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SDNネットワークに関する研究用の模擬環境の作成について 
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概要： 近年、注目を浴びている Social Defined Networking(SDN)とは、ネットワークをソフトウェアによって管理しよ
うというコンセプト・技術である．SDN は、未だ発展途上であり、情報セキュリティ面での研究が必要である．そこ
で、本論文では、SDN ネットワークに関するセキュリティについて研究を行う際の模擬環境の構築に必要なソフトウ

ェア・ツールとして、Mininet、Ryu SDN framework、hping3、wireshark の紹介と、それらのインストール方法および最
低限の設定方法について説明する．そして、最後に自身の研究の進展について述べる． 
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Abstract: In recent years, Social Defined Networking (SDN), which attracts attention, is a concept and technology to manage 

networks by software. SDN is still under development and research on information security is necessary. In this paper, we introduce 

Mininet, Ryu SDN framework, hping 3, wireshark and their installation method and minimum setting method as software and tools 

necessary for building virtual environment when research on security concerning SDN network. Finally, I will describe my own 

research progress. 
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1. はじめに   

 近年、次世代のネットワークといわれ、Social Defined 

Networking(SDN)が注目されている[1]．SDN は、ネットワ

ークをソフトウェアによって制御するコンセプト・技術で

あり、その制御プロトコルとして OpenFlow が存在する． 

 SDN は、いくつかの企業からサービスとして提供されて

いるが、セキュリティに関しては既存のものである．そこ

で、SDN・OpenFlow の特徴を利用したセキュリティ技術の

研究が必要であると考える． 

 本論文では、SDN の研究を行う際に必要となる模擬環境

の構築手順と、その後の基本的操作について説明し、最後

に自身の今後の研究の進展について述べる． 

 

2. 自身の研究目標 

 次世代のネットワークとして注目されている SDN は、

現在、企業からのセキュリティと組み合わせたサービスと

して提供されてもいる．しかし、SDN はネットワーク管理

を容易にするための仕組みとしての利用が主であり、セキ

ュリティ部分は既存の製品を使用している． 

SDN には、ソフトウェアによってネットワークを管理す

るという面から、OpenFlow の特徴を利用したセキュリティ

技術があれば、それをパッケージとして OpenFlow を利用

可能な他のネットワークにも同様のセキュリティを施せる
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という利点が存在する．そこで、攻撃の準備段階であるポ

ートスキャンの検知に注目し、SDN ネットワーク上でのポ

ートスキャン検知を研究目標としている． 

 

3. Software Defined Networking 

模擬環境構築の説明の前に SDN の簡単な紹介を行う． 

前章でも述べたが、SDN とは、ネットワークをソフトウ

ェアによって制御するコンセプト・技術のことである．SDN

の制御プロトコルである OpenFlow では、従来のハードウ

ェアによって制御されているネットワークとは異なり、経

路制御とデータ転送をそれぞれ、OpenFlow コントローラと

OpenFlow スイッチの 2 つに分けて制御を行っている（図

１）．スイッチ内には、経路情報が記載されたフローエント

リとその一覧であるフローテーブルが存在する．フローエ

ントリは、マッチフィールドと呼ばれるパケット処理を行

う際の条件とアクションと呼ばれるパケット処理の内容、

そして、フローエントリの処理回数を記憶するカウンタの

3 つの要素で構成されている． 
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図 1 OpenFlow の特徴(出典：

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1308/02/news006.html) 

 

パケットがスイッチに到着すると、スイッチはフローテ

ーブルを参照し、条件に合うフローエントリを検索する．

該当するフローエントリがある場合、その中のアクション

に従いパケットを処理する．もし、条件を満たすフローエ

ントリが存在しない場合、スイッチはコントローラへとパ

ケットの情報(Packet in メッセージ)を送り、コントローラ

にて新たなフローエントリが作成され、それに従ってパケ

ットを処理する．作成されたフローエントリは、フローテ

ーブルへと追加され、以後はコントローラへの問い合わせ

は発生しない． 

SDN では、スイッチをコントローラによって集中管理し

ており、スイッチからの情報を用いてフローエントリを操

作することで、パケットの流れの最適化などが可能である．

しかし、同時にコントローラにかかる負荷も高く、スイッ

チから大量の問い合わせが発生すると、大きな遅延や最悪

の場合、コントローラが停止する可能性があるので、注意

も必要である．  

 

4. 模擬環境構築 

ここからは、SDN のシミュレーションを行える模擬環境

を構築するための手順を説明する．今回は、Virtual Box 上

で動作する Ubuntu 16.04 に模擬環境を構築することを想定

している．以下の表 1 に構築を行う PC の情報を示す．な

お、Ubuntu にはあらかじめ何もインストールされていない

ものとする．また、以降の説明においても、本文で説明済

みのもの以外は何もインストールはされていないものとす

る． 

表１ PC 情報 

PC DELL Inspiron13 7000 シリーズ 

OS Windows10 home 

CPU Core i5-6200U 

VM Virtual Box 5.1.26 

VM OS Ubuntu 16.04 

 

4.1 Mininet のインストール 

 Mininet[2]は、一つの Linux カーネル上で、複数のホスト、

スイッチ、ルーターを組み合わせて仮想的にネットワーク

を構築することができるネットワークエミュレータである．

OpenFlow に関連するものも同梱されており、複数台の PC

を用意することなく OpenFlow を動かせる環境を用意する

ことが可能である． 

 それでは、Mininet のインストールについて述べる．まず

は、Mininet を git から clone によって導入するために、git

のインストロールである．ターミナルを起動し、以下のコ

マンドを入力する． 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install build-essential 

$ sudo apt-get install git 

 

次に、作業を行いたいディレクトリに移動し（今回は

$HOME）、git より Mininet の clone を作成する．この際、

「mininet」というディレクトリが新たに作成される． 

$ git clone git://github.com/mininet/mininet 

新たにできたディレクトリ mininet に移動し、Mininet のイ

ンストールを行う．バージョンを確認し、今回はバージョ

ン 2.2.1 を選択した．インストールは、以下のコマンドにて

実行する． 

$ cd mininet 

$ git tag #利用できるバージョンが表示される 

$ git checkout -b 2.2.1 2.2.1 #論文中では 2.2.1 を選択 

$ cd ../ 

$ mininet/util/install.sh –nfv #後の設定のためオプション

-nfv を指定 

ここで、オプションを-nfv を設定すると Mininet 本体、リ

ファレンススイッチ、OpenvSwitch の 3 つがインストール

される．この後、別でスイッチをインストールするので、

今回はこのようなオプションを指定した．また、オプショ

ンにて-a を指定すると、POX コントローラや Wireshark 等

がインストールされる．インストールされた Mininet のバ

ージョンは、以下のコマンドにて確認できる． 

$ mn --version 

 以上で Mininet のインストールは完了である． 

 

4.2 Ryu SDN Frameworkのインストール 

 Ryu SDN Framwork(Ryu)[3]は、NTT コミュニケーション

ズが開発した SDN 環境を構築するためのツール・ライブ

ラリを提供する基盤ソフトウェアであり、複数の OpenFlow

仕様に対応している．今回は、これを OpenFlow コントロ

ーラとして利用する． 

 Ryu のインストールは以下のコマンドによって行う． 

$ sudo apt-get -y install python-pip python-dev libxml2-dev 

libxslt-dev zlib1g-dev 

$ sudo pip install ryu 

インストールした Ryuのバージョン確認の方法は以下の通
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りである． 

$ ryu-manager --version 

Ryu のインストールはこれで以上である． 

 

4.3 Mininet と Ryuの接続 

 ここまでで、Mininet と Ryu のインストールが完了し、

OpenFlow を使用できる環境とコントローラ、スイッチが用

意できた．ここでは、用意したこれらを接続し、通信可能

な状態へとする． 

 まず、Ryu には、さまざまなサンプルファイルが存在す

る．それらは以下の場所に存在する． 

/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ryu/app/ 

このままではパスの打ち込みが大変であるので、$HOME

にシンボリックリンクを作成する．シンボリックリンクは、

以下のようにして作成する． 

$ ln –s /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ryu 

/home/username/ryu 

 それでは、Mininet と Ryu の接続を行っていく．接続を行

う際は、コントローラである Ryu から起動する．Ryu の起

動方法は以下の通りである． 

$ ryu-manager ryu/app/simple_switch.py 

なお、使用しているサンプルプログラム simple_switch.py が、

コントローラである．起動すると、図 2 の様に接続待ち状

態となる． 

 

図 2 Ryu の起動後 

ここで、図 3 のようなエラーが出る場合、以下のコマンド

を実行し、「ovs-testc xxxx」となっている部分(図 4)を kill コ

マンドで削除することでエラーが解消される． 

 $ sudo lsof –I –nP #エラーが起きた場合、実行 

 $ sudo kill xxxx  #「ovs-testc xxxx」を削除 

 

図 3 Ryu 起動時のエラー 

 

 

図 4 lsof コマンド実行時の画面 

 

次に、Mininet を起動させる．新たにターミナルを開き、

以下のコマンドで Mininet を起動する． 

 $ sudo mn --controller remote 

Mininet が起動すると、Mininet を起動させたターミナル上

では図 5 の様になり、Mininet の操作が可能となる．ここ

で、Mininet 上のデフォルトのトポロジとして、コントロー

ラ 1 台、スイッチ 2 台、ホスト 2 台のネットワークが設定

されている．また、Ryu を起動させたターミナルでは、図

6 の様に Packet in メッセージのログが流れる． 

 

図 5 Mininet 起動後 

 

 

図 6 Mininet と接続後の Ryu 起動ターミナル 

 

最後に、実際に接続されたことを確認するためにホスト間
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で ping を飛ばす．Mininet 側のターミナル上で以下のコマ

ンドを実行することでホスト間に ping を飛ばすことが可

能である(図 7)． 

 

図 7 接続確認 

 

以上で Mininet と Ryu の接続確認は終了である． 

 

4.4 トポロジの設定・適用 

 前節では、接続確認を行うだけであったので、デフォル

トのトポロジを使用したが、実際の実験を行うとなると任

意 の ト ポ ロ ジ の 設 定 が 必 要 と な る ． こ こ で 、

/mininet/cusutom というディレクトリを参照すると、topo-

2sw-2host.py というファイルが存在する．これは、トポロジ

設定が記述されたファイルであり、スイッチ 2 台とホスト

2 台の接続確認に使用したトポロジの設定が記述されてい

る(図 8)．使用言語は、Python である．これを参考に、任意

のトポロジを設定するとよいだろう． 

 

図 8 /mininet/cusutom/topo-2sw-2host.py の内容 

 

スイッチを登録する際は、 

 スイッチ変数名 =  self.addSwitch(‘スイッチ名’) 

という記述を並べることで任意の数のスイッチを設定でき

る．同様に、ホストの方も 

 ホスト変数名 = self.addHost(‘ホスト名’) 

と記述することで、ホストの設定が可能である．最後に、

スイッチ間、スイッチ-ホスト間の接続を下記の様に記述す

ることでトポロジの設定可能である． 

 Self.addLink( スイッチ変数名 a, スイッチ変数名 b) 

 Self.addLink( スイッチ変数名, ホスト変数名) 

 設定したトポロジで Mininet を Ryu と接続する際は、 

$ sudo mn --controller remote --custom mininet/cusutom/

ファイル名 --topo mytopo 

と入力することで、接続可能である．例として、スイッチ

3 台、ホスト 8 台のトポロジの設定ファイル topo-3sw-

8host.py を示す(図 9)．接続確認を行うと図 10 の様になる．

設定どおりにスイッチ間、スイッチ-ホスト間にリンクが張

られており、pingall コマンドによってすべてのホストとの

接続確認が取れた． 

 

図 9 スイッチ 3 台、ホスト 8 台のトポロジ設定 
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図 10  topo-3sw-8host.py の接続確認 

 

4.5 hping3 のインストール 

 前節までは、接続確認のために Mininet のコマンドであ

る pingall を使用していたが、実際に実験をするとなると、

何かしらのパケットを送信する必要が出てくる．そこで、

パケットを生成し、送信することができるツールである

hping3[5]を導入する．インストール方法は、以下の通り入

力するだけである． 

 $ sudo apt-get install hping3 

 使い方をデフォルトのトポロジにて説明する．今回は、

ホスト h1 から h2 へとパケットを送信することにする． 

まず、Ryu と Mininet を起動させた状態で、Mininet 側で、 

 mininet$ dump 

と入力する．すると、スイッチ、各ホストの IP アドレスを

確認することができる．ホストに割り当てられた IP アドレ

スは、h1:10.0.0.1、h2:10.0.0.2 である． 

次に、以下の様に xterm(仮想スイッチ・ホストエミュレ

ータ)を起動させる． 

 mininet$ xterm h1 

すると、Node:h1 というコンソールが出てくる．ここで、以

下のコマンドを用いて、ホスト h1 から h2 へと TCP パケッ

トを送信する(図 11)． 

 $ hping3 10.0.0.2 

 

図 11 hping3 でのパケット送信 

 

図 11 から分かる通り、hping3 はデフォルトであると無限

にパケットを送信し続けるので、Ctrl+C で強制的に停止さ

せている．パケットの送信回数を制限する場合、以下の様

にオプション-c を付与することで、強制終了をせずに済む

(図 12)． 

 $ hping3 10.0.0.2 –c 回数 

hping3 は、送信元・送信先ポートの指定や IP アドレスの

偽装など、オプションによってさ様々なパケットの送信を

行うことが可能である．詳細は参考文献[5][6][7]を参照し

ていただきたい． 
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図 12 回数指定を行った場合(5 回) 

 

4.6 wireshakによるパケットの確認 

 さて、前節において任意のホストからホストへとパケッ

トを送信することが可能となった．この節では、そのパケ

ットが実際に送受信されているかを、パケットをキャプチ

ャすることができるツールである wireshark[8]を使い確認

する．  

まずは、wireshark のインストールである．ターミナルか

ら wireshark を以下のコマンドにてインストールする． 

 $ sudo apt-get install wireshark 

インストールが完了したら、以下のコマンドにて wirehark

を起動し、ホスト h2 が接続しているスイッチ s1-eth2 を選

択する(図 13)． 

 $ sudo wireshark 

 

図 13 wireshark 起動画面 

 

キャプチャ場所を選択後、hping3 で送られる tcp パケット

を見易くするため、フィルタに「tcp」を入力．そして、図

12 と同じ要領でパケットを送信すると、hping3 によって送

信されてきてパケットを見ることができる(図 14)． 

 

図 14 wireshark によるパケットキャプチャ画面 

 

キャプチャされた TCP パケットの情報を見てみると、一行

目のパケット情報の Source に 10.0.01 とあり、Destination

には 10.0.0.2 とあることから、ホスト h1 から h2 へとパケ

ットが送られていることがわかる．また、2 行目では、送

受信元が逆になったパケットが見られ、info 欄を見ると、

[RST, ACK]とあることから、ホスト h1-h2 間で TCP 通信が

行われていることが確認できる．３行目以降のパケット情

報からも、ホスト h1-h2 間で TCP 通信が正常に行われてい

ることが確認できる． 

 

4.7 まとめ 

 これまで SDN のシミュレーションを行うために必要と

なる環境・ツールのインストール等について説明を行って

きた．これで、任意のトポロジの SDN ネットワークの構築

が可能となり、さらに、任意のホストからホストへパケッ

トを送信することが可能となった．また、wireshark によっ

て、パケットの流れを確認することも可能となった． 

 

5. 自身の研究の今後 

 これまで、実験を行うための模擬環境について述べてき

たが、最後に私の研究の今後について述べる． 

今回で実験を行うに最低限必要と思われる環境を整え

ることができた．現在は、攻撃検知や SDN ネットワーク上

でのセキュリティに関する既存研究の調査を行っている．

今後は、調査した既存研究のらの問題点・改善点とその解

決案の考察を行い、構築した模擬環境にて解決案の実装・

検証を行っていく予定である． 

 

6. おわりに 

 本論文では、SDN ネットワークの研究を始めるに際し、
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最低限必要と思われる実験環境の構築について説明してき

た．本論文内で述べた以外の各ツール説明については参考

文献を参照してほしい． 

 最初にも述べたが、SDN は現在注目されている技術であ

り、一部の企業によってソリューション化され、サービス

として提供されてもいる．しかし、それらのサービスにお

いて、セキュリティ部分は既存の製品で対応されている．

また、Social Defined WAN(SD-Wan)[9][10]と言われる、より

セキュリティを意識しなければならない応用案も登場して

いる． 

SDN ネットワークは、OpenFlow コントローラによって

一元管理されている．そして、コントローラの設定はソフ

トウェアによって柔軟に行うことができる．また、ソフト

ウェアであるので、それを OpennFlow が利用できる複数の

ネットワークへと容易に適用することが可能である．そこ

で、OpenFlow の特徴を利用した攻撃検知を考案することで、

安全なネットワーク・データ転送を、広く普及させること

ができると考える． 
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