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要　旨
プロジェクトごとにデータ量や必要とされるコンピューティング処理能力が異なり、日々増殖して変動する
ビッグデータを効率的に処理するためには、必要なICTリソースをダイナミックかつスケーラブルに最適配置す
る必要があります。本稿では、OpenFlow/Software Defined Network（SDN）技術を用いて、ダイナミックにコ
ンピュータ及びネットワークリソースの最適化を実現するプログラマブルフローの特長や有効性について述べ
ます。
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1. まえがき
 

昨今、ネットワークを仮想化し、仮想サーバなどのICTリ
ソースと連携してクラウドデータセンターの運用効率を高め
る次世代ネットワーク技術として、「OpenFlow」及び
「Software Defined Network」（以下、SDN）が注目されていま
す。OpenFlowによるSDNは、データをコントローラの指示に
従いフロー単位に転送制御するスイッチ群と、複数台のス
イッチを一括集中制御するコントローラから構成されます。
コントローラから複数台のスイッチを集中制御することによ
り、ネットワークの仮想化や高度な経路制御を実現します。
また、上位のクラウドコントローラなどと連携して仮想サー
バや仮想ストレージを仮想ネットワークに統合し、ソフト
ウェアで制御することにより柔軟で拡張性が高いクラウドシ
ステムを実現します（ 図図1 ）。
プロジェクトごとにデータ量や必要とされるコンピュー
ティング処理能力が異なり、日々増殖して変動するビッグ
データを効率的に処理するためには、必要なICTリソースをダ
イナミックかつスケーラブルに最適配置する必要があります。
　OpenFlow/SDNでは、仮想サーバリソースと連携したスケー
ラブルなネットワーク拡張、優先トラフィックの高度な経路
制御及びQoS（Quality of Service）制御を実現でき、OpenFlow/
SDNによるネットワーク仮想化技術をビッグデータの運用管
理システムと連携させることにより、ビッグデータを効率よ
く処理するクラウド環境を構築することが可能になります。

コントロールプレーンとデータプレーンの間を取り持つ
OpenFlowプロトコルは、Open Networking Foundation（以下、
ONF）が標準化を進めているネットワークプロトコルです。
NECは、当初からOpenFlow技術に注目し、その活動を支えて
きました。また、2011年春に、世界で初めてOpenFlow技術に
基づく「UNIVERGE PFシリーズ」（以下、プログラマブル

図1   SDNアーキテクチャ
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図2   プログラマブルフローの特長

フロー）の出荷を始めました。
プログラマブルフローは、プログラマブルフロー・コント
ローラ（以下、PFC）と、プログラマブルフロー・スイッチ
（以下、PFS）からなります。
プログラマブルフローは、SDNアーキテクチャの最初の実
現例であり、OpenFlow技術の実装に加え、ネットワークシン
プル化、ネットワーク仮想化、ネットワーク可視化といった
付加価値を実現しています（ 図2 ）。
本稿では、ダイナミックなコンピュータ及びネットワーク
リソースの最適化を実現するプログラマブルフローにより、
ビッグデータがどのように処理し得るかを紹介します。

2. ビッグデータを活用するための
ネットワークインフラストラクチャ

 

「ビッグデータ」とは、爆発的に増大している文章や図表、
画像や動画、メールなどさまざまなタイプのデータの集まり
です。ビッグデータが注目されるようになった背景には、ス
マートフォンやタブレット端末の普及によりリッチコンテン
ツの利用が拡大したこと、各種センサによって情報収集が増
大したこと、人による情報のデータ化が活発化したことなど
が挙げられます。

図3   MapReduceの計算モデル

ビッグデータを活用するためには、大量のデータを所定時
間内に処理することが必要です。ビッグデータには非構造化
データが多いため、格納、検索、共有、分析、可視化といっ
た処理に時間が掛かりましたが、「MapReduce」に代表される
高速並列処理技術の登場により、ビッグデータの有効利用が
始まっています。
MapReduceでは、Input、Map、Shuffle、Reduceといった処理
を連続的に行う計算モデルが採用されています（ 図3 ）。
これら処理を効率的に行うと同時に、運用・構成管理を柔
軟に行うため、ネットワークインフラストラクチャには、以
下の機能が望まれます。
・ 仮想ネットワーク
プロジェクト単位での柔軟なICTシステムの構成、リ
ソースアサイン

・ ネットワーク拡張性
データ処理量に応じたシステムのスケールアウトをサ
ポートするネットワークの柔軟な拡張性

・ ネットワークトラフィックエンジニアリング
バーストデータを扱うためのネットワークトラフィック
制御手段

・ ネットワーク監視機能
アプリケーションが処理のローカリティを考慮したノー
ド、データの最適配置を可能とするネットワークトラ
フィック状況の把握

以下では、プログラマブルフローによって実現されている
これらの機能の紹介をします。
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3. プログラマブルフローの機能
 

3.1 仮想ネットワーク

交通・物流、ヘルスケア、金融、果てはエネルギーにいた
るまで、ビッグデータの利用シーンはさまざまです。
プログラマブルフローでは、クラウド環境において、
VTN（Virtual Tenant Network）と呼ぶ仮想ネットワークを提
供します。ビッグデータを利用するプロジェクトが複数ある
場合でも、プロジェクトごとにVTNを作成し、各VTNにICT
リソースを柔軟かつダイナミックに割り当てることができま
す（ 図図4 ）。
このようなプログラマブルフローの特長により、プロジェ
クトごとに処理するデータ量が異なったり必要なICTリソース
が変動していく場合でも、クラウド環境からICTリソースを切
り出して不足するプロジェクトに割り当てたり、余剰が生じ
たプロジェクトのICTリソースをクラウド環境に返却すると
いったことを容易に行うことが可能となり、クラウドデータ
センターの運用効率を高めることができます。

3.2 ネットワーク拡張性

日々増殖するビッグデータを処理するためには、ノードの
柔軟な変更、それに伴うネットワークの柔軟な拡張性が望ま
れます。
プログラマブルフローでは、性能要件に応じてネットワー
ク機器を増設できます。また、ネットワーク機器の増設は

図4   仮想ネットワーク

図5   スケールアウト

ネットワークを止めずに行えます。増設したスイッチは1つの
仮想的なネットワークに拡張され、アプリケーションからは
ネットワーク機器の増設は意識されません。
このように増設したネットワーク機器に対して、サーバや
ストレージも増設（スケールアウト）していくことが可能と
なります（ 図5 ）。

3.3 ネットワークトラフィックエンジニアリング

ビッグデータの活用では、短時間に大量のデータ処理が必
要です。データ自体がバースト性を有しており、一時的な
バーストは起こり得るとして、それを制御する機構が重要に
なります。
プログラマブルフローはネットワークフローを柔軟に制御
できます。重要なトラフィックは帯域の広いパスを通るよう
にフローを設定したり、QoSをかけて、フローの優先処理を行
うことも可能です。このようなフロー制御によってデータ転
送の遅延を抑止することで、MapReduceアプリケーションの高
速処理が可能になります。
また、トラフィックモニタにより、帯域を閾値監視するこ
とができます。閾値を越えた場合、SNMP（Simple Network
Management Protocol）トラップがあがります。そのSNMPト
ラップを契機として、MapReduceアプリケーションを管理する
Hadoop管理ノードは混み合ったネットワーク経路を迂回し、
PFCのAPIを使って他の経路に切り替えるなどの処置を施すこ
とができます。
更に、プログラマブルフローではECMP（Equal-Cost Multi-
Path）に基づくマルチパス機能をサポートしているので、
ネットワークの負荷分散を行うことにより、ネットワークリ
ソースの有効利用を図ることができます。
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図6   VMマイグレーション

3.4 ネットワーク監視機能

Hadoop管理ノードはフロー統計情報やsFlowといったネット
ワークトラフィック情報をPFCのREST I/Fを通して取得でき
ます。Hadoop管理ノードはそれらの情報を基に、ビッグデー
タの処理を行うアプリケーションが搭載されたVM（Virtual
Machine）を最適配置することで、ノード/データ処理を適正化
することが可能となります。
この際、プログラマブルフローがVM移動の影響を吸収しま
す。仮に、VM移動がサブネットをまたがる場合でも、従来の
L2/L3ネットワークでは必要だったネットワーク全体の設定
見直しは不要です（ 図6 ）。

4. まとめ
 

MapReduceでは、日々増殖し変動するビッグデータを扱うた
めに、アプリケーション側のデータ処理に連動して、サーバ
リソースを最適に配置し、ネットワークをダイナミックに動
かす、という特性が求められます。
プログラマブルフローはネットワークを極めて柔軟に扱うこ

とができます。また、アプリケーションにとってネットワー
ク・アウェアとなり、必要な制御をアプリケーションから行う
といった、プログラマブルなネットワークを提供します。
図7 に示すように、Hadoopクラスタを制御するHadoop管理
ノードは、PFCと連携して、Hadoopクラスタでのネットワー

図7   Hadoopとプログラマブルフローの連携例

ク情報を採取し、それに応じたネットワーク制御をPFCのAPI
を介して行うといったことが可能となります。
今後、ビッグデータの扱いがよりいっそう重要になると考
えられています。このようななか、より柔軟で操作性の高い
プログラマブルなネットワークを実現できるよう、努めてま
いります。

*Hadoopは、The Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
*sFlowは、InMon Corp.の登録商標または商標です。
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