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分散型 ICN （釈迦に説法）

■ 例えば

CCN/NDN

Publish の度毎に

全てのFIB を更新

↓

所在情報（方角

情報）を全ルータ

にFlooding 広告
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P2P の復習

■ 集中型 P2P

コンテンツ所在情報を  Index Server で一元管理

… 集中型 ICN と類似

■ 分散型（非構造化） P2P

ネットワーク形状やコンテンツ配置は任意

リクエストを全ピア（ノード）に向けて    Flooding 広告

… CCN/NDN などでの経路表構築と類似

■ 構造化 P2P

コンテンツ配置もリクエスト誘導も分散ハッシュ表で

構造化

→ 分散型 ICN に応用できないか？
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構造化 P2P

■ 原理

ノードに ID をふっておき、   Publish もSubscribe も

その ID のハッシュ値に従って、適切なノードまで誘導

■ 様々なネットワーク形状

（誘導のホップ数やパケット数を最適化したい）

 格子 → CAN

円環 → Chord

二分木 → Kademlia

Plaxton 木 → Pastry 、Tapestry
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Tapestry (1)

■ ノード間の「近さ」

 B.Y. Zhao, et al., “Tapestry: A Resilient Global-Scale Overlay for Service

Deployment”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 22:1, 

41-53 (2004)
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Tapestry (2)

■ ネットワーク内の「誘導」
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Tapestry (3)

■ コンテンツの「 Publish 」
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Tapestry (4)

■ コンテンツの「 Subscribe 」
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分散型 ICN のTapestry 化 (1)

■ なぜ Tapestry ？

格子や円環などよりも柔軟な構造

構造化 P2P の内、ノード移動などに、最も頑健な一つ

H.N. Chan, et al., “Characterizing Chord, Kelips and Tapestry Algorithms 

in P2P Streaming Applications over Wireless Network”, Proc. IEEE 2nd 

Int. Conf. on Communications and Electronics, 126-131 (2008)
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分散型 ICN のTapestry 化 (2)

■ P2P とICN の相違

P2P ICN

アプリケーション層 ネットワーク層

ノードの役割： ノード（ルータ）の役割：

ルータ ルータ

キャッシュホルダ キャッシュホルダ

提供者（ Publisher ） （別にいる）

要求者（ Subscriber ） （別にいる）
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分散型 ICN のTapestry 化 (3)

■ Tapestry の改造（p.8 の図を対照されたい）

▶ 提供者はコンテンツを、要求者はリクエストを最寄りの

ルータに投入する

▶ コンテンツ  4378 の 提供側ルータ 4228 、AA93 に

ルータ 4377 からリンクを張るのではなく、

ルータ 4377 までコンテンツ 4378 を転送してコピーする

▶ 転送の途中で、ルータ   437A 、43FE 、4361 、4A6D に

コンテンツ 4378 のキャッシュを置いていく

▶ 要求側ルータまでコンテンツを転送する際も、途中の

ルータにキャッシュを置いていく（CCN/NDN と同じ）。
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研究の現状

■簡単なシミュレータを作成して、CCN/NDN との比較実験中
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モビリティへの対応 (1)

■ 提供者の移動

コンテンツサーバやセンサノードなど

 ネットワーク内にコンテンツのコピー     / キャッシュを保持

するので、影響なし

→ FIBが必要な CCN/NDN に対する若干の利点か

■ 要求者の移動

コンテンツ利用端末やセンサデータ集約サーバなど

 リクエスト処理中に「最寄りルータ」が変化する可能性

■ ルータの移動（参加・離脱）

 リクエスト処理中に経路が変化する可能性
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モビリティへの対応 (2)

■関連研究

移動予測によるプロアクティブな対応なども含めて様々

■本研究のアプローチ

Gossiping を活用して接続成功確率を高める

▶ Gossiping

Delay Tolerant Networks や Ad-Hoc Networks など

で活用される手法

 隣接ノードの内からランダムに選んだ相手に通信する

 パーコレーション理論とも関連すると考えている

 ［続く〕
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モビリティへの対応 (3)

■ Gossiping によるモビリティ対応

ランダムに選ぶ相手が、隣接ノードの内の一定割合を

越えると、ネットワーク全体の接続性が急激に高まる

 （本研究に先立って）

通常のPublish/Subscribe ネットワークでの予備実験で

効果を確認済み

■ 構造化 P2P を用いた分散型 ICN への適用

ルータ間の転送において、単一の相手だけでなく、

ランダムに選んだ複数の相手にも転送する

 移動先にも必要な情報が転送されていることを期待
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研究の現状

■ 分散型 ICN のTapestry 化の基本形が完成し次第、

組み込む予定
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In-Network Computing への展開 (1)

■ In-Netwok Computing とは（これも釈迦に説法）

「ルータにも計算やデータ処理をやらせよう」

■ 目的

メッセージ集約によるネットワーク負荷の削減

計算処理のオフロードによる負荷分散

 … 方向性は Edge Computing にも通じる

その極細粒度化が In-Netwok Computing か
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In-Network Computing への展開 (2)

■歴史

1990年代の Active Networkingが発端

… ルータによるメッセージ加工

→ ヘッダへのスクリプト埋め込み

→ヘッダ内フラグによるルータ制御ルーチンの切替え

 当時はキラーアプリが見つからず、やがて沈静化

 その後

Sensor Networks における「  Context Awareness 」

（パケット集約・削減による省電力化）
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In-Network Computing への展開 (3)

■関連研究

例えば、 NFN （ Named Function Networking ）

= CCN/NDN + In-Network Computing

■ ルータに何の処理をさせる？

簡単なデータ集約（総和とか）

Map/Reduce における Reduce処理（これも集約）

分散合意

セキュリティ保全、などなど
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In-Network Computing への展開 (4)

■ 集約 ＝ 「同種」のコンテンツを束ねる扱い

「同種」は ID で判断される

近いID のコンテンツを  ICN ネットワーク内で同じ、

または近いルータに集められれば、

自ずとルータ内での集約に持ち込むことができる



  22/24

In-Network Computing への展開 (5)

■ Tapestry における In-Network Computing

▶ Tapestry の前方一致戦略とコンテンツ分類階層

Tapestry の経路制御はコンテンツ  ID の上位バイトから

ルータ ID と照合していく

 コンテンツ ID を階層化して、大分類・中分類・小分類の

ような「コンテンツ類似度」に写像できる

 一方でルータネットワークをルータ    ID に基づいて構成

すれば、近い  ID のコンテンツを同じ   or 近いルータに

集められるはず
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In-Network Computing への展開 (6)

■ もう一つの分散 ICN 内 In-Network Computing

分散 ICN のセキュリティの確保

例えばポートスキャンや   DDoS攻撃などを（ホストや

ルータごとでなく）ネットワーク全体で防御したい

 （本研究に先立って）

Software Defined Networking におけるネットワーク内

セキュリティ確保（スイッチ内 IDS ）について研究進行中
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おわりに

(1) 問題意識

(2) 構造化 P2P

(3) 構造化 P2P を用いた分散型 ICN →検証中

(4) ノード/ ルータの移動への対応 →準備中

(5) In-Network Computing への展開 → 構想中
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