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あらまし

現在の広域イーサネットにおいては，VLAN パスを確立する際に確保可能な帯域がリンク (波長) の帯域に

制限されてしまう．この制限を打破するためには，End-to-End での複数パス経路のアグリゲーションが必要となる．
本研究では，複数パス経路のアグリゲーションにより仮想的な大容量データ伝送を実現する次世代広域イーサネット
において，経路間での遅延差を考慮した複数パス経路の同時発見を実現するために，拡張イーサネットフレームフラッ
ディング手法に基づいた経路発見手法を提案する．また，本アルゴリズムをソフトウェアスイッチに実装し，発見し
た複数経路における遅延時間を評価した結果を報告する．
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Abstract Currently, bandwidth allocation of VLAN path in Wide Area Ethernet depends on link bandwidth.
Aggregation of multiple end-to-end paths is eﬀective to avoid this limit. This paper proposes multiple independent
paths discovering method using extended Ethernet frame ﬂooding technique in next generation Wide Area Ethernet
which virtually enables high capacity transmission by aggregating multiple paths. Implementing the algorithm to
software switches and evaluates the delay of discovered multiple paths.
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1. ま え が き

専用線よりも安価に導入することが可能である．
しかし，今後増加すると見込まれる企業やデータセンタの加

近年，企業の拠点やデータセンタ間を LAN(Local Area Net-

入数に伴い，伝送路の要求帯域が広域イーサネットのリンク帯

work) 技術であるイーサネットにより通信接続する広域イーサ

域を上回ってしまうことが懸念される．40G/100G イーサネッ

ネットサービスが注目されている．図 1 に，広域イーサネット

トの標準化も検討されている [1] が，実用化されるまでに時間

における拠点間通信を示す．広域イーサネットサービスでは，

を要することが確認されている．そのため，1GE や 10GE の

ギガビットイーサネット (GE: Gigabit Ethernet) や 10 ギガ

従来網を使用した広帯域伝送技術の早期確立が課題となる．

ビットイーサネット (10GE : 10 Gigabit Ethernet) リンクを

広域イーサネット網における広帯域経路を実現する手段の 1

複数の企業で共有し，各企業に割り当てられた固有の VLAN

つとして，並列伝送技術が挙げられる [2]．ノード間の複数リン

（Virtual LAN） ID で伝送路を論理的に分離することにより，

クに対して IEEE802.3ad リンクアグリゲーションを行い，並
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列伝送を行うことにより，1 本の仮想的な大容量データ伝送路
を確立することが可能となる．しかし，リンクアグリゲーショ
ンはフロー単位でリンクが決定されるため，各フローの使用可
能帯域はリンク帯域に依存してしまうという問題がある．現在
はエンドユーザの要求帯域はリンク帯域以下であることが多い
が，将来的に転送データ量が増え，エンドユーザの要求帯域が
リンク帯域を超過する場合はリンクアグリゲーションを使用不
可能である．本問題における解決策として，エンドノード間で
複数の VLAN パスを確立した後，フロー内の各フレームに対

図 1 広域イーサネット

して VLAN ID をラウンドロビンで付与し，対応する VLAN
パスに転送することで，フローの使用可能帯域上限を全リンク

実現される．複数経路上でのデータ転送で使用するパケット負

帯域にすることが可能である [3]．しかし，転送データをフレー

荷分散アルゴリズムとして，フローベースアグリゲーションと

ム単位で複数経路に分割して送信する場合，経路間の遅延差に

ラウンドロビンアグリゲーションが存在する．

より受信側でのフレーム順序逆転が発生するため，TCP/IP 通

フローベースアグリゲーションは，エンドノード間のフロー

信におけるフローのスループットは TCP 再送制御により激減

単位で各パスへ割り当てるアルゴリズムである．本アルゴリズ

する．
パケット順序逆転問題を軽減するプロトコルとして，TCP/IP

over SCTP（Stream Control Transmission Protocol）/IP [4]

ムは，各フローに 1 本のパスを割り当てるため，フレーム順序
逆転が発生しないというメリットがあるが，各フローの使用可
能帯域はリンクの波長帯域に制限されてしまう．

が提案されている．TCP/IP over SCTP は，TCP/IP パケッ

一方，ラウンドロビンアグリゲーションはフレーム単位で各

トを SCTP/IP パケットでカプセル化することで，パケット順

パスへ割り当てるアルゴリズムである．エッジスイッチに入力

序逆転により生じる TCP 再送制御が原因となるスループット

されたフレームはラウンドロビンで各パスへ出力される．本ア

低下を低減することが可能である．本プロトコルはエッジノー

ルゴリズムは複数パス経路の帯域を最大限使用することができ

ドでカプセル化するため，導入時に複雑な機能設定がなく安易

るメリットがあるが，フローごとにフレーム順序逆転が発生す

であること，エッジノードのみの機能追加で良く安価であるこ

る問題がある．フレームの順序逆転は，フレームの経由する経

とが特長として挙げられる．

路間の遅延差により発生する．

しかし，本プロトコルを適用したネットワークにおいて選択

図 2 に，TCP 通信を 100Mbps リンクのラウンドロビンア

した複数経路間での遅延差が大きい場合は，SCTP によるパ

グリゲーションにより実現し，1 リンクのみ遅延の値を変化さ

ケット順序逆転の抑制効果を TCP の再送制御によるパケット

せた場合のスループットを示す [4]．フレームの順序逆転により

再送数が上回るため，スループットが低下してしまう．そのた

TCP/IP の再送制御が頻繁に発生し，スループットが減少して

め，全経路における遅延測定を行い，遅延差の少ない経路対を

いることが分かる．さらに，1Gbps，10Gbps の広帯域リンク

選択することが必要となる．

を使用した場合のスループットは図 2 に示すスループットより

そこで，本論文では複数パス経路のアグリゲーションにより

低下することが予想される．

仮想的な大容量データ伝送を実現する次世代広域イーサネット

スループット低下の原因となる複数経路間の遅延差を低減す

において，経路間での遅延差を考慮した複数パス経路の同時発

る手法として，PLB（Packet-based Lane Bundling）[5] が提案

見を実現するために，拡張イーサネットフレームフラッディン

されている．フレームに送信時間を挿入することにより，エッ

グ手法に基づいた経路発見手法を提案する．

ジノード間での複数経路におけるフレーム伝送遅延差を測定で

本稿の構成は以下のとおりである．2 節では，関連研究とし

き，遅延が最大のフレームに他フレームを受信ノードにおける

て，並列伝送および従来の経路探索手法について述べる．3 節

バッファリングより合わせることにより，経路間の遅延差を低

では，本論文の対象とする次世代広域イーサネットのアーキテ

減することが可能である．しかし，PLB およびバッファは各

クチャについて述べ，4 節で広帯域伝送路を実現するための複

ノードの NIC（Network Interface Card）にハードウェア実装

数パス経路発見手法を提案する．5 節では本手法をソフトウェ

されるため，導入にコストがかかるという問題がある．

アスイッチに実装したネットワークにおいて，提案手法により
算出した遅延時間の評価を行う．最後に 6 節で結論を述べる．

2. 2 複数経路発見手法
既存の複数経路発見手法として，パス要求の発生毎にシグナ
リングを用いた方式が提案されている [6]．あて先までのパスを

2. 関 連 研 究

最短経路ではなく，波長の使用状況やリンク距離を考慮した経

2. 1 並列伝送技術

路を探索し，確立することにより，パス確立時のブロック率を

データ転送の高速化手法として注目される並列伝送は，広域

低減することが可能である．

イーサネット網内のノード間リンク帯域増加や冗長化による信

本方式は，各ノード間のリンク距離情報として VDC（Vir-

頼性の向上を目的としたリンクアグリゲーションを End-to-End

tual Distance Cost），帯域使用情報として VLC（Virtual Link

に拡張し，複数経路のパスをアグリゲーションすることにより

Cost）の 2 個のパラメータを設定し，パラメータ情報収集には
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テクチャを用いることにより，エンドユーザはネットワーク内

300

のトポロジやトラヒック，そしてリンク帯域制限を意識せずに，
要求 QoS 保証を満たすコネクションを確立することが可能と
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なる．使用帯域に変更が生じた場合は，ユーザが自由に帯域設
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定変更を行う．ネットワーク内では設定された帯域を満たす複
数経路を自動的に再選択し，GMPLS によりパス確立を行う．
例えば，あるユーザが 1Gbps のパスを 3 本アグリゲーショ
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ンして 3Gbps の仮想伝送路を使用していたとする．その後，ト
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図2

保証を満たす複数の経路候補を発見する手段が必要不可欠で
ある．

ラウンドロビンアグリゲーションにおけるスループット

SEARCH 信号を使用する．送信元ノードは SEARCH 信号を
隣接ノードに送信し，経由リンクのパラメータを信号に格納す
ることにより，あて先ノードで各経路のパラメータを収集する
ことが可能である．あて先ノードは 1 個目の SEARCH 信号を
受信してから一定時間待機し，待機時間内に到着した SEARCH
信号に格納されたパラメータを比較して最適経路を決定する．
パスは，最適経路決定後にあて先ノードより RESV 信号を送信
することにより，受信ノードでスイッチの設定を行い確立する．
シグナリング方式における SEND 信号は，送信元からあて先
までの片方向通信のみのため，ネットワーク内における帯域圧
迫は双方向と比較して低減することが可能である．しかし，あ
図3

て先ノードで経路選択をする本方式は，あて先からの RESV 送

次世代広域イーサネットアーキテクチャ

信時においてパス確立を失敗した場合，送信元で再度 SEARCH
信号を送信する必要がある．本論文の対象とする複数経路の同

図 4 に，GMPLS により制御された広域イーサネット網の

時パス確立は，単経路のパス確立と比較してパスのブロック率

ネットワークアーキテクチャを示す．ネットワークは，制御プ

が高くなることが想定されるため，本方式では SEARCH 信号

レーンとデータプレーンから構成されており，企業 LAN と接

の再送信率が高くなってしまう．また，片方向通信による遅延

続しているエッジノードおよびフレームを中継するコアスイッ

測定はノード間の時間同期が必要だが，大規模ネットワークで

チが存在する．
各プレーンの役割を以下に示す．

は全ノードの時間同期をとることは困難である．
そのため，送信元ノードで経路情報を収集可能であり，ノー

•

制御プレーン

ド間の時間同期の必要がない双方向通信による複数経路探索手

– サービスユーザプロファイル機能

法が必要である．

– サービス制御機能
– ネットワーク管理

3. 次世代広域イーサネット
図 3 に，本論文がの対象とする次世代広域イーサネットアー
キテクチャを示す．次世代広域イーサネットでは，ユーザの要

– スイッチ設定
•

データプレーン

– 実データ転送

求帯域がリンク帯域以上となる場合は，ネットワーク内の複

企業は広域イーサネット網におけるエッジノードへ接続し，広

数の Gb イーサネットリンクのアグリゲーションを行い，要

域イーサネット網より提供される仮想伝送路を利用し接続先の企

求帯域を満たす．GMPLS（Generalized Multi-Protocol Label

業との通信が可能となる．GMPLS により制御された広域イーサ

Switching）で確立した複数経路をアグリゲーションし，エン

ネット網のエッジノード間で確立するパスを L2-LSP（Layer2-

ドユーザ間においてオーバレイネットワーク上で仮想的に大容

Label Switched Path）と呼び，RSVP（Resource reSerVation

量のデータ伝送を可能とする．オーバレイネットワークアーキ

Protocol）により L2-LSP が確立される．接続要求が発生した

—3—

場合，送信エッジノードは OSPF の経路情報を基に宛先エッ
ジノードまでの経路を決定する．次に RSVP により，経路上
の資源予約と VLAN の設定が行われ，L2-LSP を確立する．

GMPLS により自動的に L2-LSP を確立可能であるため，管理
者は従来の VLAN 設定に必要な処理を削減可能となり，企業
などのユーザは不必要な L2-LSP を削減し，必要なときに必要

図5

拡張イーサネットフレームフォーマット

な帯域を確立することができる．

TTL(Time to Live) 8bit + D-MAC (48bit) + Sequence Number (7bit) + Flag (1bit)．
拡張ヘッダにおいて，TTL はイーサネットフレームの網内で
の永久ループ回避用，Sequence number は送信フレームの特
定用，Flag は送信フレームと返信フレームの判別用である．ま
た，D-MAC フィールドにブロードキャストアドレスを格納す
る場合，VPI フィールドの Type を 0x0800 に設定すると IP，

0x0806 にすると ARP，0x8100 にすると 802.1Q VLAN と判
別される．提案方式のイーサネットフレームは，IP や ARP と
区別するため Type を 0x8100 に設定する．
図 4 広域イーサネットアーキテクチャ

4. 3 フラッディングによる複数経路発見手法
図 6 および図 7 に，フラッディングによる複数経路発見アル
ゴリズムを示す．

4. 複数パス経路の同時発見手法

（ 1 ） パス確立要求が発生．

4. 1 概

（ 2 ） 送信元スイッチは，イーサネットフレームヘッダの D-MAC

要

次世代広域イーサネットにおいて，複数経路の遅延情報を測

にブロードキャストアドレス，ペイロードタイプに 0x8100，

定するアルゴリズムを提案する．本アルゴリズムを適用したネッ

拡張ヘッダ内の D-MAC にあて先アドレス，Flag bit に 0，

トワークにおいてエンドユーザによるパス確立要求が発生する

各出力ポートごとに異なる Sequence Num，ペイロードに

と，送信元は遅延測定用のイーサネットフレームをフラッディ

送信ポート番号を格納し，フレームのブロードキャストを

ングし，あて先までの複数経路において同時に RTT(Round

行う．
（図 6（a））

Trip Time) を測定する．遅延測定用のイーサネットフレーム （ 3 ） 拡張イーサネットフレームを受信した中継ノードは拡張
ヘッダ内の TTL および D-MAC を確認し，TTL ≠ 0 ま
は，従来のイーサネットフレームを拡張し，あて先を指定した
フラッディングを行うことができるようにする．送信元は収集

たは D-MAC が自身あてでない場合は受信ポート以外の全

した遅延情報を元に，経路間での遅延差を最小にする経路組を

ポートにイーサネットフレームの TTL を減算して複製し，

選択することが可能となる．以下に拡張イーサネットフレーム

転送する．転送する際，ペイロードの中身に受信ポートお

フォーマットおよび複数経路発見アルゴリズムを示す．

4. 2 拡張イーサネットフレームフォーマット

よび送信ポート番号を格納する．
（図 6（b））
（ 4 ） あて先ノードは，返信フレームの D-MAC に送信元 MAC

従 来 の イ ー サ ネット フ レ ー ム で フ ラッディン グ を 行 う 場

アドレス，拡張ヘッダ内の Flag bit に 1，ペイロードに

合，あて先フィールドに ブロードキャストアドレスである

ポート情報を格納し，ブロードキャストフレームを受信し

FF:FF:FF:FF:FF:FF を格納するため，あて先を指定したフ

たポートへ送信する．
（図 7（c））

ラッディングを行うことができないという問題がある．そのた （ 5 ） 中継ノードは，Flag bit=1 であることを確認すると，ペイ
ロード内の出力ポート情報に沿ってフレームを転送する．
め，あて先アドレスを格納できるフレームの定義を行う必要が
ある．
図 5 に，今回定義した次世代広域イーサネット網のフレーム
フォーマットを示す．既存のイーサネット技術を利用可能にする
ため，拡張フレームフォーマットは従来のイーサネットフレー
ムフォーマットからの変更を極力少なくした．ヘッダのフィー
ルド構成は [7], [8] に準拠する．

（ 6 ） 送信元ノードは受信した返信フレームの Sequence Number
およびペイロード内のポート情報を確認することにより，
経路情報とその RTT を算出することが可能となる．
（図 7
（d））
図 6（a）において送信元ノード 1 からあて先ノード 7 まで
のデータ送信要求が発生した場合を考える．送信元ノードは拡

ヘッダは以下の 6 個のフィールドにより構成される．1)D-

張イーサネットフレームの D-MAC アドレスにブロードキャス

MAC(48bit)，2)S-MAC(48bit)，3)VPI(32bit): Type 16bit

トアドレスである FF:FF:FF:FF:FF:FF，S-MAC アドレスに

+ VPI 16bit，4)I-TAG(32bit): Type 16bit + Instance ID:

ノード 1 の MAC アドレス，type に 0x8100，拡張フィールド

16bit，5) ペイロードタイプ（16bit），6) 拡張ヘッダ（64bit）:

の TTL に 256，D-MAC アドレスにノード 7 の MAC アドレ
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は 101021 となる．この場合，あて先ノード 7 は拡張イーサネッ
トフレームの D-MAC アドレスにノード 1 の MAC アドレス，

S-MAC アドレスにノード 7 の MAC アドレス，拡張フィール
ドの TTL に 256，Flag に 1，ペイロードに 101021 を格納す
る．中継ノードは（256 − 受信フレームの T T L 値）∗ 2 + 1 を
計算することにより，フレームの転送ポート番号をペイロード
内より探索する．TTL=254，ペイロード=101021 の場合，転
送ポートは 0 となる．Flag=1 のイーサネットフレームを受信
した送信元ノード 1 は，送信時間とフレーム受信時間の差分に
より RTT を測定する．
ペイロードに格納可能なポート数は，イーサネットフレーム
のペイロードが 1500Byte，スイッチの最大ポート数が 4096 個
であることから 1 ポートあたり 2Byte を使用するため，750
ポート，325 ノード分の経路情報を格納することが可能である．
本アルゴリズムを適用することにより，送信元において複数経
路と遅延時間の情報を保持することができ，経路間での遅延差
を考慮した適切な経路選択が可能となる．また，双方向通信型
図 6 フラッディングによる複数経路発見アルゴリズム

であるため，パス確立失敗時は送信元において保持する経路情
報の中から別経路を選択し，パス予約を行うことが可能である．
そのため，ブロードキャストの再送信を行う必要がないという
メリットがある．

5. 性 能 評 価
本提案アルゴリズムをソフトウェアスイッチに実装し，実験
により検証する．図 8 に実験ネットワークを示す．実験ネット
ワークにおけるノード数は 7 個，リンク数は 10 本，リンク帯
域は 1Gbps であり，送信元ノードおよびあて先ノードは固定
とする．

図 7 フラッディングによる複数経路発見アルゴリズム
図 8 実験ネットワーク

ス，Flag に 0 を格納する．次に，送信元は全ポートからあて先
つきブロードキャストフレームを送信するが，Sequence Num

以上のネットワークにおいて本アルゴリズムを適用し，各経

およびペイロードの上位 2Byte に送信ポート番号（1 または

路において得られた遅延情報を表 1 に示す．双方向型通信を用

2）を格納してから送信を行う．この時，フレームの送信時間を

いた各経路の経路情報および実遅延時間の測定を実現し，送

テーブルに記録する．拡張イーサネットフレームを受信した中

信元ノードで経路情報の保持が可能であることが確認された．

継ノード 1 およびノード 2 は，まず TTL=0 ではないこと，そ

本アルゴリズムはフラッディングを用いる手法のため，ネット

して Flag=0 であることを確認し，ペイロードに受信ポートを

ワーク規模が大きくなると，あて先付きブロードキャストフ

追加格納する．その後，ノード 1 および 2 は，受信フレームの

レームの送信によるオーバーヘッドが想定される．また，送信

TTL を減算，ペイロードに送信ポートを追加格納し，受信ポー

元ノードはフラッディング後に返信フレームの受信まで待機す

ト以外の全ポートに転送する．あて先ノード 7 までの中継ノー

るが，待機する時間が長い場合は他ノードのパス確立によりパ

ドは以上の手順を繰り返す．結果，あて先ノード 7 で受信した

ス確立をブロックされてしまう可能性がある．そのため，一度

フレームのペイロードは，経由したノードが 1，2，5，7 の場合

に測定するパス数の検討も必要である．

—5—

表 1 収集経路情報に対する遅延時間の比較
経路情報

遅延時間 (ms)

1, 2, 5, 7

3.8

1, 3, 6, 7

3.5

1, 2, 4, 5, 7

4.1

1, 3, 4, 6, 7

5.8

Feb.2008.

6. ま と め
広域イーサネットにおいて，リンクの波長帯域に依存しない
広帯域な伝送路の確立を実現するために並列伝送技術を用いた．
しかし，並列伝送で使用パス間での遅延差が大きいとスルー
プットが低下してしまうため，各経路の実遅延時間を測定する
必要があった．そこで本論文では，拡張イーサネットフレーム
にあて先ノードの MAC アドレスを格納してフラッディングを
行い，あて先までの複数経路におけるラウンドトリップタイム
を計測する手法を提案した．本システムをソフトウェアスイッ
チに実装し，各経路における遅延時間の測定を行った．本シス
テムにより，双方向通信型の遅延測定および経路情報収集を実
現した．今後の課題としては，遅延以外の要求 QoS にも対応
した経路発見手法の提案を行うことである．
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