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measuring response delays, transmissions and load eﬀects. At last, PeerPool
shows its own availability by comparison with related studies.
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1. は じ め に
プレゼンテーションが始まると自動的に照明が消え，発表者の移動に合わせて一番近くの
ディスプレイに原稿の表示を移動するなど，オフィスや部屋に配置された多くの機器の連携
で，ユーザに利便性を提供する環境（以下，スマート環境）が普及しつつある．近年では

Bonjour 1) や DLNA 2) によってネットワークへ接続すると自動的に機器間の連携を開始す
部屋などに配置した多数の機器の連携で利用者にサービスを提供する “スマート環
境” が実現されつつあり，共同プロジェクトを行う複数の組織間でスマート環境の連携
を構築するなどの試みも行われている．スマート環境は多くの場合に NAT やファイ
アウォールで隔離されたネットワークに構築されるため，その間の接続性を得る必要
があるが，組み込み機器や専用ソフトウェアを多用するスマート環境では，ネットワー
クやノードに変更を加えることが難しい．そこで我々は DNS クエリをインタフェー
スとして IP レイヤの接続性を動的に構成する「PeerPool」を研究している．DNS ク
エリは組み込み機器などからも送信できるため，スマート環境においても制御が容易
である．また，通常の接続処理中に透過的に接続性を構築することを可能とした．本
稿では PeerPool の要件と設計・現在の実装について述べ，測定した応答と通信の遅
延と負荷の影響の考察結果から実現性を示し，その特性・接続性を関連研究と比較し
有用性を示した．

る組み込み機器の利用なども進んでおり，スマート環境を構築する専用ミドルウェアも広く
研究されている3) ．また，多くの場合において，スマート環境が内包する各種センサやアク
チュエータなどは室内温度を表示するサービスやライト制御サービスとして抽象化されてお
り，他の機器やミドルウェアとの連動でスマート環境を構成している．
一定の信頼の置けるスマート環境どうしの連携も試みられており，自宅と大学の照明サー
ビスや音響サービスを協調動作させた遠隔講義，共同プロジェクトを行う複数の組織間で
選択的に公開した機器やサービスを連動させた作業の効率化や資源共有および遠隔会議な
どの実現が考えられる．これらの連携は，スマート環境を構成するミドルウェアが提供する
ネットワークサービスや各種デバイスを抽象化したネットワークサービスが，異なるスマー
ト環境間で連携することによって実現される．

PeerPool: DNS Query-based Networking
for Inter-Smart Environment Communication

しかし，スマート環境は安全性の面から NAT やファイアウォールにより隔離され，利用
機器が多いことから IPv4 ではプライベートアドレスを用いて構築されることが多い．また，
スマート環境を構成するソフトウェアや機器の多くは専用のものであり，拡張を想定して
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Towards cooperation among smart environments, it is necessary to make connections between nodes which are on separated networks. Furthermore, we have
to make these connections that are controllable by devices and software that
can not be updates. In order to solve this issue, we have developed “PeerPool”
which enables node-to-network connectivity with easy dynamic conﬁguration
and management, using the DNS query interface. Users can deploy PeerPool
with putting only one special node on their network and conﬁguring of DNS
query destination. In this paper, we describe the requirements, design and the
current implementation of PeerPool. After that, we discuss its operability by
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いない．さらに，モバイルノードの参加・脱退や，コンテキストに応じた接続先の切替え
（例：発表者の移動に合わせて現行表示画面を切り替える）などが発生するため，事前にす
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べての接続先を設定しておくことが難しく，動的な接続性の確保が必要となる．そのため，

PoolGW の所属するネットワーク内の仮想ノードとの通信に見せかけるとともに，制御命

既存技術ではスマート環境に新たにネットワーク間の接続機能を導入する場合に次のような

令である DNS クエリを DNS サーバ側から PoolGW へ転送する運用を行うことで，組み込

問題が発生する．

み機器や専用ソフトウェアの通信経路やネットワーク設定を変更することなく利用できる．

現在，NAT やファイアウォールを超えたネットワーク間の接続ではポートフォワーディ

本稿では 2 章で PeerPool の設計，3 章では実装，4 章で評価を述べ，最後にまとめと今

ングや Virtual Private Network（VPN）が一般的に用いられる．しかし，ポートフォワー

後について述べた．なお，本稿では，特に明記しない限り，アドレスおよびネットワークは

ディングでは，ソフトウェアが想定しているポート番号の重複などが発生し，これらを変

IPv4 のものを，NAT は NAPT（IP マスカレード）を含む広義の NAT を意味することと

更できないソフトウェアや機器の利用は難しい．一方，VPN を用いて異なるアドレス空間

し，DNS クエリは A レコードのクエリ，PeerPool への要求は DNS クエリによって行われ

のネットワークどうしを接続する場合は VPN の出口で NAT を用いたノード単位の接続が

るものとする．また，あるノードから見た仮想的ではないノードが，ローカルネットワーク

一般的であり，ポート番号の重複による制限はない．しかし，NAT ルールの変更は適宜手

にある場合に『ローカルノード』，リモートネットワークにある場合に『リモートノード』

動で行う必要があるため，新たにスマート環境に参加したモバイルノード上のサービスへ

と呼ぶ．

接続したり，コンテキストに応じて連携先サービスを変更したりといった，動的に構成され
るスマート環境間の連携で用いることは困難である．また，NAT の制御画面へウェブクラ

2. PeerPool の設計

イアントやターミナルなどでアクセスする必要があり，スマート環境が組み込み機器だけ

図 1 に PeerPool の構成例を示す．PeerPool は，各ネットワークに設置した Pool Gateway

で構成され，対応するクライアントがない場合などは利用できない．このほかに，小型の

（以下，PoolGW ）間でオーバレイネットワークを構築し，DNS クエリを用いた要求に従っ

VPN デバイスをスイッチと機器の間に挟むことでデバイス別に接続を制御する製品4) や，
5)

UPnP で NAT を動的に制御する手法 ，STUN

6)

や TURN

7)

て各ネットワークのノード間の接続性を制御するシステムである．DNS クエリの送信はネッ

などの直接 NAT やファイ

トワークを利用するデバイスやソフトウェアで基本的にサポートされているため，TV 会議

アウォールを越えて通信する手法が存在する．しかし，小型の中間デバイスを用いる場合は

システムや IP 電話の接続先指定欄をインタフェースとして利用することができる．そのた

ネットワークの物理構成に大きな変更を加える必要があり，残りの手法も UPnP への対応

め，PeerPool は Web ブラウザなどのリッチクライアントが存在しない環境でも利用できる．

や “リモートネットワークのノードの利用する IP アドレスとポート宛てに，通信を受け取

各ネットワークは，2.2 節で述べる DNS クエリ型インタフェースを用いて，アクセスを

りたいノードから事前に通信を行う特殊な手順” などへの対応が必要となり，拡張を想定し

許可するノードを PeerPool に公開ノードとして登録する．公開ノードへの接続は，2.3 節

ていない組み込み機器やソフトウェアでは利用できない．

で述べる仮想ローカルノード化によって，ローカルネットワーク内の空き IP アドレスの割

上記をふまえ，我々は IP レイヤの接続性を DNS クエリをインタフェースとして適時構

当てと ARP の代理応答により，公開ノードに対応する仮想的なローカルノード（以下，仮

成・管理する PeerPool の研究開発を行っている．PeerPool では，ネットワーク内に 1 台

想ローカルノード，図 1 中の A と A’）を作成して，同一ネットワーク内の接続のように行

の制御用ホスト（Pool Gateway ：以下，PoolGW ）を配置し，PoolGW への DNS クエリ

う．これにより，ローカルネットワーク内のデバイスやソフトウェアの通信経路の変更を不

をインタフェースとして接続性を動的に制御する．PoolGW 間はオーバレイネットワーク

要としている．また，個々のノードやソフトウェアの DNS クエリの送信先設定も，2.4 節

で接続され，PoolGW 間の双方向 NAT を用いて異なるネットワークのノード間に接続性

で述べるように DNS クエリの転送経路を PoolGW を中継するように構築することで不要

を確保する．PeerPool では接続性の制御に DNS クエリを用いることで，特別なソフトウェ

となる．

アを不要としており，組み込み機器だけで構築された変更できないスマート環境などにおい

本章では，それぞれについて詳しく述べる．

ても，容易に動的な接続設定が可能である．また，特定仕様のホスト名をソフトウェアの接

2.1 Pool Gateway

続先として指定して，ホスト名解決時に透過的に接続性を確保することで，既存の利用方
法と乖離なく利用できる．そのほかに，PeerPool は他のネットワークのノードとの通信を，
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PoolGW は，各スマート環境を代表するノードであり，2.2 節で述べる DNS クエリ型の
インタフェースを持ち，特定の規則に則った DNS クエリに従って接続性を制御する．
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2.2.1 Pool ノード名の名付け規則
PeerPool ではノードを完全修飾ドメイン名 (FQDN)（以下，Pool ノード名）で特定し，
各クエリで用いる．Pool ノード名は以下の構造を持つ．

• HOST.GROUP
HOST ：ホスト名．数字以外で始まる “.” を含まない任意の文字列．
GROUP：グループ名．“.” を含むことができ，特定の末尾で終わらない任意の文字列（制限は
後述）．

Pool ノード名は単一のオーバレイネットワーク内で一意になるように定義する．そのた
め，PeerPool で予約済みである “.in”，“.out”，“.local ”，“.local.out” 以外で終わるグルー
プ名を定義する．グループ名は自由に運用可能であるが，重複しないように既存のドメイン
名から設定（例：ubi.cs.ritsumei.ac.jp）したり，既存ドメイン名に機能名を付加した
もの（例：projectors.ubi.cs.ritsumei.ac.jp）を用いたりすることが推奨される．

Fig. 1

また，固有のサフィックス “.pool ” を付与したものを完全 Pool ノード名と呼び，次項で

図 1 PeerPool の構成例
An example of PeerPool netwrok.

述べるノードの公開状態確認に用いる．

2.2.2 ノード公開・公開停止クエリ
PoolGW は相互に認証を行い，安全性が確認された後に PoolGW 間のオーバレイネット
ワークを構成する．PoolGW は受け取った他のネットワーク宛てのパケットへ NAT 処理
を行った後，オーバレイネットワーク経由で該当ネットワークの PoolGW へ送信し，ネッ

PeerPool を用いて接続性を得られるようにノードを公開するには，以下の構造を持つ
DNS クエリを PoolGW に送る．
• [IP アドレス .]Pool ノード名.in.pool
IP アドレス ：“.” を “-” に置換した公開対象ノードの IP アドレス．省略した場合はクエリ送

トワーク間の接続性を実現する．

2.2 DNS クエリ型インタフェース

信元の IP アドレスを代わりに用いる

PoolGW は DNS クエリ型インタフェースへ送られた PeerPool 用クエリに従い，ノード
の公開，公開停止，および，公開ノードへの接続性を確保する仮想ローカルノード化（2.3 節
で詳説），接続性を破棄する仮想ローカルノード化の解除（2.3 節で詳説）を行う．

成功の返答：該当ノードの公開を特定する IP アドレス
失敗の返答：NXDOMAIN

たとえば，192-168-0-1. alice. projectors. ubi. cs. ritsumei. ac. jp. in. pool と

本インタフェースは処理が成功した場合は何らかの名前解決結果を返答し，処理が失敗し

いう DNS クエリを用いた場合，IP アドレス 192.168.0.1 のノードを alice. projectors.

た場合はレコードが存在しないことを示す “NXDOMAIN” を返答する．このとき，名前解

ubi. cs. ritsumei. ac. jp という Pool ノード名で公開する．IP アドレス指定部が省略さ

決結果がキャッシュされると制御クエリが発行されないため，結果の有効期限を非常に短く

れた場合は，DNS クエリの送信元 IP を代わりに用いる．

（例：1,000 ms）設定する．

ノードの公開を停止するには，以下の構造を持つ DNS クエリを PoolGW に送る．

以後本節では，各クエリで用いる “ノードを特定する名前の命名規則”，“ノード公開・公
開停止クエリ” について述べる．仮想ローカルノード化クエリ，および，その解除クエリは
次節の “仮想ローカルノード化による公開ノードへのアクセス” で別に述べる．

• Pool ノード名.out.pool
成功の返答：公開時に割り当てられた IP アドレス
失敗の返答：NXDOMAIN

公開クエリが成功した場合，PoolGW は当ノードの公開状態を特定する IP アドレスを返
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答する．公開要求に用いられた Pool ノード名がすでに利用されているなどの理由で失敗す
ると “NXDOMAIN” が返される．
成功時に返される IP アドレスは単一のオーバレイネットワーク内において重複しない．
この IP アドレスは他のネットワークに影響を与えないように，通常は利用されないリンク
ローカルアドレスの 169.254.0.0/16 などを用いる．また，公開処理の成功後に PoolGW 宛
ての DNS クエリを用いて公開ノードの完全 Pool ノード名を解決すると，公開処理の成功
時に返答された IP アドレスが得られ，これは公開が停止されるまで同一の値を返す．これ
によりノードの公開状態の確認が行える．
公開停止クエリが成功した場合，PoolGW は公開時に該当ノードへ割り当てられた IP ア
ドレスを返答し，関連する仮想ローカルノード化（2.3 節で詳説）を解除し，割り当てられ
た IP アドレスなどのリソースを解放する．該当 Pool ノード名が無効であるなどで失敗し
た場合は “NXDOMAIN” を返す．また，公開停止処理後に PoolGW 宛ての DNS クエリ
を用いて完全 Pool ノードの解決結果は “NXDOMAIN” となる．

2.3 仮想ローカルノード化による公開ノードへのアクセス
公開ノード宛の通信は，PoolGW がローカルネットワーク内の空きアドレスを用いて作
成した仮想的なローカルノードに対する通信として行う．これにより，ローカルネットワー
ク内の通信として接続元に認識され，同一スマート環境内の他のローカルノード宛てと同様
に通信を行うことが可能となる．以下，本節では各クエリの要求構造と処理手順について詳
しく述べる．

2.3.1 仮想ローカルノード制御クエリ
公開ノードを仮想ローカルノード化する場合，以下の構造を持つ要求を PoolGW に送る．

図 2 仮想ローカルノード化によるアクセス例
Fig. 2 Access to virtually localized node.

• Pool ノード名.local.pool
成功の返答：仮想ローカルノードに割り振られたローカルネットワーク内の空き IP アドレス

local. pool を指定してアクセスすることで，仮想ローカルノード化を意識することなく，

失敗の返答：NXDOMAIN

通常ノードの利用と同様の手順で扱うことができる．

仮想ローカルノード化を解除する場合，以下の構造を持つ要求を PoolGW に送る．

2.3.2 仮想ローカルノード化処理の詳細

• Pool ノード名.local.out.pool

本項では，仮想ローカルノード化の処理手順を図 2 に示した例を用いて説明する．
ユーザがすでに存在するノードと同じように，alice. projectors. NetB. local. pool

成功の返答：仮想ローカルノードに割り振られていた IP アドレス

に接続（図 2 中の【1】
）を試み，それが仮想ローカルノード化要求として NetA の PoolGW X

失敗の返答：NXDOMAIN

仮想ローカルノード化要求は，成功すると作成された仮想ローカルノードに割り振られた

に送られた場合（図 2 中の【2】），PoolGW X は NetA 内の空きアドレスを選択し，該当

IP アドレスが返答される．そのため，通常の名前解決の代わりに透過的に用いることができ

する公開ノードの仮想ローカルノードを作成する（図 2 中の【3】）．作成された仮想ロー

る．よって，たとえば，通常の URL 記入欄に projector: // alice. projectors. NetB.

カルノードは，対応する公開ノードとの間で ARP の代理応答を行うことで，通常のノー
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ネットワーク内にない場合は，外部向けのゲートウェイなどで，PoolGW 以外からの DNS
クエリを PoolGW に 1 度転送し，PoolGW が PeerPool と無関係なクエリを本来の DNS
サーバへ再送することで同様の効果が得られる．

2.5 PeerPool 利用上の制約
PeerPool では DNS クエリをインタフェースに用いることで，変更が難しい組み込み機
器などからも利用することができる．一方で，その仕様から暗号化や認証などを行うことは
困難である．しかし，多くの場合において，スマート環境は部署内や家庭内などの参加者に
ある程度の信頼性が得られているネットワークに構築され，スマート環境間の連携も既知の
部署間や自宅と出先などのある程度の信頼性が得られている環境間に構築されると考えら
れる．そのため，PeerPool では DNS クエリを用いる利点を優先している．しかし，本研
究で想定しないような信頼のおけない環境間で用いる場合は IPsec 8) や DNSSEC 9) などに
よる通信路の保護や，連携するネットワークサービスが OAuth 1 などの認証機構を備える
ことが必要だと考えられる．
図 3 DNS クエリ送信先を変更不要とする PoolGW の設置
Fig. 3 How to deploy PoolGW without DNS reassign.

また，PeerPool は FQDN を用いて接続性を構築するため，FQDN の伝達ができないネッ
トワーク間では利用できない．しかし，スマート環境間の連携の構築は，一般的に各スマー
ト環境の利用者同士が連絡をとりあうことで開始される．そのため，PeerPool では初期の

ドとして NetA 内のノードに認識される．この仮想ローカルノードに送信されたパケット

連携構築に必要な FQDN は利用者間で直接交換されることを想定している．また，我々も

は対応する PoolGW（図 2 の場合，NetB の PoolGW Y）に転送される．PeerPool は前

PeerPool と併用するものとして，PoolGW を Skype 2 の 1 アカウントとして扱い，ユーザ

述の処理とともに，要求の送信元ノードに一時的な Pool ノード名を割り当て（図 2 中

とのグループチャット経由で PoolGW 間の接続を含めた初期接続性を構築する手法を提案

の【4】），他方のネットワークで仮想ローカルノード化（図 2 中の【5】および【6】）す

している10) ．初期の連携構築後は，スマート環境が標準的に備えているディレクトリサー

る．最後に，双方のノード間で双方向 NAT を設定（図 2 中の【7】）し，UserNotePC へ

ビスを PeerPool を介して相互に利用することによって FQDN が伝達される運用を想定し

alice.projectors.NetB.local.pool へ割り当てられた IP アドレス “192.168.0.201” を

ている．

DNS クエリの返答として返す．これにより，UserNotePC は通常のプロジェクタ利用手順
内で，透過的に通信を確立することができる．このとき，UserNotePC と alice からは図 2
中の【α】【β 】の通信をしているように見え，実際の通信は【γ 】のように行われる（図 2

3. PeerPool の実装
PeerPool は，Ubuntu 8.04 を OS とする PC を開発環境として，Java で実装されてい
る．これ以外でも，(1) iptables 3 が利用でき，(2) ゲートウェイとして動作でき，(3) Java

中の【8】）．

2.4 DNS クエリ送信先を変更不要とする経路設定

6 が利用できる環境であれば動作する．本章ではその実装について述べる．

PeerPool は DNS クエリで接続性の制御を行うため，各ノードの DNS クエリを PoolGW
が受け取れるようにする必要がある．このとき，旧 DNS サーバに送られた DNS クエリを

PoolGW へ転送し，PoolGW からの DNS クエリのみを旧 DNS サーバで受け付ける転送
経路を構築することで，各ノードの変更を不要とできる（図 3）．DNS サーバがローカル
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1 OAuth: http://oauth.net/
2 Skype: http://www.skype.com/
3 Netﬁlter core term - netﬁlter/iptables homepage: http://www.netﬁlter.org/projects/iptables/
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3.1 PoolGW の実装

の結果，PoolGW が自身の担当する Pool ノード名を管理しているだけであり，PoolGW

PoolGW は Java 6 で実装され，各ノードからの要求に従って接続性を制御する．双方

間のデータの共有，他の PoolGW の把握は行っていない．

向 NAT の制御は iptables を用いて行い，PoolGW 間のオーバレイネットワークは Open-

よって，必要に応じて全 PoolGW にブロードキャストで問合せを行い，全 PoolGW か

VPN 1 を用いて L2VPN として構成した．PoolGW 間の認証は OpenVPN の公開鍵認証

らの返答内容を合わせたものを最終的な返答として扱っている．このとき，PoolGW 間の

を用いた．本実装では PoolGW と Pool ノードの識別に 169.254.0.0/16 のネットワークア

処理要求と同様に 4,500 ms のタイムアウト値を用いて，タイムアウトまでに有効な返答が

ドレスを OpenVPN 内で用い，各 PoolGW の識別には 169.254.[1-255].0 の IP アドレス

ない場合は該当レコードが存在しないと判断する．

を，各 PoolGW における Pool ノードの管理に 169.254.N.1-254 の IP アドレスを用いた．
このため，PoolGW の台数，各 PoolGW が接続性を与えられるノード数はともに最大 254
台となる．また，過去に接続性の構築に利用されたが現在は空いているアドレスは，混乱防
止のために基本的に再利用しないが，不足した場合には一定期間（返答する DNS クエリの
キャッシュ時間に依存）の時間以上利用されていないことを確認してから再利用する．

なお，PoolGW 間で行われる名前解決も，変更の反映速度を考慮して，PoolGW はキャッ
シュしない．

3.2 仮想ローカルノードの実装
仮想ローカルノードは PoolGW が ARP の代理応答を行うことで，該当するアドレス宛
のパケットを受け取る．なお，仮想ローカルノードのアドレスは PoolGW の管理者が事前

3.1.1 PoolGW 間の連携

に指定した範囲のローカルアドレスから選択される．このとき，重複が発生せず，将来にわ

PoolGW 間の連携は，ノードからの要求を適切な PoolGW に転送することで行われる．

たり占有できるアドレスが指定されていることが望ましい．

たとえば，alice. projectors. NetB. local. pool に対する処理が要求された場合，該

本実装では，指定されたアドレス範囲に定期的に ARP を送ることで未使用アドレスを確

当 Pool ノード名を管理する PoolGW へ，上記の要求がそのまま転送される．その後，各

認しており，割当て後も重複を確認している．もし仮想ローカルノード作成後に重複する

PoolGW が必要な処理を行って仮想ローカルノード化が実現される．他の要求も同様に処

アドレスを持つノードが出現した場合は，別の未使用アドレスへと変更し，関連する NAT

理される．

ルールと DNS レコードを変更する緊急対処を行う．

この通信は，OpenVPN 内のパケット落ちを想定し，900 ms ごとに 5 回試行され，合計

なお，PoolGW は自身の管理する公開ノードに対応するローカルノードの存在を，ARP

4,500 ms のタイムアウトで処理が失敗したものと判断する．タイムアウト後に成功してい

で定期的に確認しており，存在しなくなった場合には対応する公開ノード，および，仮想

ても，一方の処理だけでは接続性は確保されず，また，同一の処理が再度要求された場合に

ローカルノードの設定を解除し，アドレスなどのリソースを解放する．同様に，仮想ローカ

は処理済みの構成が再利用され，その返答も 1 回目に成功した場合と同じものが返されるた

ルノードに対応する公開ノードについても定期的に確認を行い，存在が確認できない場合は

め問題は発生しない．タイムアウト値の 4,500 ms は GNU C Library の gethostbyname 関

対応する仮想ローカルノードの設定を解除し，アドレスなどのリソースを解放する．

数のタイムアウト値である 5,000 ms 以内，Windows 2000 以後の標準タイムアウト値の最
長値である 8,000 ms 以内2 の値であり，多くの実装で問題なく利用可能な値となっている．
なお，PoolGW は PoolGW 間で行われるクエリの結果をキャッシュしない．

4. 評

価

本章では現実装の PeerPool の動作・処理時間を示し，実利用に十分な値かどうかを評価

3.1.2 PoolGW 間の Pool ノード名の管理

する．また，PoolGW へ負荷がかかった状態での動作について検証した後，関連研究と操作

PeerPool をモバイル PC などで用いた場合の突発的な切断への対応や，PoolGW 数が増

性と接続性を考察した結果について述べる．なお，本稿では 1 Mbps の定義を 106 bps，標

えた場合の管理コストの増加を考慮し，PoolGW 間の結合を粗になるように実装した．そ
1 OpenVPN project: http://openvpn.net/
2 Appendix C: Windows Sockets and DNS Registry Parameters: http://technet.microsoft.com/
library/cc781532.aspx
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準偏差は不偏分散と n-1 法を用いたものとする．

4.1 実装の性能評価
4.1.1 測 定 環 境
測定環境を図 4 に示す．各ネットワークは 100BASE-TX で構成し，PoolGW A-B 間の
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表 1 PeerPool 用クエリ処理時間
Table 1 Processing times of PeerPool queries.

in
平均
標準偏差

成功

失敗：重複

4,806.22
15.01

63.61
5.93

out
失敗：無
123.72
63.86
17.25
6.11
成功

成功

local
成功済み

失敗：無

163.53
19.10

92.17
17.80

4,745.24
15.50

local.out
成功
失敗：無
119.88
14.33

63.68
5.21

完全 Pool ノード名
成功
失敗：無

63.50
5.79

4,748.41
15.05

（単位 ms，試行回数 100 回，利用コマンド：dig，“失敗：無” は指定した Pool ノード名が存在しなかったことを示す）

表 2 評価環境の RTT
Table 2 RTTs of the evaluation environment.

Node A-PoolGW A
Node B-PoolGW B
PoolGW A-B（OpenVPN 経由）

平均
0.36
0.41
2.68

標準偏差

0.02
0.02
0.21

（単位 ms，試行回数 100 回，利用コマンド：ping）

た，完全 Pool ノード名の問合せ失敗，in の成功，local の失敗の結果は，PoolGW 間で該
当 Pool ノード名が存在しないことを確認するための実装タイムアウト値 4,500 ms を含む．
そのため，タイムアウト値を除いた実質的な経過時間は 300 ms 程度となる．
結果のすべての値は，多くのソフトウェアが利用している GNU C Library の gethost-

byname 関数の実装タイムアウト値である 5,000 ms，Windows 2000 以後の標準タイムア
ウト値の最長値である 8,000 ms 以内に収まっている．また，標準偏差もタイムアウト値と
比較して小さく安定している．

図 4 測定環境
Fig. 4 Our evaluation environment.

また，より短い時間内に収める場合には，4,500 ms としたタイムアウト値を短くすること
で対応できる．たとえば，表 1 の結果から，タイムアウト値を 1,500 ms にすることで最長

オーバレイネットワークは OpenVPN の L2VPN（UDP 通信，暗号化あり，圧縮あり）と

の in 成功処理であっても約 1,800 ms に収まると考えられる．また，現在は PoolGW 間の

して構成した．

管理コストの増加を想定して PoolGW 間を粗結合としているが，Distributed Hash Table

4.1.2 クエリ処理時間の既存 DNS 問合せ実装への影響

などの構造化されたデータ管理を導入することで，応答性能の向上が見込まれる．

PeerPool は，DNS クエリによる要求に対し，接続性の操作を行ったうえで応答を返す．
このインタフェースは既存の DNS 問合せ実装で用いられることを想定しており，接続性の
操作を行った場合でも一般的な実装上でタイムアウトしないことが求められる．
各問合せを dig で行い，dig の出力終了までを 100 回計測した結果を表 1 に示す．表 1
の結果は RTT を含んでおり，実験に用いたサーバ間の RTT は表 2 のとおりであった．ま

情報処理学会論文誌

コンピューティングシステム

Vol. 2

No. 4

37–47 (Dec. 2009)

4.1.3 仮想ローカルノード化処理時間の透過的利用に対する影響
PeerPool では，仮想ローカルノード化命令（Pool ノード名.local.pool）を接続先へ指定
することで，通常の利用方法の中で透過的に対象ノードへの接続性を確保することを想定し
ている．そのため，仮想ローカルノード化処理が通常の利用方法に影響を与えないことが求
められる．
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表 3 SSH 接続における仮想ローカルノード化利用時の TCP スリーウェイハンドシェイク処理時間
Table 3 Processing times of TCP 3-way handshake in the SSH connections to the virtual local
node.

平均
標準偏差

ssh
34.06
8.73

ssh + local 化
118.93
22.24

ssh（local 化済み）
72.47
12.50

（単位 ms，利用コマンド：ssh）

表 3 に “静的に設定した NAT 経由で SSH 接続を行った場合”，“仮想ローカルノード化
を行いつつ SSH 接続を行った場合”，“仮想ローカルノード化処理済みのノードへ SSH 接
続した場合” の TCP 接続のスリーウェイハンドシェイクが終了するまでにかかった時間を
示す．接続は Node A から Node B へそれぞれ 100 回行った．
表 3 から，仮想ローカルノード化を用いた場合には，通常の接続時と比べて平均処理時間

図 5 高トラフィック時の応答性：1,400 bytes/パケット
Fig. 5 The responsiveness with high traﬃc: 1,400 bytes/packet.

が 84.87 ms 増加していることが分かる．また，仮想ローカルノード化済みのノードを利用
する場合も仮想ローカルノードのチェックなどから 38.41 ms の増加が認められる．しかし

功率以外は標準値と誤差範囲として標準偏差の 2 倍値を示した．トラフィックは PoolGW 間

増加値は，多くのソフトウェアが利用している GNU C Library の gethostbyname 関数の

の OpenVPN 経由で，TrafGen A から TrafGen B に向けて hping3 3 を用いて UDP パケッ

実装タイムアウト値である 5,000 ms，Windows 2000 以後の標準タイムアウト値の最小値

トで発生させた．トラフィックの制御には -i uXX オプション（XX マイクロ秒ごとにパケッ

である 1,000 ms 以内に収まっており，問題なく透過的に利用できる．また，実験時の SSH

トを送信）で行ったが，理論値どおりのトラフィックが発生しなかったため，PoolGW A の

接続もすべて正常に成功し，その後の動作にも問題は発生しなかった．

OpenVPN 回線向けの NIC でトラフィックの実測値を計測した．問合せは，必ず PoolGW

なお，表 3 の処理時間が表 1 の仮想ローカルノード化のものより短いのは，表 1 が dig
コマンドの出力の終了までを計測しているためだと考えられる．

A-B 間の通信が発生するように，Node A から PoolGW B に登録されている完全 Pool ノー
ド名を問い合わせた．

4.1.4 トラフィックの接続性操作への影響

図 6 から，hping の送信間隔に 50 us. を指定したところから成功率に変化はないが平均所要

PoolGW には連携で用いる通信が集中するため，TV 会議システムなどを連携に用いたた

時間が増加し，40 us. からは成功率が 0 となり平均所要時間もタイムアウト値の 4,500 ms 付

めに PoolGW 間に高トラフィックが発生した場合などに，接続性の操作に障害が発生する

近に収束している．これらの原因は，PoolGW A における処理が増加し，OpenVPN 内のパ

可能性がある．そこで “MTU に近い大きさのパケット（1,400 bytes）による限界トラフィッ

ケット落ちが 50 us. の時点で頻発するようになったためである．40 us. の時点では PoolGW

ク” と “小型のパケット（500 bytes）を用いてパケット総数を増加させたトラフィック” の

間の通信がプロトコルにかかわらず，ほぼ行えなくなった．これは，大量のパケットが到達

2 つを発生させて制御クエリの成功率と処理時間について計測を行った．実験の結果を図 5

したため，OpenVPN の暗号化や圧縮の処理が追いつかなくなったためと考えられる．な

と図 6 にそれぞれ示す．なお，実験前に OpenVPN 経由で TrafGen A-B 間の帯域幅を信

お，実験中に Node A-PoolGW A 間のパケット落ちは発生しなかった．一方で，図 6 と

頼度 99%で実測1 した結果，TCP は 67.28 Mbps，UDP は 93.38 Mbps であった．

図 5 の比較より，トラフィックの過多は性能に影響を与えないことが分かった．

グラフでは成功率と所要時間以外の値は 3 秒ごとに記録した値の平均値を用いており，成
1 30 秒を 10 回計測，利用コマンド：netperf 2 -l 300 -I 99,10 -t (TCP|UDP) STREAM
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2 Netperf Oﬃcial: http://www.netperf.org/netperf/
3 hping Oﬃcial: http://www.hping.org/
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に宛先ノードの識別子を含むことで NATS ルータ背後のノードを宛先として指定できる．
また，NATS ルータの DNS クエリフック機能を持ち，ノードに付加した名称と対応する
仮想アドレスを用いることで，NATS 未対応のノードも NATS を利用できる．

NATS は本研究とは異なり，集合住宅型光回線などでルータの交換ができない場合は利
用できない．一方，PeerPool は PoolGW を既存の DNS サーバへのプロキシとして同一
ネットワーク内に設置するだけで利用できる．また，NATS は操作クエリに DNS クエリ
を用いていないため，組み込み機器などからの操作や動的なノード公開などが行えない．

(3) Teleshare Teleshare 13) は，VPN 拡張型の技術であり，ローカルネットワークのノー
ドに対する一時的なアクセスを，一般的なユーザが，異なるネットワークのユーザに許
可することを容易とする．操作端末がゲートウェイとなり，通話と同期してノード間の
図 6 高トラフィック時の応答性：500 bytes/パケット
Fig. 6 The responsiveness with high traﬃc: 500 bytes/packet.

レイヤ 3 の接続性を提供し，一般ユーザに理解しやすいアクセス制御を実現している．

Teleshare の提供する接続性は本研究の仮想ローカルノード化と共通点が見られ，ローカ
ルネットワークのアドレスを利用したアドレス変換によってリモートノードとの通信を実

4.2 関連研究・技術と比較した有用性

現している．

本節では PeerPool と同様にスマート環境間の接続性を提供する関連研究・技術との特徴

一方で，通話と接続性が連動するため，セキュリティと引き替えに用途が制限される．ま

比較を行い，本研究の有用性を評価する．なお，NAT と VPN を組み合わせた静的なトン

た，Teleshare では通話による接続性の確保と接続先ノードのアドレス指定が別々に必要

ネリングや，小型の中継デバイスを機器ごとに配置するような技術とは，動的制御性能や設

であるが，本研究では接続先ノードへ仮想ローカルノード化命令を指定することで，透過

置コストの観点から差異が明らかであるため，本節での比較を割愛している．

的に接続性を確保するため，通常の利用時との乖離が少ない．

(1) UPnP NAT Traversal UPnP NAT Traversal は，NAT 制御型の技術であり，NAT

(4) RNSplicer RNSplicer は，アプリケーションゲートウェイ型の技術であり，Tunnel-

の静的ポートフォワーディングを UPnP を利用して自動設定する技術である5) ．対応し

ing with Service Discovery 14) という，複数ネットワーク間のサービス連携手法の実装であ

た NAT は Internet Gateway Device（IGD）と呼ばれる．すでに一部の市販 NAT ルー

る．これは特定のプロトコルに対する接続性を提供し，RNSplicer は Bonjour（Multicast

タが対応しており，linux-igd 11) などのソフトウェア実装も存在する．

DNS）を対象としている．

この技術はノードが適時 IGD を制御して接続性を得る点に，本研究との共通点が見られ

この技術はアプリケーションゲートウェイであるため，プロトコル中でも様々な変換を

る．しかし，接続性が NAT のポートフォワーディングと同一であるため，既存のクライ

行っている点に本研究との差異がある．本研究はプロトコル中に埋め込まれた IP アドレ

アントソフトが想定しているポート番号が利用できない場合がある．また，集合住宅型

スの置換などには対応していないが，特定のプロトコルのみに限定されないアドレス変換

光回線などでルータの交換ができない場合は利用できない．一方，PeerPool は PoolGW

による IP レイヤの接続性を提供している．

を既存の DNS サーバへのプロキシとして同一ネットワーク内に設置するだけで利用でき

(5) DNS Proxy Server co-operating with IPv4/IPv6 translator

Takeuchi

る．そのほかに，UPnP NAT Traversal では末端ノードが UPnP に対応する必要がある

ら15) は IPv4/IPv6 トランスレータと連動する DNS サーバを開発している．Takeuchi

ため，変更を想定していない組み込み機器などから利用できない．

らの DNS Proxy は，PeerPool と同様に DNS 問合せをフックし，DNS Proxy が問合せ

(2) NATS NATS

12)

は，NAT 拡張型の技術であり，既存の NAT を NATS 対応のホス

を代行して得た本来の IP アドレスに対して，トランスレータで仮想 IP アドレスを用い

ト（NATS ルータ）に置換することで利用できる．IP パケットのヘッダ/ペイロード中

た接続性の構築を行う．また，IPv4-IPv6 間だけでなく，IPv4-IPv4 のネットワーク間の
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表 4 関連研究・技術の比較結果
Table 4 Qualitative comparison with related work.

PeerPool
(1) UPnP NAT Traversal
(2) NATS
(3) Teleshare
(4) RNSplicer
(5) DNS Proxy Server co-operating
with IPv4/IPv6 translator

(I)
○
○
×
○
×
×

(II)
○
×
○
×
△ 1)
○

(III)
○
×
○
○
△ 1)
○

5. まとめと今後の課題
(IV)
○
×
×
○
○
○

(V)
○
△
○
×
×
○

1) 対応プロトコルに依存するため△

(I) 動的なノード公開
(II) 簡単な接続手順
(III) 拡張できないノードやソフトウェアからの利用
(IV) ルータが変更できない場合の利用
(V) 利用用途の多様性

本稿では，更新が難しい組み込み機器や専用ソフトウェアが用いられるスマート環境におい
ても，DNS クエリインタフェースを用いて動的に IP レイヤの接続性を構築できる PeerPool
について，要件と設計，実装を述べた．評価として，各処理の必要時間が既存の DNS 問合
せ実装で問題なく利用できること，高トラフィックが発生している場合でも MTU に近い
パケットサイズを用いる通常の利用時には十分な応答性能を有することを示した．最後に

PeerPool と同様にスマート環境間に接続性を提供する関連研究・技術と比較を行い，これ
らと同等の接続性を持ち，更新が難しい組み込み機器や専用ソフトウェアが用いられるス
マート環境においても，より高い操作性を保持していることを示した．
今後は，複数のオーバレイネットワークを構築した場合の動作や，マルチキャストやブ
ロードキャストを用いるスマート環境への対応について，連携シナリオを深く検討しつつ有
効な設計を検討していく．
謝辞 本研究は総務省戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）「異種スマート環境

接続性も構築できる．
一方，PeerPool では，DNS クエリによる公開・非公開の制御も可能としており，組み込

間をセキュアに動的接続・構成する基盤技術」の支援を受けて実施された．本研究において

み機器だけで構築されたスマート環境などでも操作できる．

多くの意見と助言を頂戴した名古屋大学河口信夫教授およびユビキタスコミュニケーション

以上のまとめを表 4 に示す．本研究は (1) UPnP NAT Traversal や (2) NATS と異なり

研究グループのメンバ，株式会社内田洋行の田中宏一氏および藤原茂雄氏，立命館大学のユ

ルータの交換や変更が不要であるため，集合住宅型光回線などでルータの交換ができない場
合でも利用できる．また，DNS クエリ型インタフェースにより，変更できないソフトウェ
アや組み込み機器から動的な公開制御を行うこともできる．また，(3) Teleshare に比べて
適用範囲が広く，また接続性能構築を通常の利用手順内で透過的に処理するため，既存の利
用方法との乖離が少ない．一方で，(4) RNSplicer などのアプリケーションゲートウェイ型
とは異なり，プロトコル中に IP アドレスやホスト名が含まれている通信や，ブロードキャ
スト/マルチキャストには対応していないが，これは他のレイヤ 3・4 を対象とした接続技
術でも同様である．(5) Takeuchi らの DNS Proxy は PeerPool と同様に，DNS クエリに
従って接続性を構築するが，組み込み機器などからの動的な公開制御に対応していない．
以上から，PeerPool は関連研究・技術と同等の接続性を確保しており，レイヤ 3 の接続
性から多様な用途で利用できるといえる．加えて，DNS クエリインタフェースを用いて動
的な接続性の制御ができるため，更新が難しい組み込み機器や専用ソフトウェアが用いられ
るスマート環境においても，より高い操作性を保持しているといえる．

情報処理学会論文誌

コンピューティングシステム

Vol. 2

No. 4

37–47 (Dec. 2009)

ビキタス環境研究室のメンバに謹んで感謝の意を表する．

参

考

文

献

1) Apple Inc.: Bonjour (online). 入手先 http://www.apple.com/support/bonjour/
（参照：2009-11-18）
2) Digital Living Network Aliance: DLNA (online). 入手先 http://www.dlna.org/（参
照：2009-11-18）
3) Endres, C., Butz, A. and MacWilliams, A.: A survey of software infrastructures
and frameworks for ubiquitous computing, Mob. Inf. Syst., Vol.1, No.1, pp.41–80
(2005).
4) アライドテレシス株式会社：コレガ VPN ゲートウェイシステム．入手先
http://corega.jp/prod/vpn-sp/index.htm（参照：2009-11-18）
5) Microsoft Corporation：Windows XP の NAT Traversal とユニバーサル プラグア
ンド プレイによる最適化 (online)．入手先 http://technet.microsoft.com/library/
bb457077.aspx（参照：2009-11-18）
6) Rosenberg, J., Weinberger, J., Huitema, C. and Mahy, R.: STUN—Simple Traver-

c 2009 Information Processing Society of Japan


47

PeerPool：DNS クエリを操作に用いた分散スマート環境間接続技術

sal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators
(NATs), RFC3489 (2003).
7) Rosenberg, J., et al.: Traversal Using Relay NAT (TURN), draft-rosenbergmidcom-turn-05 (work in progress) (2004).
8) Doraswamy, N. and Harkins, D.: IPSec: the new security standard for the Internet,
intranets, and virtual private networks, Prentice Hall PTR Upper Saddle River, NJ,
USA (1999).
9) Ateniese, G. and Mangard, S.: A new approach to DNS security (DNSSEC), Proc.
8th ACM conference on Computer and Communications Security, pp.86–95 (2001).
10) 榎堀 優，中野悦史，藤原茂雄，田中宏一，岩崎陽平，河口信夫，西尾信彦：サービ
スアクセスに連動したトンネルネットワークの自動構築，マルチメディア，分散，協調
とモバイル（DICOMO2008）シンポジウム論文集，pp.177–184 (2008).
11) Blueman, J.D., Wirt, E. and Dime, K.: Linux UPnP Internet Gateway Device
(online). 入手先 http://linux-igd.sourceforge.net/（参照：2009-11-18）
12) Kondo, K.: Capsulated Network Address Translation with Sub-Address (CNATS), Internet Draft, draft-kuniaki-capsulated-NATS-05 (2003).
13) 鯉江尚央，猿渡俊介，水野浩太郎，森川博之，青山友紀：Teleshare: 通話をメタファ
に用いたアクセス制御の設計と実装，電子情報通信学会技術研究報告，情報ネットワー
ク，Vol.104, No.692, pp.73–78 (2005).
14) Mizukami, T. and Cho, K.: Tunneling with service discovery: A remote access
model and implementation, Consumer Communications and Networking Conference, 2006 3rd IEEE, Vol.1 (2006).
15) Takeuchi, K., Takeda, Y., Inouchi, H. and Tachikawa, A.: Development of DNS
Proxy Server co-operating with IPv4/IPv6 Translators, IEICE Technical Report,
Vol.102, No.691, pp.97–100 (2003).

中野 悦史

1983 年生．2006 年立命館大学理工学部情報学科卒業，2008 年同大学
院理工学研究科情報理工学専攻修士課程修了．修士（工学）．2008 年より，
日本ヒューレット・パッカード株式会社に勤務．現在，同テクノロジーサー
ビス統括本部所属．

新井 イスマイル（正会員）

2002 年明石工業高等専門学校専攻科機械・電子システム工学専攻卒業．
2004 年奈良先端科学技術大学院大学博士前期課程修了．2008 年同大学博
士後期課程修了．博士（工学）．コンテクストアウェアな情報推薦，セン
サフュージョン等ユビキタスコンピューティングの研究開発に従事．電子
情報通信学会，IEEE 各会員．
西尾 信彦（正会員）

1962 年生．1986 年東京大学工学部計数工学科数理工学コース卒業，1988
年同大学院理学系研究科情報科学専攻修士課程修了．同博士課程単位取得
退学後，1992 年より（有）アクセス研究開発室，1993 年より慶應義塾大学
環境情報学部および政策・メディア研究科に勤務．博士（政策・メディア）．

2000〜2004 年 JST さきがけ研究 21「協調と制御」領域研究者．2007〜
2008 年 Google Inc. Visiting Scientist．2003 年より立命館大学に勤務．現在，情報理工学

榎堀

(平成 21 年 5 月 11 日受付)

部教授．自律分散協調システム，ユビキタスコンピューティングとセンシングネットワーク

(平成 21 年 10 月 2 日採録)

の研究開発に従事．1994 年，山下記念研究賞．ACM，IEEE 各会員．

優（学生会員）

1983 年生．2005 年立命館大学理工学部情報学科卒業．2007 年同大学
院理工学研究科博士前期課程修了．修士（工学）．現在，同大学院博士課
程後期課程に在籍．

情報処理学会論文誌

コンピューティングシステム

Vol. 2

No. 4

37–47 (Dec. 2009)

c 2009 Information Processing Society of Japan


