウドの登場によって、ユーザー

の必要に応じたネットワークの接続や変更を適時行う JIT

(Just In Time) 方式への対応が急務となってきた。このような

要求に対応するため、ソフトウェアによってネットワーク網を

制御しようとする SDN というコンセプトがクローズアップさ

れている。

　一方、RFC 等の標準化は、大手機器ベンダーの実装方式に

よって方式が決まることが多く、大学や研究機関が標準化に入

り込む余地が少なくなっていた。そこで、既存のサービスに影

響を与えずに既存のネットワーク技術の上で新しい技術を開

発するという発想のもと、スタンフォード大学を中心として開

発されてきたのが OpenFlow[1] である。

　OpenFlow は、機器ベンダー技術に依存せず、ネットワーク

を自由にコントロールできるという特徴を持っている。この特
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2.  OpenFlowの基礎動作
2.1　OpenFlowの構成と制御方式
　OpenFlow のネットワークは、OpenFlow Controller と

OpenFlow Switch で構成される ( 図１参照 )。OpenFlow 

Controller はルーティング機能を実装しており、フォワーディ

ング条件の指示書 ( フローエントリー ) を作成し、OpenFlow 

Switch に配る役目を持っている。フローエントリーは、実際の

ネットワークポロジー構成とネットワーク管理者が設定する経

路情報を基に作成される。OpenFlow Switch はフォワーディ

ング機能を実装しており、OpenFlow Controller から受け

取ったフローエントリーに従って、データパケットを次の装置に

送出する。また、OpenFlow Switch が受け取ったフローエント

リーは、OpenFlow Controller から次の指示があるまで

2.2  OpenFlowの設定
　ネットワーク設計にあたり、ネットワーク管理者は

OpenFlow Controller に対して経路情報を設定する必要が

ある。経路情報の設定は、OpenFlow Controller に搭載する

制御ソフトウェアによってフローエントリー ( 図３参照 ) を作

成することで行われる。フローエントリーの内容は、ヘッダ情報

の解析条件となるマッチフィールド、条件に一致した場合に動

作を示す命令フィールド、OpenFlow Switch 側で条件に一致

したパケットの統計情報を管理する統計情報フィールドの三つ

から構成される。

3.  OpenFlowの活用方法
　OpenFlow の活用事例としては、クラウドサービスの商用環

境 ( 主に IaaS(Infrastructure as a Service)) 構築が一般

的な例として挙げられる。IaaS 環境の提供を行う場合には、ク

ラウドサービスの特徴を生かすために、利用するユーザーに対

してJIT 方式での提供が望まれる。OpenFlowであれば、物理

構成には依存せずにユーザーの利用する IaaS 環境を直ちに

かつ必要な構成で構築できる。また、これまでクラウド環境の

ネットワーク仮想化に使用されてきた VLAN では、仮想サー

バーの活性移動 (live migration) への対応に手間がかかるこ

とや VLAN ID の数に制限があることによりマルチテナント

化になじまない部分があった。OpenFlow では VLAN による

不都合が解消され、ユーザー毎にファイアーウォールの有無や

ロードバランサの有無などを指定できるマルチテナントの仮

想ネットワーク ( 仮想スライス ) を柔軟に構築することができ

る ( 図４参照 )。

ネットワーク運用面から見ても、ネットワーク装置のベンダー

ロックインやネットワーク装置毎に存在するベンダー固有の制

約および運用方式からネットワークを開放し、安価で一元管理

が可能なネットワークを構築できるようになる。

　また、OpenFlowを IaaS 環境で使用する際には、メッシュ

構成の物理ネットワークを構築して使用することが想定され

る。ツリー構成の物理ネットワークではホットスタンバイ機を用

意するなど冗長構成の確保が必要であったが、メッシュ構成の

6. おわりに

　まず、OpenFlow Switch にフローエントリーがない時の

制御方式がある。パケットを受け付けた OpenFlow Switch

は、そのパケットを OpenFlow Controller に転送する ( 図２

①)。OpenFlow Controller は受け取ったパケットのヘッダ情

報 ( 表 1 参照 ) と事前に設定された経路情報を基にフローエ

ントリーを作成し、OpenFlow Switch に通知する ( 図２②)。

OpenFlow Switch は、通知されたフローエントリーを自身

のフローテーブルにキャッシュすると共に、フローエントリー

情報に従ったパケットのフォワーディングを行う ( 図２③)。

　次に、OpenFlow Switch にフローエントリーがある時の

制御方式がある。前述の制御方式の延長上で OpenFlow 

Switch がキャッシュしたフローエントリーをそのまま使用し

て、OpenFlow Controller に問い合わせずパケットのフォワー

ディングを行う。

　このフローエントリーの有無による制御方式が OpenFlow

における基本的な動作となっている。動作を見てわかるように、

単純なハブ装置として使用する場合でも OpenFlow Switch

単独で動作させることはできず、必ず OpenFlow Controller

との組み合わせが必要となる。言い換えれば、大規模ネットワー

クでは集中管理の恩恵を受けやすいが、小規模ネットワークで

は得られる恩恵が少ないことを意味している。

徴は SDNのコンセプトとマッチしており、SDNの同意語と間

違えられるほど、OpenFlow は SDN の中核技術として利用

されるようになった。

　OpenFlow では、ネットワーク機器の基本機能であるルー

ティング機能 (OpenFlow Controller) とフォワーディング機

能 (OpenFlow Switch) の動作を分離している。通信は、分離

した OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch を Open-

Flow が指定するインターフェース (OpenFlow プロトコル仕

様 )でつなぐことで実現される。これまでは、ルーティング機能

は各機器ベンダーが実装したサービスをそのまま使う前提

であったが、OpenFlow を利用することで次の様な機能を

サービス形態に合わせて自由にかつ一元的に管理できるよう

になる。

　● L２レイヤでの VLAN(Virtual Local Area Network)　

　　の様な仮想ネットワーク化

　● L３レイヤでのルーティングによるネットワーク境界の分離

　● L４レイヤでのファイアーウォールやロードバランサ

　また、OpenFlow Switchであれば、ネットワーク管理者とし

ては機器ベンダーを固定化するメリットは少なくなる。このた

め、現時点では OpenFlow に対応した商用装置が少なくかつ

高価ではあるが、近い将来はOpenFlow の普及に伴い現在の

フォワーディング機能しか持たない L２ネットワーク機器と変

わらない価格でネットワーク装置を入手できるようになると予

想される。例えば、データセンター内でのネットワーク装置数

を考えれば、それだけでも大きなコスト削減ができる可能性を

秘めていると言える。

　本稿では、２～４章で OpenFlow の基礎や適用例および注

目点について解説し、５章で OpenFlow を活用するインター

クラウド環境に対応するための弊社の取り組みを紹介する。

図1　OpenFlowの構成

図２　OpenFlowのパケット制御方法

表1　フローエントリーの作成に使用するヘッダ情報

図３  フローエントリーの内容

図５  メッシュ構造とツリー構造

　現時点では、OpenFlow の商用利用環境は少ないものの、今

後、データセンター内活用がより広がると考えられる。しかし、

ネットワークが複雑になり運用のミスが大きな障害を引き起

こす可能性もあるため、ネットワーク構成の見える化を含めた

運用管理手法の高度化が必要である。

4.  OpenFlowの可能性
　３章では、OpenFlow の基本技術と親和性の高い IaaS 環

境での利用例を紹介した。しかし、現時点ではデータセンター

内の利用以外で OpenFlow の活用事例は国内ではほとんど

見受けられない。これは、OpenFlow を利用したサービスのビ

ジネスモデルが明確になっていないこと、また、社内のネット

ワーク管理部門とサーバー管理部門の連携が不十分であるこ

とが主な要因となり活用が遅れていると想定される。

　OpenFlow はこれまでのネットワーク技術とは大きく異な

り、VLAN のような単純なネットワークの仮想化を提供してい

るものではない。OpenFlowを利用することで、例えば次の様

な機能を活用することができる。

　●仮想ネットワーク ( 例えば VLAN の様なネットワーク ) と

　  しての機能

　●Proxy やファイアーウォールの様な通信制御装置としての

　  機能

　●ネットワーク帯域に応じたロードバランサとしての機能

　●ネットワークに冗長性を持たせるための管理機能

　●通信経路の帯域 / 優先制御により高品質ネットワークを提

　  供する機能

　●仮想スイッチと連動して仮想サーバーへの通信を維持する

　  機能

　OpenFlowでは、ネットワークが顧客サービスに直結する機

能を持つため、ネットワーク管理者も顧客サービスを理解した

上で運用を実施しなければならない。これまでの様なサーバー

間をつなぐだけのネットワークでは OpenFlow の可能性を十

分に発揮することはできない。また、OpenFlow を真に活用す

ることで、データセンター内での利用にとどまらないサービス

としてのネットワーク (=NaaS) が今後展開されることが予想

される。

　特に、操作する人がネットワークを意識せずに自動化・効率

化する仕組みとしてビジネスへの活用が広がると思われる。

例えば、次のような活用が考えられる。

　●スマートフォンに代表されるモバイル通信のアプリケーション

　  に合わせた通信分離とモバイル通信以外のネットワークへ

　  のデータオフロード [６]

　●人が介在しないネットワーク (M２M:Machine-to-Machine)

　  での障害やトラフィック集中の際の通信経路コントロール

　また、ネットワークを意識させない新しいサービスを構築する

ことがOpenFlowでの勝ち組となる条件ではないかと考える。

5.  次世代ネットワークとCSTの取り組み 
　近年クラウドサービスが盛り上がる中、インタークラウドと

いう発想が出てきている [８]。インタークラウドとは、他のクラ

ウドサービスとの間でリソースを相互補完する概念であり、ク

ラウドサービスのベンダーロックイン排除や事業継続計画

(BCP:Business continuity planning) に配慮した利用者目

線のサービス構築を目指している。インテックの広域仮想クラ

ウドサービス「EINS WAVE」[７] も BCPに配慮した１事業者

内でのインタークラウドの部分的活用事例と言える。

　インタークラウドを構築するにあたり、データセンター内の

ネットワークはOpenFlow の利用が進むと考えられるが、クラ

ウド間またはデータセンター間をつなぐコアネットワークの利

用技術や運用方法は今後技術面で最も重要な課題となる。こ

れは、データセンター内のネットワークでは仮想スライスの様

な細かいフロー単位での制御が必要なのに対して、コアネット

ワークでは高帯域・低遅延・高集約のネットワークが必要で

あり、OpenFlow の様なオーバーヘッドのある細かい制御には

向かないという特性のためである。

　コアネットワークが要求する品質のネットワークを構築

するために、これまでも多く使 用されている MPLS

(Multi-Protocol Label Switching) 技術を使用しつつ、クラ

ウドサービスのエッジで OpenFlow と相互変換を行う方式が

今後主流になると考えている。実際、OpenFlowプロトコル仕

様の1.1版では MPLS と連携するための仕様が盛り込まれて

いる。

　そこで、クラウド・スコープ・テクノロジーズ ( 以下、CST)

では、Juniper Networks,Inc. 社 ( 以下、Juniper 社 ) の協力

を得て、インタークラウド型のネットワークを視覚的に管理す

る手法の研究開発を進めている [９][１０]。

　CST は、近年中に普及すると考えられるインタークラウド型

の次世代ネットワーク (OpenFlow + MPLS) の運用効率化が

重要課題と考えており、研究開発の対象とするネットワークと

して、Juniper 社の OpenFlowと MPLS L２ Pseudo Wire

のハイブリッド機能持つ装置を使用して、マルチテナントを想

定したインタークラウド環境のネットワークを構築した ( 図６

参照 )。

　このインタークラウド環境は、次の二つのネットワークを

Juniper 社の装置で相互接続することで構成している。

　●データセンター内：マルチテナントを想定した OpenFlow

　  の仮想スライス

　●データセンター間：コアネットワークを想定した MPLS の

　  L２ Pseudo Wire

　このインタークラウド環境は、OpenFlowと MPLS のそれ

ぞれの特徴を最大限に生かせる効果的なネットワークとなって

　OpenFlow での基本的なパケット制御方式は三つだけであ

る ( 図２参照 )。

　最後の制御方式は、OpenFlow Switch ではフローエント

リーの管理を行わず、すべてを OpenFlow Controller にゆだ

ねる方式である。フローエントリーがない時の制御方式との違

いは、OpenFlow Controller が受信したパケットのヘッダ以

外の部分を加工可能であることと、OpenFlow Switch はフ

ローエントリーをキャッシュしないということである。この方式

であれば、OpenFlow Controller の作り次第で理論上は L７

レイヤの制御も可能となるが、OpenFlow Controller へのト

ラフィック集中や OpenFlow Controller の成熟度を考えると

現時点では実用的ではないと考えられる。しかし、OpenFlow

の将来の可能性を広げる重要な制御方式である。

いる。しかしながら、OpenFlow がどのように他のデータセン

ターとつながっているかの確認は非常に困難であり、専門的な

知識と多数の設計書や手順書に従って管理を行う必要がある。

また、データセンター内のネットワーク管理者とデータセン

ター間のネットワーク管理者は双方のネットワークの知識を

持った上で協調しながら管理を進めなければ重大障害発生時

に確認が遅れたり障害対応の設定ミスにより２次障害が発生

したりするなど、人為ミスにつながりかねない。

　OpenFlow を使用する際の注意点は、OpenFlow プロトコ

ル仕様が、OpenFlow Controllerと OpenFlow Switch のや

り取りのみを定義していることである。このため、ネットワーク

構成の収集ツールやフローエントリーを作成する制御ソフト

ウェアはネットワーク管理者自身が用意する必要がある。

　OpenFlow Controller と制御ソフトウェアをセットで提供

するベンダーはいくつか存在する [２][３][４][５]。しかし、管理

対象のネットワークによっては、ベンダー提供の OpenFlow 

Controllerでは高機能すぎて設定が難しかったり、大幅なカス

タマイズで機能を追加しなければ実施したい設定が行えな

かったりということが発生する。このため、OpenFlow 導入の

際には自身のネットワーク構成に合わせた適切なプロダクトの

選択や制御ソフトウェアのカスタマイズが必要になる。

物理ネットワークにより機器の無駄なくノード障害も含めた物

理障害耐性を大幅に引き上げることが可能となる ( 図 ５参

照 )。
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図６  マルチテナントを想定したインタークラウド環境のネットワーク
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　複雑化する運用を支援するために、CST は運用管理プロダ

クト「Hexa」を基に、論理ネットワークの可視化による管理の

手法を用いて OpenFlow と MPLS を同時に管理できるシス

テムを研究開発した ( 図７参照 )。これにより CST は、

OpenFlowとMPLS の境界部分で、各仮想スライスのフロー

テーブルを参照できると同時に、仮想スライスがどの MPLS

につながっているのか、また、他方のデータセンターのどの仮

想スライスにつながっているのかを視覚的に管理できることを

確認した。可視化によるミスの防止に加え、各ネットワーク管理

者の意思疎通の道具としても活用可能ではないかと考える。

OpenFlow Switch 上のフローテーブルにキャッシュ管理する

ことで高速化を図っている。
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　本稿では、OpenFlow の基礎技術を解説するとともに仮想

ネットワークとの違いとサービス化に向けての可能性を示し

た。また、インタークラウド環境における次世代ネットワークと

それに向けた弊社の取り組みを紹介した。

　CSTの運用管理プロダクト「Hexa」を基にしてOpenFlow

と MPLS とのネットワークのつながりを可視化することによ

り、次世代ネットワークの構成を管理できることが実証でき

た。今後は、OpenFlow の基礎情報を基に仮想スライス内部を

可視化しネットワーク全体の運用管理モデルを構築すること

や、その先の仮想サーバーを含めたインタークラウド環境全体

の統合運用管理モデルを構築することを目標とする。また、ク

ラウド間のリソース取引 ( ネットワーク品質やトラフィック量 )

に応じた課金を行うビジネスモデルの業務支援を目的とした、

業務システムへの展開も今後の目標である。

故障


