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あらまし 現在インターネットを流れるトラヒックの多くを占めるコンテンツ流通に対し，CDN や P2P な
どはどこからコンテンツを得るのかという点には全く関心がなくコンテンツそのものが得られれば十分であると
いう，コンテンツオリエンテッドなサービスを提供している．ただし，このコンテンツ流通を支える情報流通基
盤としてのネットワークアーキテクチャは，IP アドレスにより通信相手を指定していることから分かるように
ロケーションオリエンテッドなものであり，ユーザに向けて展開されているサービスと下位のネットワークアー
キテクチャに乖離が見られている．ネットワークアーキテクチャをコンテンツオリエンテッドなものに移行させ
両者の乖離を解決しようという取り組みとして，コンテンツオリエンテッドネットワークの研究が近年活発に展
開されている．本論文では，コンテンツオリエンテッドネットワークの歴史的背景から，近年その研究が活発に
なった経緯を説明し，現在提案されているアーキテクチャを紹介する．更に，最新の研究動向について，ルータ，
ルーチング，キャッシュ，トラヒック制御，セキュリティの分野での取組みを紹介する．
キーワード コンテンツオリエンテッドネットワーク，ネットワークアーキテクチャ，キャッシュ，ランデブー
型通信モデル

ロケーションオリエンテッドな通信モデルに基づいて

1. ま え が き

いる．

現在ネットワーク上で流通するトラヒックは，最近

一方，現在ネットワーク上を流通する主たるトラ

の 5 年間にトラヒック量が 8 倍に増えているという量

ヒックとなっているコンテンツ流通サービスでは，ど

的な側面とともに，YouTube に代表されるビデオ転

のコンテンツが欲しいのか (what) という点が重要で

送トラヒックが既に全トラヒックの 50%程度を占めて

あり，どこからコンテンツを取得するのか (where) と

いる [1] ように，コンテンツ流通が主たるトラヒック

いう点にはユーザは関心がないのが一般的である．例

となっているという形で質的にも変化している．これ

えば，現在広く普及している CDN (Content Delivery

に対応して，様々なコンテンツ配信技術が開発され，

Network) では，複製コンテンツが地理的に分散され

実用に供されている．

た複製サーバに配置され，ユーザは状況に応じて適切

コンテンツ流通を支える情報転送基盤としてのイ

なサーバからコンテンツを得ている．つまり，ユーザ

ンターネットは，その開発当初からホスト–ホスト間

はコンテンツをどこから得ようが全く関心がない，と

通信モデルをベースとしている．プロトコル階層の

いう状況が既に現実のものとなっている．このように，

narrow-waist となる IP では，通信対象としてのホス

インターネット上で展開されるコンテンツ配信サービ

トを netid と hostid からなる IP アドレスで指定す

スは，既にコンテンツオリエンテッドなものに移行し

る．前者の netid は，ホストの場所を表す識別子であ

ている．

る．すなわち，現在のインターネットでは，通信対象

インターネットにおけるコンテンツ流通は，サービ

を場所に関連づけた識別子で識別しており，本質的に

スの観点ではロケーションに依存しないコンテンツオ
リエンテッドなものになっているのに対し，その下で
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エンテッドなアーキテクチャとなっており，サービスと
情報流通基盤との間に大きな乖離が見られる．このよ
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うな乖離をなくし，ネットワークそのものをコンテン

CDN は複製サーバを用意するものの，負荷分散効果

ツオリエンテッドなアーキテクチャへ変革しようとい

はサーバ選択手法に依存し，現状では距離が短いサー

う，コンテンツオリエンテッドネットワーク (Content

バを選択するケースが多く，トラヒック分散の根本的

Oriented Network: 以下 CON) の研究が近年活発に

な解決には至っていない．P2P [9] は，BitTorrent の

進められている [2]〜[7]．本論文では CON について，

ようにコンテンツを Chunk と呼ばれる小さな交換単

歴史的背景からその研究が近年活発になった経緯を説

位に分割し，複数のユーザからダウンロードする仕組

明し，現在提案されているアーキテクチャの紹介を行

みを用いている．複数のホストからコンテンツを取得

うとともに，最新の研究動向について述べる．なお，新

すること，各ホストでダウンロード先を適切に変更

しい研究分野であるため，CON という名称自体も普遍

できることから，コンテンツ流通トラヒックがネット

的に用いられているわけではなく，Content-Centric

ワーク内に面的に分散され，上記のトラヒック分散に

Network や Information-Centric Network などの名

対する根本的な解決が可能となる．複数のホストから

称も用いられる．本論文中では，これらを統一的に表

一つを選択しそこからコンテンツを取得する CDN と

す用語として，CON を用いる．

比較し，多数のホストから適切な複数ホストを選択し

本論文は以下の構成をとる．2. において，インター
ネットにおけるコンテンツ流通の変遷を説明し，現状

た上でこれらからコンテンツを分割取得する P2P は，
「どこから」や「誰から」コンテンツを取得するかと

のコンテンツ流通における技術課題を明らかにする．

いう点に全く関心のない，完全なコンテンツオリエン

3. では，CON とは何かという点から説明し，CON

テッドな通信モデルに移行している．

のアーキテクチャとして代表的なものを紹介する．4.

このように，アプリケーションやサービスの観点で

において，CON の実現に向け全世界で活発に進めら

は，既にコンテンツオリエンテッドな通信モデルが一

れている最新の研究動向を紹介する．5. は本論文のま

般的となり，その下のネットワークアーキテクチャは

とめであり，今後の方向性などについて論じる．

ロケーションオリエンテッドなものであるという乖離

2. コンテンツ流通の変遷
2. 1 CDN から P2P へ
インターネットの開発が進められた 1970 年頃は，

が，既に普遍的に見られる状況にある．

2. 2 Pub/Sub からコンテンツオリエンテッド
ネットワークへ
現状のインターネットにおいては，コンテンツオリ

telnet や FTP など特定のホストに接続することに主

エンテッドなサービスをネットワーク外部で実現する

眼が置かれており，ホスト中心の通信モデルが一般的

ため，以下の技術的課題がある．

であった．この時点では，アプリケーションが提供す

（ 1 ） ネットワーク外部でコンテンツ発見機能を実

る通信サービス並びにネットワークアーキテクチャの

現するため，多くの手順を経てコンテンツのロケー

双方とも，ホスト間通信を中心とするロケーションオ

ションを決定しなければならない．すなわち，コンテ

リエンテッドなものを用いており，両者に乖離は見ら

ンツ発見のオーバヘッドが大きい．

れない．1990 年代前半の WWW の普及により，特定

（ 2 ） 位置情報やネットワーク内のトラヒック状況

のホストに接続することが目的であるホスト中心の通

といったネットワークであれば簡単に得られる情報が

信サービスから，特定のコンテンツを取得することを

十分に把握できないため，適切なロケーションにある

目的とするコンテンツ中心の通信サービスへと変化し

コンテンツを選択できず，非効率な転送となる．すな

た．そして，人気のある Web サーバへアクセスが集

わち，コンテンツ転送のオーバヘッドが大きい．

中することへの対策として，CDN が開発された [8]．

これまでネットワーク外部にあったコンテンツ発見

CDN では，ユーザからオリジナルサーバに向けてのコ

の仕組み，並びにこれが外部にあったために難しかっ

ンテンツ要求に対し，DNS での名前解決時に適切な複

たコンテンツ流通の効率化の仕組みを，ネットワーク

製サーバを選択しその IP アドレスを返答することで，

が具備するものとして CON が定義できる．すなわち，

ユーザに全く意識させることなく接続ホスト（サーバ）

これまでのロケーションベースの通信モデルに基づく

が変更されることが一般的である．このため，既にど

インターネットアーキテクチャを，コンテンツオリエ

こからコンテンツが得られるかに関心がない，コンテ

ンテッドな全く新しいアーキテクチャへ変革するもの

ンツオリエンテッドな通信サービスへ移行している．

として，CON が位置づけられる．
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インターネットが CON へ発展する過程で，Pub/Sub

(Publish/Subscribe) が提案され [10]，実システムと

2. 3 CON がもたらす利点
ネットワーク側がコンテンツ発見の仕組みを提供

して運用されている [11], [12]．Pub/Sub は，コンテ

し，これにより効率的なコンテンツ転送を可能とする

ンツ提供者である Publisher と，コンテンツ要求者で

CON が実現されると，ネットワーク並びにユーザに

ある Subscriber の間で，非同期にコンテンツ授受を

とって以下の利点がもたらされる．

行うシステムであり，以下の二つの特徴を有する [10]．

•

Space decoupling

（ 1 ） コンテンツ発見をネットワークが行うことで，
これまで CDN においてネットワーク外部の DNS を

Publisher と Subscriber は，互いの情報を得ている

経由するなどの手順に見られたオーバヘッドが軽減さ

必要はない．例えば，Publisher は誰が Subscriber と

れ，迅速にコンテンツ発見を行える．

して受信しているのか，またどれくらいの数の Sub-

（ 2 ） ネットワークにおいてのみ知り得るトラヒッ

scriber がコンテンツを受信しているのかについて，全

ク状況や複製サーバまでの距離などに対する正確な

く知る必要はない．

情報をもとにコンテンツ発見を効率的に行えるため，

•

Time decoupling

ユーザにとってはコンテンツ取得が速く行えるという

Publisher と Subscriber は同時にアクティブである

利点，ネットワーク側にとってはネットワーク資源の

必要はない．例えば，Publisher は Subscriber がアク

効率的運用が行えるという利点がある．

ティブでない状態でコンテンツを生成してよい．

Pub/Sub は，通信モデルとして Publisher と Subscriber のランデブーポイントをネットワークが提供

（ 3 ） キャッシュを積極的に運用することで，(2) に
示したものと同様の効果がユーザ側並びにネットワー
ク側の双方において期待できる．

する形の，ランデブー型通信モデルを用いている．コ

（ 4 ） 従来は CDN 提供事業者を利用できる一部の

ンテンツ要求者は，所望コンテンツへの興味を示す

ユーザ（企業など）のみが効率的コンテンツ配信を実

「interest」メッセージをランデブーポイントに対して

現できたのに対し，ネットワークがコンテンツ発見並

送信し，ランデブーポイントと要求者の間の関連付

びにキャッシュなどのコンテンツ配信機能を提供する

けを行う．この関連付けはある程度長期間保持され，

ことで，個人レベルで効率的コンテンツ配信が可能と

Publisher が該当コンテンツを発信するごとに，この

なる．V.Jacobson ら [13] は，インターネットが情報

関連付けを保持している要求者に対しランデブーポイ

発信の観点での民主化を実現したのに対し，CON は

ントを経由してコンテンツが配布される．この形態は

コンテンツ配信における民主化を実現できる点を利点

Push 型コンテンツ転送であり，Pub/Sub は Push 型

として挙げている．

通信を基本とする．

現在インターネットを流れるトラヒックの 50%がビ

CON もコンテンツ要求者が interest を送出し，そ

デオコンテンツであること，更に 5 年後には 84%に

のレスポンスとしてコンテンツが返送されるという点

までその割合が増加すると予測されている [1]．このよ

だけを見れば，上記の Pub/Sub との類似性は高い．

うなコンテンツ流通トラヒックの増大に対し，CON

ただし，一般的に CON においては，後述するように

はキャッシュによる冗長トラヒック軽減，最適サーバ

コンテンツ要求者が送出した interest を契機として，

からのコンテンツ取得，コンテンツ要求の集約による

それに対するコンテンツ転送経路が暫定的に設定さ

1 対多通信の実現により，ネットワーク提供者側には

れ，コンテンツ転送が終了するとこの転送経路は削

ネットワーク資源の効率的運用という側面で，ユーザ

除されるため，コンテンツ要求者とコンテンツ提供

側にはコンテンツ取得の高速化という側面で，恩恵を

者は同時にアクティブであることが前提である．この

もたらすものと期待される．また，スマートフォンの

ため，CON では Time decoupling は必須条件ではな

普及に伴うコンテンツ流通トラヒックによるアクセス

い．CON で特に重視されるのは，Space decoupling

部無線資源の逼迫に対し，上記の 1 対多通信による効

であり，まさしく「どこから」若しくは「誰から」コ

率化，更には「どこから」コンテンツを得ても問題な

ンテンツが得られてもよいという特徴が重要である．

いというコンテンツオリエンテッドな特徴を巧妙に利

また，コンテンツ転送形態から見ると，CON は一般

用した無線 LAN オフロードの活用などで，CON の

的に Pull 型であり，この点も Pub/Sub と基本的に異

利用価値が更に高まることも期待される．

なっている点である．
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3. CON の実現に向けて

エントリ追加，データ chunk 到着によるエントリ削除
が行われるため頻繁に書換えが発生する．FIB はコン

本章では，CON を具体的に実現するアーキテクチャ

トロールプレーンにより更新されるのに対し，PIT は

として，代表的な CCN について紹介を行う．また，

データプレーンから更新が行われることがその要因で

CON の普及に向けて取り組んでいるいくつかの研究

ある．

例を紹介する．

FIB のルーチングテーブルは，コンテンツを保持

3. 1 CON のアーキテクチャ

するサーバからの広告をもとに，各ルータが自身の

ネット ワ ー ク が コ ン テ ン ツ 発 見 の メ カ ニ ズ ム を

カバーするコンテンツの name preﬁx を広告するこ

もつアプローチについては，TRIAD [14]，i3 [15]，

とで形成される．このルータからの広告に，現在の

DONA [16] などがある．これらは，コンテンツ転送

OSPF や BGP のメカニズムを利用できることが文

に現状のインターネット，すなわち IP を用いること

献 [13], [17] に示されている．なお，IP ではループを

をベースとしている．これらの詳しい内容について

回避するために FIB において 1 エントリに対し対応

は，拙著論文 [2] を参照されたい．本節では，コンテ

付けられる出力インタフェースは一つに限定されてい

ンツ発見とコンテンツ転送の双方共にコンテンツオ

る．CCN では，コンテンツをどこから取得してもよ

リエンテッドなアプローチで取り組んだ CON アー

いというコンテンツオリエンテッドな考え方，データ

キテクチャとして，代表的な CCN (Content Centric

chunk が転送されると PIT エントリが削除されるこ

Networks ) [13], [17] を説明する．

とでループ発生が本質的に回避されていること，から

CCN は，ユーザが送出したコンテンツ要求に対し，

同一コンテンツに対し複数出力インタフェースが対応

コンテンツがそのレスポンスとして返送されるという，

付られることも許容している．また，Interest が送出

Pull 型のアーキテクチャを採用している．コンテンツ

された後，対応するデータ chunk がいまだ届いてい

要求は「Interest」と呼ばれ，それに対するレスポン

ない段階で，ルータの他インタフェースに同一コンテ

スは「Data Chunk」(以下データ chunk) と呼ばれる．

ンツへの Interest が到着すると，単にこの Interest の

コンテンツは一般的に適切なサイズのデータ chunk に

到着したインタフェースを PIT に加えるだけでよい．

分割され，Interest はデータ chunk を単位として送出

このとき，Interest は先に転送せず破棄する．これに

される．
ネットワーク内のルータには，Interest のルーチン
グ情報としての FIB (Forwarding Information Base)

より，1 対多通信，すなわちマルチキャストが明示的
なシグナリングを用いることなく実現でき，コンテン
ツ転送の効率化が期待できる．

が保持される．FIB はコンテンツ名をエントリにもつ

CCN のルータ構成要素には，上記 FIB と PIT 以

ルーチングテーブルであり，name-based ルーチング

外に，コンテンツキャッシュ（以下キャッシュ）があ

プロトコルにより作成される．Interest を受け取った

る．IP では一度バッファからパケットが転送されると

ルータは，FIB 内の該当するエントリに示されたイン

パケットは削除されるのに対し，CCN では同一コン

タフェース方向へと Interest を送出する．

テンツへの Interest に対し再利用が可能であることか

Interest がルーチングプロトコルにより所望コンテ

ら，到着したデータ chunk はキャッシュに保存される．

ンツを有するサーバへとルーチング処理されるのに対

以上の CCN アーキテクチャに基づくコンテンツ

し，データ chunk は Interest のたどった経路を逆に

ルータでの処理をまとめると，Interest が到着すると，

ホップバイホップで転送されることでユーザに届けら

(1) キャッシュに該当データ chunk が収容されていれ

れる．具体的には，各ルータで Interest が到着したイ

ばここからデータ chunk を転送する，(2) キャッシュ

ンタフェースを PIT (Pending Interest Table) と呼

にない場合には，PIT テーブルエントリに既に同一

ばれるテーブルに保持する．データ chunk は，この

データ chunk エントリがあれば，Interest を破棄しこ

PIT のエントリを各ルータでホップバイホップでたど

の Interest の到着インタフェースを PIT エントリに

りながらユーザへ転送される．データ chunk 転送後は

加える，(3) PIT エントリにもなければ，新たにこの

PIT 内の該当エントリは消去される．FIB はルーチン

インタフェースを PIT に加えた上で，Interest を FIB

グプロトコルの更新による書換え頻度が低く比較的長

のルーチング情報の示す方向へ送出する．このように，

期間保持されるのに対し，PIT は Interest 到着による

コンテンツをどこから取得してもよいという概念を，
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コンテンツ要求の適切な誘導，1 対多型へ展開できる

議の発言者を発見する Speaker Discovery を用いる．

コンテンツ転送，キャッシュからのコンテンツ転送の

会議には，例えば大規模会議であれば一部の参加者の

実現，という多面的対応で具現化したアーキテクチャ

みが発言するものもあり，また小規模会議では全参加

として，CCN が位置づけられる．

者が発言する場合もある．この発言者を把握するた

3. 2 CON 普及に向けた取組み

めに，発言者共通の name preﬁx (全会議対象ではな

CON の普及に向けては，現在 Pull 型通信モデル

く，参加する会議のみの発言者に共通する preﬁx) に対

をベースとしているアーキテクチャの上に，電話や会

し Interest を送出する．この Interest は，Conference

議システムなどの会話型アプリケーションを円滑に実

Discovery と同様の方法で全発言者に届き，そのレス

装し様々なアプリケーションに対応することが必要と

ポンスとして発言者を特定できる．その後は，各発言

なってくる．

者に対して音声パケットごとに Interest を発生するこ

Pull 型通信モデルでは，ユーザがコンテンツを取

とで，会議音声を受信できる．

得する際には既にコンテンツはサーバにより提供さ

このような工夫により，Pull 型通信モデルをベー

れており，ネットワーク内にこのサーバへのルーチン

スとする CON において，円滑に会話型並びに会議型

グ情報としての FIB が形成されている．これに対し，

アプリケーションが実現でき，CON において現在の

電話などの会話型アプリケーションでは，発呼ユーザ

インターネットアプリケーションの多くがサポートで

が電話をかける際には，電話を受ける側は会話情報

きる．

としてのコンテンツを何も発信していない．すなわ
ち，発呼ユーザがコンテンツ要求を送出する時点で

4. CON の研究動向

は，コンテンツがいまだ存在しない状況が一般的で

本章では，CON に対する最新研究動向を，コンテ

ある．この問題を解決する手法として，V.Jacobson

ンツルータ，ルーチング，キャッシュ，トラヒック制御，

ら [18] は on-demand publishing という概念を提案し

セキュリティの各分野について紹介する．

ている．各ユーザは電話を受ける際のランデブーポイ

4. 1 コンテンツルータ

ントとして，potential publisher としてのコンテンツ

コンテンツルータに関しては，構成要素である CS

名を立ち上げ広告する．発呼ユーザは，この potential

(Content Store) [20], [21]，FIB [22]，PIT [23] に関

publisher 宛に Interest を送信し，これを受信側ユー

する研究，並びに各構成要素間の相互作用に着目しコ

ザが受け取ると初めてコンテンツ（会話情報）を生
成し publish するという方法である．受信側ユーザは
音声パケット（データ chunk）ごとに Interest を生成
する．
会話型のような 1 対 1 通信に加え，会議型の多地

ンテンツルータの実現性を検討した研究 [24] がある
（表 1）．

S.Arianfar ら [20] の論文は，筆者の知る限りでは
コンテンツルータに関する最初の論文であり，その後
の多くの論文に引用されている．コンテンツルータの

点通信に関しては，音声会議アプリケーションとして

CS 構成について，従来のルータにおけるパケット転

ACT (Audio Conference Tool) [19] が提案されてい

送のための DRAM と SRAM によるバッファ構成を

る．ACT は，参加会議を発見する Conference Discov-

踏襲しつつ，これを CS すなわちキャッシュとして用

ery と，その後発言者を発見するために用いる Speaker

いる方法を提示している．

Discovery からなる．Conference Discovery において
は，まず発見される対象としての会議名が Initiator よ
り広告される．ユーザが ACT を起動すると，全会議
に共通する name preﬁx（事前に周知されているもの）

Table 1

表 1 コンテンツルータの研究動向
Research topics of content router in CON.

に対し Interest を送出する．各ルータの FIB には，会
議名の広告により全 initiator 向けのルーチングテーブ
ルが形成されており，ユーザからの共通 name preﬁx
宛ての interest は全 initiator に到着する．これらの
動作により，ユーザは現在起動している会議情報を把
握することができる．次に会議に参加する際には，会
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G.Caroﬁglio ら [21] は，CS に対しアプリケーショ

意した場合，全インタフェースの interest 並びにデー

ンごとに使用メモリ領域を制御し，結果的にユーザ

タ chunk の到着タイミングに対応して処理が必要とな

の QoE を制御する試みを示している．CS でのメモ

るため，PIT の高速化は難しい．DiPIT では，イン

リ領域制御法として，Priority storage management

タフェースに到着した interest に対するエントリを，

と Weighted fair storage management を提案してい

そのインタフェースに用意された PIT にのみ保存す

る．前者はアプリケーションごとに優先権を付与し，

るという方法で，PIT の分散管理を実現している．各

キャッシュreplacement を優先権に応じて行うもので

エントリに対する look up は，Bloom Filter (BF) を

ある．データ chunk がキャッシュに空きがない状態で

用いて高速化している．ただし，PIT では interest の

到着した場合に，このデータ chunk より優先権の低い

到着に対しエントリの追加があり，データ chunk の

ものを replace 対象とするものである．後者は各アプ

到着に対しエントリの削除が行われるので，エント

リケーションに重みを付与し，キャッシュ領域の専有

リの追加のみならず削除も頻繁に発生する．単純な

率が重みに比例する形となるよう replace を行うもの

BF を用いた場合，削除に対応できないため，DiPIT

である．本論文では，CCNx プロトタイプ実装ノード

では counting BF という，拡張型 BF を用いている．

により構成した簡単なツリーモデルを対象に，各アプ

Counting BF では，ビット位置を 0, 1 のみで表現す

リケーションに対し均等にキャッシュ領域を分配する

る BF を拡張し，各ビット位置にマッチした回数をカ

方法を比較対象とし，提案 2 方式の評価を行い，提案

ウンタとして記録する．エントリを削除する場合には，

したダイナミックなキャッシュ領域配分手法の有効性

このエントリに対応するビット位置のカウンタを減ず

を示している．この論文中にもまだ初期の検討段階で

ることで，削除に対応した BF が実現できる．

あると記述されているように，更なる検討が必要では

D.Perino ら [24] は，コンテンツルータの各構成要

あるが，コンテンツルータにおいて通信品質制御を行

素の個々の性能のみならず，構成要素間の相互作用

う方法を検討した興味深い研究である．

を考慮しつつコンテンツルータの実現性を論じてい

FIB に関しては，interest に対する name-based for-

る．データプレーンのみに注目したうえで，データプ

warding の高速化を実現する Caesar [22] の提案があ

レーンでの interest 及びデータ chunk の処理におけ

る．Caesar では，FIB をルータの line card に分散配

る，FIB，CS，PIT 間の相互作用を，簡単なモデル

置して保持し，ルーチング処理を各 line card で並列

により解析している．メモリ素子として何を使用する

処理させて高速化を実現している．コンテンツ name

かにより，各構成要素の性能を求め，エッジルータ規

preﬁx の最初の要素（/parc/videos/WidgetA.mpg で

模とコアルータ規模でのコンテンツルータの実現性

あれば「parc」）のハッシュ値をコンテンツ ID とし，

を評価している．エッジルータに対しては現状のイン

このコンテンツ ID の line card 数を法とする剰余を

ターネットのエッジルータと比べ，多少のコスト増加

もとに interest を各 line card へ分散している．また，

で実現できる見通しを示している．コアルータに対し

longest preﬁx match (LPM) を高速に行うために，コ

ては相当のコストがかかることを示し，現状のルータ

ンテンツ ID が可変長であること，並びにその長さが

技術レベルでは，コンテンツルータの実現は難しいこ

どれくらいに収まるか分からないことへの対応として，

とを示している．この論文は現在のルータ構成に基づ

分散 Bloom Filter を用いている．簡単な評価により，

いたアーキテクチャをベースにコンテンツルータを構

各 line card が 1 秒間に 1 億 6 千万個の interest，すな

成した場合の限界を示したものであり，CON に適し

わち interest が 80 バイトと仮定した場合に 100 Gbps

た形でのルータアーキテクチャなどのブレークスルー

で処理可能であることなどを提示し，FIB の高速処理

が求められる．本節で紹介した，FIB の高速化を実

の可能性を示している．

現する Caesar [22]，並びに PIT の高速化を実現する

PIT に関しては，上記の FIB の高速化手法と同様

DiPIT [23] は，インタフェースに必要な処理を分散さ

に，PIT を各インタフェースへ分散させる方法として，

せることで高速化を図るという工夫を施して，この限

DiPIT [23] が提案されている．PIT では，interest の

界を解決する方向性を示した論文である．今後 CON

到着及びデータ chunk の到着の双方のタイミングで，

に適したルータアーキテクチャの検討が更に進むこと

書換えが発生することから，高速な動作が求められ

で，大規模ネットワーク（コアネットワーク）に対応

る．ルータで全インタフェースに対応する PIT を用

できるルータ構成の実現が期待される．
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4. 2 ルーチング

人気のあるコンテンツについてはキャッシュにより動

本節ではルーチングに対し，intra-domain ルーチン

的にロケーションが変動する可能性があるので Explo-

グに関連した研究動向と，inter-domain ルーチングに

ration によるコンテンツ発見を適用し，人気のないコ

関連した研究動向に分類して紹介し，その後ルーチン

ンテンツには Exploitation を適用する，の三つの方

グに関する他の研究例を紹介する（表 2）．

法を対象に評価を行っている．(2) の Exploration に

Intra-domain ルーチングに関連した研究として，

ついては，最初のデータ chunk 取得に対する interest

FIB における複数パスに対する選択手法を扱った論

については Exploration を，それ以降の同一コンテン

文 [25] と，FIB の作成を広告のみで行うのか，一部フ

ツの後続データ chunk には最初の interest で形成され

ラッディングによる発見手法を用いるのか，という点

た FIB による Exploitation を適用する，chunk モー

で FIB の実現性を検討したもの [26] がある．前者は，

ドと呼ぶ方式を提案している．Exploration を適用す

同一コンテンツに対する FIB エントリが複数存在す

る人気の高いコンテンツの割合を変化させて評価を行

る場合に，蟻コロニー最適化を用いて最適パスを選択

い，Hybrid によって FIB エントリ数を抑制しつつ，

し，その方向にのみ interest を送出する方式 SoCCeR

キャッシュなどにより動的に変化するコンテンツ配置

を提案している．この最適パスを算出するために，各

に柔軟に適応できることを示している．

コンテンツに対し Interest Ant と呼ばれる制御用パ

Inter-domain ルーチングに関する研究では，BGP

ケットを定期的に送出し，同一コンテンツを提供す

のポリシーが CON では現状のものと大きく異なる

る複数サーバの負荷と RTT を計測している．この計

可能性を論じたものがほとんどである．J.Rajahalme

測値をもとに，各サーバのフェロモン値（実際には各

ら [27] は，CON の出現が inter-domain ルーチング

ルータにおけるインタフェース方向ごとのフェロモン

に与える影響について検討している．Tier-1 にとって

値）を適宜計算し，そこから得られた選択確率の最も

は，CON で実現される synchronous transmission と

高いインタフェース方向にのみ，interest を送出する

してのマルチキャスト，並びに asynchronous sharing

ことで最適パス選択を行っている．文献 [13] において，

としてのキャッシュ，のいずれもトランジットトラヒッ

FIB が複数エントリをもつ際に，全インタフェースへ

クの減少をもたらし，収入の減少へつながる．このた

interest を送出するという方法以外に，最適サーバ方

め，Tier-1 は CON を積極的に導入しようというイン

向へと送出する可能性が述べられているが，SoCCeR

センティブがない．ただし，下位の AS にとっては，

はその観測方法も含め具体的な方式を提示した最初の

自らが上位へ支払うコスト削減の方向に向かうため，

研究例である．

CON 導入のインセンティブが高いことも本論文は示

後者の文献 [26] では，intra-domain ルーチングにお

している．また，ネットワークキャッシュの導入によ

いて，(1) Exploitation: FIB に全コンテンツのエン

り，従来の packet forwarding level routing よりも更

トリがあり，これに基づき interest が送出される，(2)

にきめ細かい data-oriented inter-domain peering が

Exploration: FIB を用いず interest をフラッディン

可能となることも提示している．具体的には，例えば

グすることによりコンテンツ発見を行う，(3) Hybrid:

キャッシュコンテンツに対し，その name を積極的に
広告するなどのダイナミックなアプローチの可能性を

Table 2

表 2 ルーチングの研究動向
Research topics of routing in CON.

示している．

S.DiBenedetto ら [28] は，上記文献 [27] と同様の
考察を，CCN に特化した形で展開している．Inter-

domain ルーチングポリシーとして，コンテンツキャッ
シュに対する経済的インセンティブに基づく新しいポ
リシーが出現する可能性を論じている．具体的には，
ピアリングにより接続される AS 間で互いのキャッシュ
を共有することでトランジットトラヒックを削減でき，
上位 AS へのコストが削減できる Cache Sharing とい
うポリシー，更にトランジット接続している上位 AS
へ対し下位 AS がキャッシュコンテンツを提供するこ
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とで rebate を得る Routing Rebate ポリシーなどの

要である点から，Reliable Notiﬁcation (NR) という

可能性を提示している．また，マルチパスについては，

データ chunk を新たに導入している．RN はコンテン

トランジットトラヒックを増やす可能性があるため，

ツ送信者から受信者に対して，リアルタイム情報が生

複数経路のうち少数のものに制限することも選択肢と

成されたことを示すメッセージである．信頼性を確保

なることを示している．

するために，hop-by-hop での受領確認と再送を行って

ルーチングに関する興味深い研究のその他のものに，

おり，受信者には必ず RN が届くことを保証している．

CCN ではコントロールプレーンがデータプレーンか

受信者は Persistent interest を用いてコンテンツ送信

ら常に変更されるため，コントロールプレーンのオー

者との channel を先に形成し，RN はこの channel 上

バヘッドが CON の性能を決定する要因の一つとなる

を転送される．RN にはリアルタイム情報を形成する

ことを指摘した文献 [29] がある．従来のインターネッ

データ chunk 総数と第一番目の chunk 名が記載され

トでは，ルーチングテーブル作成はデータプレーンと

ており，受信者が RN で通知された受け取るべき全

全く切り離された形で，制御用パケットを授受するこ

ての chunk を受け取れなかった場合には該当データ

とで行われていた．CCN では，interest がルータに到

chunk に対する interest を送出し再送を促す．このよ

着すると，その到着方向を示すポインタ（PIT のエン

うに，Persistent interest により形成される channel

トリ）が形成され，更にデータ chunk が到着しこのポ

を使って，Push 型トラヒックに対し RN を用いた受

インタ方向へ送出されるとポインタの削除（PIT エン

信すべき chunk 情報の通知と未受信データ chunk に

トリの削除）が行われる．このように，データプレー

対する interest 送出により信頼性を確保するという，

ンにより頻繁に PIT の書換えが行われるため，コン

巧みな方法を提案している．

トロールプレーンとデータプレーンに大きな依存関係

4. 3 キャッシュ

が生じている．CCNx の実装を行った簡単なモデルを

本章では，CON におけるキャッシュに対する研究動

用い，interest 発生頻度によるデータ chunk 転送性能

向について，その効果を論じた研究，Default-path 上

への影響を評価している．その結果，interest の過負

のキャッシュ活用を目的とした研究，並びに Default-

荷状態により，データ chunk 転送性能が大幅に劣化す

path 以外のキャッシュの活用を実現する研究に分けて，

ることを示している．このことが DoS アタックに類

詳しく説明する（表 3）．

似したセキュリティ問題を生じる可能性を，提示して
いる．

人気あるコンテンツは同一リンク上を多数回転送さ
れることから，インターネット上を流れるトラヒック

他の観点での興味深い研究として，C.Tsipoulos
ら [30] は，CON において単に name のみを識別子と
してルーチングするのではなく，トラヒックタイプも
識別すべきであると考え，channel というトラヒック
タイプを提案している．VoIP などのストリーム型ト
ラヒックを扱う場合，データ chunk それぞれに対し

interest を送出すると，制御オーバヘッドは非常に大
きくなる．これを解決するため，channel に対しては

persistent interest という新しい interest を導入して
いる．Persistent interest に対して作成された PIT エ
ントリについては，データ chunk を転送してもこれ
を削除せず残すことで，これに続くデータ chunk が
同一経路を通るようにしている．他に，ツイッターや

emergency alert などの Push 型トラヒックに対応す
る，real-time document というトラヒックタイプも
新しく提案している．Pull 型アーキテクチャである

CCN において Push 型トラヒックを扱う点，並びに
alert など重要情報を扱うので信頼性の高い通信が必
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表 3 キャッシュの研究動向
Research topics of caching in CON.
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には大きな冗長性のあることが知られている [31], [32]．

コンテンツ要求を送出し，これをサーバへ転送する経

ネットワーク内のルータにキャッシュをもたせる CON

路上に限られる (Cache-along-default-path と呼ばれ

では，プロキシなどエッジで対応する従来の方法に比

る)．これに対し，コンテンツ要求を default-path 以

べキャッシュをより積極的に運用できるため，この冗

外の方向へ積極的に転送する方法も検討されている．

長性を大きく改善する効果が期待されている．ただし，

以下，キャッシュに関する研究動向を，この二つに分

A.Ghosi ら [33] は，文献 [34] において Web キャッシュ

類した上で，紹介する．

を Cooperative Cache へと展開させても，エッジでの

まず，Cache-along-default-path の範疇に入る研究

プロキシキャッシュと比べて特段の効果がないことが

動向を説明する．キャッシュが独立に収容コンテンツ

報告されていることから，CON におけるネットワー

を管理している場合，各キャッシュに収容されるコン

ク内キャッシュの効果に懐疑的な見解を示している．

テンツの分布はほぼ均一となり，Zipf 則に従う場合に

これに対し G.Tyson ら [35] は，コンテンツ発生に

は人気のある一部のコンテンツのみがネットワーク内

Bittorrent でのトレースを，トポロジーには CAIDA

のキャッシュ全体にほぼ一様に分布する結果となる．

におけるトレーストポロジーを用いて，trace-driven

一般的には，人気のあるコンテンツをよりユーザに近

analysis を行い，CON におけるキャッシングの効果

いキャッシュに，人気のないコンテンツはユーザから

が大きいことを示している．具体的には，エッジの

遠くコア領域に配置する，すなわち人気に応じて階層

みにキャッシュを置く Web キャッシングでは 11%の

的に配置することで，全体として良い性能が得られる．

Interest が同一 AS 内にとどまるのに対し，CON で

このように配置した場合，下位階層のユーザに近い

ネットワーク内にキャッシュをもたせた場合には 32%と

キャッシュでは高いヒット率と低いレイテンシが，上

なり，効果が大きいことが示されている．この研究報

位階層のコア領域に位置するコンテンツに対してはコ

告により，ネットワーク内キャッシュの有効性への疑

ンテンツ要求の集約によるある程度高いヒット率が，

問がある程度払拭され，今後更にキャッシュに対する

期待できる．このような考えに基づいた方式として，

研究が活発化するものと期待される．

WAVE [38]，Age-based Cooperative Caching [39]，

A.Ghosi ら [33] は，文献 [36] において P2P アプリ
ケーションである Kazaa におけるコンテンツ要求が

Probabilistic In-Network Caching [40] がある．
WAVE [38] では，ルータがデータ chunk を転送す

Zipf 則よりもフラットな分布に従うことが報告されて

る際に，下流方向ルータがキャッシュしてよい chunk

いることから，Zipf 則で期待される一部の人気コンテ

をマークする方法をとっている．ルータ上をフルコン

ンツの収容によるキャッシュヒット率の向上もそれほ

テンツ（多数の chunk で構成されるコンテツ全体）が

ど見込めないのではないかという見解を示している．

一つ転送されるたびに，マークする chunk を指数的に

この点については，YouTube を対象に，実測データ

増加させる．人気のあるコンテンツはより頻繁にルー

により Zipf 則が成立することが文献 [37] に示されて

タを通過することから，この方法により人気のある

いる．このように，たとえ全アプリケーションについ

コンテンツについては下流方向にキャッシュしてよい

て Zipf 則が成り立たないとしても，今後のコンテン

chunk 数が指数的に多くなる．すなわち，ユーザに近

ツ流通の主たるトラヒックとなるビデオトラヒックに

いところにより人気の高いコンテンツが配置されるこ

おいて Zipf 則が観測されることから，キャッシュの積

とが期待できる．

極的展開が期待される．

CON におけるキャッシュに対する研究においては，

Age-based Cooperative Caching [39] では，データ
chunk に Age を保持するフィールドを設け，各ルータ

ネットワーク内に分散する多数のキャッシュをいかに

でデータ chunk を転送する際に weight を Age に積

効率的に運用するかという観点で，キャッシュ間で保

算した上で加算する方法をとっている．また，weight

存するコンテンツを協調的に調整する方法が数多く検

はコンテンツの人気が高いほど大きい値をもつ（コン

討されている．ただし，ネットワーク内のキャッシュ

テンツの人気は既知と仮定している）．各ルータキャッ

を集中制御で協調させることは現実的ではないため，

シュでの replacement は，(1) コンテンツの Age が

いかに分散制御で効率的に運用するかという点で様々

expire している，(2) キャッシュがフルである，とい

な工夫がなされている．コンテンツ要求がキャッシュ

う二つの条件が満足されたときに発生し，Age の大き

コンテンツを利用できる範囲は，一般的には受信者が

いコンテンツがより長く残るポリシーである．すなわ
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ち，人気の高いコンテンツ，そしてサーバからより遠

用いた exact match によりキャッシュヒットを判定す

い（ユーザにより近い）コンテンツが長くキャッシュ

ることで，コンテンツ間に同一情報がある場合（例え

に残ることとなり，先に説明した階層的配置が実現さ

ば copyright information など）にキャッシュによる

れる．

冗長性削除が可能となる．

Probabilistic In-Network Caching [40] では，コン

受信者からサーバに至る経路 (Default-path) 以外

テンツのキャッシュへの収容を確率的に行い，その確

のキャッシュに格納されたコンテンツを利用するアプ

率計算においてサーバからのホップ数に占めるその

ローチとして，いくつかの提案がある．Z.Li ら [43]

ルータの相対的位置で重み付けしている．具体的には，

は，Time-shifted TV を対象に，同一 TV ストリーミ

サーバからルータまでのホップ数を分子に，受信者か

ングに属するデータ chunk を近隣ルータ間で分散保

らサーバまでのホップ数を分母においた重みを確率計

持する方法を提案している．具体的には各ルータにラ

算に用いている．この重みを勘案することで，ユーザ

ベル i(1 ≤ i ≤ k) を割り当て，ラベル i のルータには

に近いルータにコンテンツがより高い確率でキャッシュ

i, i + k, i + 2k, · · · のデータ chunk，すなわち k を法

され，前述の階層的構成が実現される．

とする剰余 i のデータ chunk を収容する．近隣 2 ホッ

Cache-along-default-path に分類される研究には，

プ内のルータと情報交換した上で，各ルータのラベル

キャッシュの階層化に向けた研究以外に，キャッシュ容

を決定する．また，自身に到着した Interest に対し，

量を各ルータのネットワークトポロジーにおける特徴

もし自分が保持していないデータ chunk への Interest

に応じて不均一に割り当てる方法を検討したもの [41]

であれば，近隣の該当ラベルルータへ転送する．

や，キャッシュにおけるトラヒック冗長性の削減を更

Y.Wang ら [44] は，キャッシュされたコンテンツに

に積極的に行う方法を検討したもの [42] がある．前者

対してコントロールプレーンにおける広告を行うこ

の論文においては，ネットワークトポロジーにおける

とを検討している．すなわち，ルーチングプロトコ

Centrality（中心性）に応じたキャッシュ容量配分を

ルにおいて，キャッシュされたコンテンツの広告を行

行った場合，すなわちルータに中心性の値に比例配分

い，FIB 上にキャッシュへのルーチング情報を残す方

したキャッシュ容量を割り当てた場合の性能を評価し

法である．キャッシュコンテンツに対して広告範囲を

ている．六つの中心性定義に基づき評価を行い，中心

限定すること，Bloom Filter を使ってキャッシュされ

性に基づき不均一にキャッシュ容量を割り当てた場合

たコンテンツ広告を行うこと，などにより広告する

の性能が，中心性を考慮せず均一に割り当てた場合と

情報を圧縮することも検討している．この方法によ

キャッシュヒット率の観点で大きな差がないことを示

り，default-path 上にないキャッシュへの Interest の

している．評価では，キャッシュ容量を平均 10 GByte

誘導が可能であるが，もし replacement などにより

用意しており，ネットワーク内のルータにある程度大

キャッシュ上のコンテンツがなかった場合には，新た

きなキャッシュを用意すれば十分な性能が得られるこ

にサーバ方向若しくは別のキャッシュへの誘導を行う

とを示している．後者の論文では，異なるコンテン

fall-back mechanism が必要となることが示されてい

ツで共通するデータがあれば，それらを同一データ

るが，その具体的方法については提示されていない．

chunk として用意し，ネットワーク内キャッシュに格

Default-path 以外のキャッシュへの誘導を行う上記

納し積極的に冗長性削除を試みる ICN-RE 方式を提案

二つの方法は，前者は Time-shifted TV のみを対象

している．ICN-RE では，異なるコンテンツ間で共通

としている点及び近隣ルータ間で明示的に情報交換

する部分をコンテンツ送信者が抽出した上で，この共

し協調するという複雑な手順が必要である点で，後者

通部分を個別 chunk として構成する．ペイロード部情

は何らかの fall-back mechanism が必要となる点で，

報に基づき作成される ﬁngerprint と呼ばれる識別子

実用的ではない．Implicit coordination を行い，か

を用いることで，異なるコンテンツ間でも，chunk 単

つ fall-back mechanism を必要としない方法として，

位でキャッシュヒットできる環境を整えている (chunk

Breadcrumbs [45] が提案されている．Breadcrumbs

全体の情報をもとに，例えばハッシュ関数などで識別

は，ロケーション ID によるルーチングが動作する環

子を作成すると，ペイロード部が同一であってもコン

境をベースに，コンテンツオリエンテッドな誘導を行

テンツ ID が異なるため識別子が異なることとなる)．

うものである．ユーザからのコンテンツ要求は，ロ

ネットワーク内キャッシュにおいてこの ﬁngerprint を

ケーション ID によりコンテンツ提供サーバへと転送
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される．コンテンツのダウンロード時に，経由する各

御の検討が進められている．これらは，大きく分けて，

ルータにおいてコンテンツの存在する方向を示すポイ

エンド・エンドアプローチをとるものと，ホップバイ

ンタである Breadcrumbs を残す．その後，別のユー

ホップアプローチをとるものに分けられる（表 4）．

ザからのコンテンツ要求が該当する Breadcrumbs に

Receiver-driven でかつエンド・エンドアプローチ

遭遇すると，ホップバイホップでこのポインタをたど

をとる方式として，ConTug [47] と ICP [48] が提案

りキャッシュされたコンテンツへと誘導される．この

されている．ConTug [47] においては，各送信者に対

方式では，キャッシュにたどりつけなかった場合には，

応したウィンドウを設定し，個々のウィンドウサイズ

ロケーション ID によりサーバ方向へとコンテンツ要

をふくそう状況に応じて調整している．具体的には，

求が転送されるという形で fall-back mechanism が用

初期状態においては単一のウィンドウを管理し，デー

意されている．Breadcrumbs は，ロケーション ID に

タ受信時に異なる送信者からのデータ chunk が到着す

よるルーチングをベースとしていることから，現在の

るごとに，その送信者に対応するウィンドウを新規に

IP ネットワーク上で部分展開可能である [46]．

設ける方法をとっている．コンテンツ要求を送信して

4. 4 トラヒック制御

からデータ chunk を受信するまでの時間 (RTT) をも

インターネットにおいては，基本的にトラヒック制

とに，タイムアウトが発生する場合にふくそうと判断

御の機能をネットワークは有しておらず，TCP ふく

している．この判断は送信者ごとに判断し，それぞれ

そう制御などエンド・エンド間の取り組みで対処する

のウィンドウサイズ決定に用いている．キャッシュを

ことが一般的である．CON では，このようなエンド・

含めた複数の送信者を CON においてどう認識するの

エンド間のトラヒック制御を単純に適用することは難

かという点や，多くの送信者ごとにウィンドウを管理

しい．その理由として，ネットワークキャッシュの積

する煩雑な方式であることなど，課題の多い方式では

極的運用によりデータ chunk の送信者が単一とは限ら

あるが，CON 対応ふくそう制御としては筆者の調査

ないこと（例えば default-path 上の複数キャッシュが

した範囲では最初のものであり，多くの関連文献で引

送信者となる場合など），またマルチパスを許容する

用されている．

ことからデータの得られる経路がデータ chunk ごとに

ICP [48] は，データ chunk 受信者側がウィンドウ

異なる可能性があること，から送信者が特定できない

ベースで Interest 送出レートを調整する方式である．

ことがある．ただし，データの受信者は必ず特定でき

ウィンドウは ConTug のように送信者ごとに用意する

変化しないことから，CON におけるトラヒック制御

のではなく，受信者が単一のウィンドウを管理する．

は Receiver-driven な方式である必要がある．

最近受信したデータ chunk 20 サンプルにおける最大

V.Jacobson ら [13], [17] らは，ネットワークキャッ

RTT と最小 RTT からタイマ値を決定し，Interest を

シュがトラヒック制御に与える影響として，ふくそう

送信してから該当するデータ chunk を受信するまでの

によるデータロスに対しキャッシュからの再送が行わ

遅延がタイマ値を超えていればふくそう発生と判断し

れることで，送信者から再送する場合に比べ，再送ト

ている．このように，送信者の動的変化による RTT

ラヒックの転送範囲がより小さく限定される点を挙げ
ている．ふくそう発生時に再送トラヒックが更にふく
そうを悪化させるふくそう崩壊 (Congestion collapse)
が，この効果により回避できることが示唆されている．

Table 4

表 4 トラヒック制御の研究動向
Research topics of traﬃc control in CON.

ただ，コンテンツ要求の一部のリンクやルータへの集
中と，それに伴うデータトラヒックの集中は，CON
においてもユーザのコンテンツ取得性能に悪影響を及
ぼすことは自明である．また，たとえ Content Store
でデータロスを回避できたとしても，その蓄積遅延に
よる性能劣化が著しくなるため，データロス並びに遅
延増加のいずれかの側面で問題が発生する．すなわち，
ふくそう制御の重要性は CON においても明らかであ
る．こういった観点から，CON においてもふくそう制
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変動を考慮した形で，タイマ値の設定を行っている．

そう制御を組み合わせた方式として，新たに提案した

V.Jacobson ら [13], [17] は，NDN において，受信

ものである．ホップバイホップの部分は，基本的には

者（データの受信者）が送出した Interest 一つに対

FATC と同様のカウンタベースの方式（文献 [50] で

しデータ chunk が一つ返送されること，Interest と

は credit と呼んでいる）であるが，credit に対しある

データ chunk は同一経路を逆方向にたどること，から

程度のバッファを用意したリーキーバケットを適用し

Interest とデータ chunk が基本的にはネットワーク内

ている点，ルータの下流リンク帯域のローカルな公平

のいずれの場所でもローカルにバランスしていること

帯域配分だけを考慮した FATC とは異なり Max-Min

を示している．このことは，エンド・エンドアプロー

Fairness を実現している点，が異なる．HR-ICP はエ

チをとらなくても，途中のルータで Interest 送出を抑

ンド・エンドふくそう制御には ICP をそのまま適用し

制することで，トラヒック制御が実現できることを示

ている．また，FATC のような明示的フィードバック

唆している．この考え方に基づくホップバイホップア

を用いていない．

プローチに，Flow Aware Traﬃc Control [49]（以下

HoBHIS [51] は，データ送信方向のインタフェース

FATC），HR-ICP [50]，HoBHIS [51] がある．なお，

に用意されたバッファのバッファあふれを回避するた

これらも全て Receiver-driven な方式である．

めに，このバッファに滞留するデータ chunk 数を低

FATC [49] では，データ chunk 伝送に対し公平な

く抑えるふくそう制御を提案している．バッファ内の

帯域配分を実現するために，ルータでのデータ伝送

滞留 chunk 数がしきい値を超えていれば逆方向への

方向リンクにラウンドロビン方式 (Deﬁcit Round

Interest 送出レートを下げ，超えていなければレート

Robin [52]:以下 DRR) を適用している．なお，デー

を上げる方式を採用している．Interest の送出レート

タ chunk が公平帯域より高いレートで到着することを

はシェーピングにより実現している．このようなホッ

防ぐために，Interest の送出レート調整を行っている．

プバイホップのふくそう制御をルータに適用した場

具体的には，カウンタベースの方式を採用し，DRR

合，あるルータで Interest 送出が抑制され，その結

により決定されるデータ chunk 送出レートでカウンタ

果 Interest が多く滞留し始めると，逆方向に抑制を伝

を増加させ，Interest の逆方向への送出によりカウン

搬させる back-pressure メカニズムが必要となる．文

タを減少させるメカニズムを用いている．Interest が

献 [51] ではその必要性のみを論じており，具体的な方

到着した時点のカウンタ値が要求データ chunk サイ

式については今後の課題としている．

ズに満たない場合にはその Interest を破棄し，DRR

このように，CON におけるトラヒック制御につい

の許容する公平レート以上の Interest 送出を回避して

てはいくつかの提案が発表されているが，いずれも

いる．なお，データ chunk が一時的に大量に到着し

(i) Interest とデータ chunk が必ず同一経路を逆方向

バッファ溢れにより破棄された場合，並びに Interest

に通過することから，データ chunk のふくそう回避

がカウンタベースメカニズムにより破棄された場合の

に Interest 送出レートを抑制するという形でルータが

いずれにおいても，ルータから受信者（データの受信

積極的に介在できること，(ii) CON ではキャッシュを

者）へ明示的にフィードバックを送出する．この際，

利用可能であること，並びにマルチパスが許容されて

ペイロード部が空のデータ chunk をふくそう通知用

いることから，Receiver-driven な方式を採用してい

のシグナリングパケットとして用いるという巧みな方

ること，が共通する特徴である．ただ，いずれの方式

法を提案している．FATC では，エンドホスト側でも

もまだ検討初期の段階にあり，エンド・エンド方式と

ふくそう制御を施すことを検討しており，その一つの

ホップバイホップ方式の連携など，今後更なる検討，

例としてふくそう通知パケットを受け取ると Interest

新方式の提案が望まれる．

送出ウィンドウサイズを指数減少させ，通常のデータ

chunk を正常に受け取るとウィンドウサイズを線形増
加させる，ウィンドウベースのエンド・エンド型ふく
そう制御の併用（ホップバイホップとの併用）を検討
している．

4. 5 セキュリティ
本章では，CON におけるセキュリティに関連する
研究動向について述べる（表 5）．

CON においては，所望コンテンツを提供するどの
ホスト（サーバ）からでもコンテンツ取得が可能であ

HR-ICP [50] は，先に紹介したエンド・エンド型の

ることに加えて，ネットワーク内のキャッシュからのコ

ICP [48] の著者らが，ICP とホップバイホップふく

ンテンツ取得も可能である．このコンテンツオリエン
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Table 5

表 5 セキュリティの研究動向
Research topics of security in CON.

の間の結合が，self-certifying name はコンテンツ名
と公開鍵の結合が，非常に強固である．前述の偽造コ
ンテンツによる攻撃に対しネットワークが対応するた
めには，ネットワーク内のルータがコンテンツ要求に
より提示されたコンテンツ名と公開鍵をもとに，コン
テンツ要求への応答として返ってきたコンテンツに対
し有効性の認証を行うことが求められる．もしこの認
証を，受信者がコンテンツを受け取った段階で行うと，
その受信者にとっては認証が可能であるが，その時点
では偽造コンテンツが既にネットワーク内のキャッシュ
に蔓延しており，偽造コンテンツによる攻撃を防げ

テッドな特徴から，コンテンツ取得先に基づくセキュ

ない．human-readable name では，この受信側での

リティモデルの適用は難しく，コンテンツそのものに

認証をディジタル署名により行うことから，セキュリ

何らかのセキュリティ機能をもたせるコンテンツベー

ティ機能としての脆弱性があり，self-certifying name

スのセキュリティモデルの適用が検討されている [33]．

の方が有効である．

コンテンツそのものにセキュリティ機能をもたせ

なお，CON におけるセキュリティに対する脅威と

る手法として，CCN ではディジタル署名を用いてい

して，上記の偽造コンテンツ攻撃以外に，4.2 で述べ

る [13]．コンテンツ提供者が付与したディジタル署名

たようにコンテンツ要求の大量発生による攻撃の可能

により，改ざんされていないことを保証する完全性と，

性が指摘されている [29]．この論文で指摘されている

コンテンツ提供者の認証を行っている．この際重要な

Interest によるコントロールプレーンへの攻撃は，コ

役割を担うのが，コンテンツ提供者の公開鍵である．

ントロールプレーンとデータプレーンが分離されてい

A.Ghodsi ら [33] は，コンテンツの名前がこの公開鍵

るインターネットでは発生しないことから，CON 独

と容易に関連づけられないことの必要性を示している．

自の技術課題として今後何らかの対策が検討されるべ

この関連付けが容易であると，偽造コンテンツをコン

きである．

テンツ名とそれに対応するディジタル署名とともに公
開することで，ネットワーク内に蔓延させる攻撃が可

5. む す び

能となる．この点で，A.Ghodsi らは CCN の URI を

本論文では，CON についてアーキテクチャ並びにい

用いるコンテンツ名の指定は，コンテンツ名から容易

くつかの観点での最新研究動向を紹介した．米国にお

にコンテンツを識別できる点でセキュリティ機能が脆

ける NSF，欧州における FP7，更に日本での NICT 新

弱であると主張している．

世代ネットワークに関連するプロジェクトなど，CON

A.Ghodsi らは別の論文 [53] で，CON におけるコ

実現に向けた多くのプロジェクトが世界レベルで進め

ンテンツ名として二つのアプローチ，human-readable

られつつある．技術的側面では，このようなプロジェ

name と self-certifying name について，セキュリティ

クト成果や，本論文で紹介した研究の更なる進展によ

の観点で以下のように議論している．前者は URI な

り，実用化に向けた進展がみられるであろう．ネット

どをコンテンツ名に用い，ユーザがコンテンツ名から

ワークがコンテンツを意識した対応をとることから，

コンテンツを容易に識別できるものであり，ディジタ

著作権などの法制面での検討も含めた社会的取組みも

ル署名によるセキュリティ機能を用いる．後者は，公

併せて進められることが必要である．CON について

開鍵のハッシュ値 P とラベル L（これは文献 [53] で

の研究はここ数年で本論文で紹介したように様々な分

は human-readable name でもよいと記載されている

野で進められつつあるが，まだその研究内容は初期的

が，文献 [33] の論点からはユーザには容易に識別でき

検討段階にあるといって過言ではない．これらの研究

ないフラットネームを用いることが要求される）の組

が更に進展し，また有機的に連携することで，CON 実

み合わせをコンテンツ名とするものである．コンテン

現に向けた更なる研究開発への取り組みが期待される．

ツ，コンテンツ名，公開鍵の 3 者間の関係において，

human-readable name はコンテンツとコンテンツ名
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