ELA: 分散型 VPN の設計と実装
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概要

とにセキュリティの設定をユーザが行う必要があり、
この設定は手間がかかることが多い。

近年、公衆通信網上に仮想の専用通信経路を構築
可能な VPN (Virtual Private Network) が注目され
ている。VPN は通信経路としてインターネットなど
の公衆通信網を利用するため、専用回線などと比べ
てコストが低く、専用回線に匹敵するセキュリティ
の高さを持つ。そのため LAN に対して遠隔地から
接続するという本来の目的だけでなく、ノード同士
がインターネットを介した通信時の通信基盤として
VPN を利用することも有用である。しかしノードが
多数存在する場合、従来の VPN 機構では即興的な
VPN は構築不可能である。
そこで本論文では、異種ネットワークセグメントに
属するノード同士によって自律的に構築された P2P
(Peer-to-Peer) ネットワーク上で VPN を実現し、即
興的に仮想的な LAN を実現する ELA (Everywhere
Local Area network) を提案する。ELA を用いる
ことによって多数のユーザノードの通信基盤として
VPN を即興的に構築でき、ユーザ間のセキュアな通
信を実現する。

ユーザ間のセキュアな通信を透過的に実現する手法
として VPN が挙げられる。VPN を用いると、ユー
ザ間通信の傍受や改竄などのリスクを大幅に抑える
ことができる。しかし従来の VPN 機構では、多数
の VPN が存在する場合は設定が面倒だったり、高
性能かつ高信頼の端末を常時設置する必要があった
りなど、多数のユーザ間に VPN を形成することが
困難である。

1

はじめに

近年、常時広域接続サービスの普及によりインター
ネット利用人口は増加している。一般的なユーザのイ
ンターネットの主な利用目的の一つとして他のユー
ザとのコミュニケーションが挙げられる。現在は電
子メールや WWW における掲示板システムが主流
であるが、近年の端末の高性能化およびネットワー
クの広帯域化により IM (Instant Messenger) やビデ
オチャットなどのアプリケーションが登場した。こ
れらはユーザのノード同士が直接通信することによ
りリアルタイムなコミュニケーションを実現できる。
しかし、インターネットを介した通信にはセキュ
リティリスクが存在する。例えば途中経路における
通信の傍受により、パスワードなどの重要な情報が
悪意ある人物に取得されることが例として挙げられ
る。コミュニケーションなどのサービスにおいてセ
キュリティは重要である。しかし、セキュリティリ
スクを回避するには、コミュニケーションツールご

そこで、本論文ではインターネットにおけるセキュ
リティと手間の削減を両立する通信基盤の構築を目
的とする ELA (Everywhere Local Area network) を
提案する。ELA はユーザ間のセキュアな通信基盤と
して、VPN の構築を行う。VPN の即興的な構築の
ために、ノードが多数存在する場合でも VPN を自
動形成することにより、ユーザは意識せず VPN に
よる通信が可能となる。また、ELA は単一ノードの
故障により VPN 全体が利用不可にならないよう、規
模性および耐故障性について考慮する。本論文では
ELA の設計、実装および評価を行う。
本論文は次のように構成される。本章である第 1
章では本研究の動機および目的について述べた。第 2
章では背景として VPN を概説した後、従来の VPN
機構では多数のユーザ間で即興的に VPN を構築で
きないことを指摘する。そしてその解決策を提案し、
関連研究について述べる。第 3 章では ELA の設計
について述べ、第 4 章で実装手法を述べる。第 5 章
においてプロトタイプ実装した ELA の評価を行い、
オーバヘッドを計測する。第 6 章で本論文をまとめ、
今後の課題について展望する。

2

背景

本章では本研究の背景を述べる。まず本研究の目
的の通信基盤として構築する VPN について概説す
る。次にその VPN を構築する機構を分類し、その
特徴を述べる。最後に VPN を構築する通信プロト
コルの説明を行う。
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2.1

VPN の概要

従来、企業の本社と支社の拠点間で通信する場合
などでは、専用回線などの物理的回線を拠点間に敷
設していた。これらの手法は LAN 間通信にインター
ネットを経由しないため、途中経路における通信の
盗聴や改竄などのセキュリティリスクがなく、プラ
イベート IP アドレス同士の通信も可能である。し
かし、これらの物理的回線を用いた手法は敷設する
コストがかかる。また回線を敷設した場所のみでし
か利用できず、拠点の新設や移設の場合、それに伴
い物理的回線の新設や移設の必要がある。
しかし、インターネットなどの公衆通信網上にお
いて仮想の専用通信経路を構築可能な VPN が登場
した。VPN は拠点間の通信回線としてインターネッ
トを利用するため、通信回線の新規導入する必要が
なくコストが小さい。また、VPN はインターネット
に接続可能な環境であれば利用可能で、拠点の移動
や新設にも柔軟に対応できる。
VPN は 運 用 形 態 で Point-to-Point 型 と
Client/Server 型 に 分 類 で き 、そ れ ぞ れ の 概 要
と長所・短所について簡単に述べる。

• Point-to-Point 型

表 1: トンネリングプロトコルによる分類
プロトコル

VPN 機構

IPSec

L2TP [10]

GRE

PPTP [6]

TCP

SoftEther [4], TinyVPN [11], Emotion
Link [1], OpenVPN [12], VTun [7]

UDP

CIPE [8], OpenVPN [12], VTun [7]

しかし Client 同士の通信を中継する Server が問
題になる場合がある。Client 同士のトラフィッ
クは全て Server を経由するため、Server の帯
域や処理性能が十分でない場合は Server がボト
ルネックになる可能性がある。また Server は単
一故障点であるため、もし Server が不慮の事故
などにより動作しなくなると Client 間は全く通
信できなくなる。このように Client/Server 型
VPN は Server に高性能と信頼性が要求される
ため、Server の導入や維持が必要であるという
欠点が存在する。

拠点間を 1 対 1 で接続する VPN であり、少数
の拠点を接続する場合に利用される。例えば、
企業の本社と一つの支社間を接続するケース、
2.2 トンネリングプロトコル
家庭のホームネットワークへリモートアクセス
するケースなどが想定される。またルーティン
VPN によって拠点間通信を行う場合、VPN は拠
グを行わず処理が高速であることから、拠点間 点間に仮想的なトンネルを形成する。そのトンネル
接続の基幹部分のみに利用されることもある。 を形成するためにトンネリングプロトコルが用いら
しかし、多数の拠点間をフルメッシュ型のトポ れる。VPN 機構の設計方針に応じてトンネリングプ
ロジで接続する場合、拠点数を N とすると構築 ロトコルは異なる。従来の VPN 機構をトンネリン
グプロトコルによって分類した結果を表 1 に示す。
する VPN の数は計算式 1 によって求まる。
表 1 の中で TCP と UDP は他の一般的なネット
ワークアプリケーションで使用される汎用的なトラ
N (N − 1)
(1) ンスポート層のプロトコルである。最近の Windows
X=
2
や Linux などの OS はネットワークアプリケーショ
例えば 100 の拠点同士をフルメッシュ型で接続 ンの使用を前提に開発されており、TCP と UDP の
すると、4950 もの VPN を構築する必要がある。 プロトコルスタックが標準で存在する。そのため転
拠点間接続する場合、VPN をフルメッシュに接 送プロトコルに TCP や UDP を用いる VPN 機構を
続する必要はないが、部分的にメッシュを構築 導入する場合、ユーザがノードやルータに新規のプ
するだけでも多くの VPN を構築する必要があ ロトコルスタックの導入する必要がない。
る。VPN 一つ一つに対して IP アドレスを設定
TCP はコネクション型プロトコルであるため、一
し、ルーティングテーブルに追加する必要があ 度コネクションを構築すれば Firewall や NAT 環境
るため手間が増大する。このため多数の拠点を においてもデータの送受信が可能である。UDP はコ
相互接続する目的には利用しにくい。
ネクションレス型プロトコルであるため、Firewall
や NAT 環境においては UDP データグラムを送信可
• Client/Server 型
能だが受信不可能という場合がある。UDP は簡素な
拠点間を 1 対多で接続する VPN であり、多数の プロトコルであるため処理が高速である。TCP は再
拠点で接続する場合に利用される。例えば、企 送処理や輻輳制御などの処理が多く、また TCP over
業の本社と多数の支社間を接続するケース、企 TCP [9] の問題によって利用可能帯域が減少する。
業の LAN に多数の社員がリモートアクセスす
TCP と UDP のスループットの差を検証するた
るケースなどが想定される。ルーティング処理 め、VPN 機構実装の一つである OpenVPN [12] を
は VPN 機構自身が備えているため、拠点が増 用いてトンネリングプロトコルの違いによるスルー
加して VPN を新設する場合に手動でルーティ プットの違いを検証した。OpenVPN はトンネリン
ング設定を行う必要がない。
グプロトコルに TCP と UDP を明示的に選択して
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図 2: ユーザノード間の通信基盤としての VPN

図 1: OpenVPN によるスループットの測定
利用できる。検証のため図 1(a) のような環境を用
意した。ルータ (CPU: Celeron 433MHz, Memory
192MBytes, OS: Red Hat Linux 9) に NISTNet [3]
を導入し、ルータで任意の割合でパケットを破棄でき
るようにした。ルータに 2 台の PC (CPU: Pentium
M 1.7GHz, Memory 1GByte, OS: Red Hat Linux 9)
を 100Base-TX で接続し、それぞれ異なるネットワー
クセグメントを割り当て、2 台の PC 間で OpenVPN
を用いて VPN を構築した。そして Netperf を利用
して TCP セグメントを発生させ、VPN 経由におけ
る 2 台の PC 間スループットを計測した。
実験結果を図 1(b) に示す。ほとんどのパケット損
失率において、トンネリングプロトコルに UDP を
利用した方がスループットが大きくなった。パケッ
ト損失率が 0%の場合には両者のスループットは大き
く変わらない。しかしルータにおいてパケットを損
失させると TCP の場合はスループットが急激に減
少した。特にパケット損失率が 1, 2%の時はスルー
プットの差が 20Mbps 以上になった。パケット損失
が起きると TCP は再送処理や輻輳制御を行うため、
スループットが減少するものと考えられる。

2.3

問題意識

現在多くの VPN 機構が提案され、一部の VPN 機
構は実際に拠点間接続に利用されている。その目的は
企業や学術機関などの LAN に存在するファイルサー
バやメールサーバなどの既存のネットワークリソー
スを遠隔地から活用することである。しかし VPN
によって構築される通信経路はセキュリティの面に
おいて優れており、その他の目的に利用することも
可能である。そこで VPN によって異種ネットワー
クセグメントに所属するユーザのノード間の通信基
盤として VPN の利用も有用だと考えられる。従来
の VPN のような既存の LAN に存在するネットワー
クリソースの利用が目的ではなく、インターネット
を介したノード同士の直接通信のセキュリティをよ
り強化することが目的である。そのためユーザが他
のユーザと通信したいと思ったときに即興的に VPN
を構築できる必要がある。
しかし現在提案されている VPN 機構はユーザの
ノード間で即興的に VPN を構築するのは困難であ

る。Point-to-Point 型 VPN 機構はユーザのノードを
1 対 1 で接続する。そのためノードが多数の場合は多
くの VPN を構築する必要がある。もし N 台のノー
ドをフルメッシュ型トポロジで VPN 構築する場合、
N (N − 1)/2 の VPN を構築する必要がある。また
VPN セッションごとにルーティングを設定する必要
がある。Client/Server 型 VPN 機構は通信を中継す
るサーバが必要であるため、サーバによる運用およ
び性能の問題が発生する。
そこで本論文では、P2P ネットワークトポロジの
VPN 機構を各ノードが自律的に形成することによ
り VPN を実現する機構である ELA (Everywhere
Local Area network) を提案する。ELA はインター
ネットを介したユーザ間の通信基盤としての利用を
目的とした VPN 機構である。ELA のネットワーク
トポロジは単一ノードに通信が集中しない P2P 型で
あるため、単一ノードの故障により全てのノードが
VPN による通信が不可能にならない。また、その
P2P ネットワークは ELA によって自動形成される。

2.4

関連研究

ノード間通信の VPN を即興的に構築する機構と
して IVGMP (Internet VPN Group Management
Protocol) [2] が挙げられる。ユーザの通信要求に応
じて、VNOC (Virtual Network Operation Center)
に IVGMP を用いて接続先および通信ポリシーを照
会し、拠点間で IPsec による VPN を形成する。こ
の機構はユーザが多数存在する場合でも VPN を自
動形成し、かつ通信が単一ノードに集中しない。し
かし VPN 通信開始時に必ず VNOC への照会が必要
であるため、VNOC が単一故障点となる。
また、本論文では P2P トポロジによるオーバレイ
ネットワーク上に VPN を構築することを目的とし
ているが、オーバレイネットワーク上に VPN を構築
する機構として [4], [11] が挙げられる。[4], [11] はス
イッチングハブの役割をする Server に仮想的な NIC
を持つ Client が接続しすることにより VPN を構築
する。Server を中心としてオーバレイネットワーク
を形成することにより、多数のユーザ間で VPN を
経由した通信が可能である。[4] は SSL、[11] は AES
による通信の暗号化を行い、セキュリティを確保す
る。これらの機構は Client 間の通信に必ず Server を
必要とするため、前節で述べた Server における性能
と運用の問題が発生する。
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• LAN 用アプリケーションの利用
閉塞的なネットワークである LAN での使用を
前提としているアプリケーションがが存在する。
Windows Network や Doom [5] などの一部の
ネットワークゲームは、通信相手のノードの探
索にブロードキャストを用いる。そのためこれ
らのアプリケーションは互いのネットワークセ
グメントが異なると使用できず、インターネッ
トを介した利用は不可能である。NFS (Network
File System) は同一ネットワークセグメントに
所属するノードから利用され、通信経路は盗聴
の危険がなく信頼可能という前提で設計が行わ
れている。そのため通信経路における暗号化な
どが行われず、インターネット経由の利用はセ
キュリティの面から利用できない。

図 3: ELA によって構成される ELA-VPN のイメージ

3

そこで ELA を利用してユーザのノード間で即
興的に VPN を構築し、LAN での利用を目的と
したアプリケーションをインターネット経由で
利用可能にする。

ELA の設計

本章では ELA (Everywhre Local Area network)
について述べる。最初に ELA の概要を述べ、次に
ELA が形成するネットワークを説明する。

3.2
3.1

概要

動作手順

本小節では P2P ネットワーク形成から VPN によ
る通信に至るまでの、ELA の動作手順について説明
する。

本節では ELA (Everywhere Local Area network)
を提案する。ELA は異種ネットワークセグメントに
属するノード同士が P2P ネットワークを形成し、即
興的に仮想的な LAN を構築する。その仮想的な LAN
はノード同士のセキュアな通信基盤として利用可能 3.2.1 ノードの参加準備
で、本論文では ELA-VPN と定義する。ELA-VPN
1. ノードの発見
のイメージを図 3 に示す。TCP および UDP による
まず既に ELA-VPN に参加しているノードを発
通信の送受信可能なノードをコアノードとし、コア
見する。ノードの発見機能は ELA に組み込まれ
ノード以外の NAT や Firewall などによって通信に
ていない。ユーザは WWW やメールなどを利
制限があるノードをエッジノードとする。コアノー
用してすでに
ELA-VPN を構築しているユーザ
ドがメッシュネットワークを形成し、エッジノード
を発見し、インターネットにおけるノードの
IP
がそれらのコアノードに接続するという規則に従い、
アドレスを訊ねる。まだ
ELA-VPN
を構築して
P2P ネットワークトポロジを自動的に形成する。
いるユーザがいなければ自身だけの ELA-VPN
ELA によって構築される VPN は既存のネットワー
を構築し、他のノードから接続される準備を行
クセグメントから独立した仮想的なプライベートネッ
う。2. を飛ばして 3. にいく。
トワークである。他のノードによって ELA-VPN に
おけるプライベート IP アドレスが各ノードに割り
2. ユーザ認証
当てられる。
ELA-VPN にノードが参加する場合、ELA-VPN
ELA の想定シナリオとして以下があげられる。ど
に既に参加しているノードからユーザ認証をう
ちらのシナリオも利用ノードは 30 台までを想定する。
ける。ELA-VPN の参加ノードは参加が認可さ
れたユーザのリストを共有しており、そのリス
• ユーザ間通信の透過的な暗号化
トを用いて認証を行う。
近年はサーバを介さずに、ユーザのノード同士
が直接通信するアプリケーションが増加してい
3. プライベート IP アドレスの割り当て
る。その例として IM (Instant Messenger) やビ
ELA-VPN におけるプライベート IP アドレスを
デオチャット、一部のネットワークゲームなど
割り当てる。新規参加するノードが特定のプラ
が挙げられる。これらのアプリケーションは通
イベート IP アドレスを利用したい場合、ELA信経路の暗号化などを正しく設定しないと、途
VPN の既存のノードと IP アドレスが重複しな
中経路で傍受される危険性がある。
ければその IP アドレスを使用できる。重複が
そこで ELA を利用してユーザのノード間で即
興的に VPN を構築し、各アプリケーションに
よる通信を透過的に暗号化する。
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あった場合、あるいは利用したい IP アドレス
がない場合、利用されていないプライベート IP
アドレスの中からランダムに決定する。
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図 5: コアノード参加時

図 4: ELA の P2P ネットワーク

4. ノードの分類

3.2.3

データ転送

ELA の P2P ネットワークはフルメッシュ型ではな
各ノードはコアノードとエッジノードに分類さ
いため、論理的に直接接続していないノード同士は
れる。コアノードは他のノードから TCP セッ
ションを確立可能で、UDP によるデータグラ 他のノードを経由して通信する。そのため経由ノー
ムの送受信が可能である。エッジノードはコア ドを動的に決定するルーティング処理が必要である。
ルーティング機構によって決定される途中経路は
ノード以外のノードである。
発信元ノードと宛先ノードによって異なる。コアノー
ド同士は UDP を用いて直接通信し (例：3 ⇔ 16)、
コアノードと子のエッジノードは
TCP セッション
3.2.2 P2P ネットワークの形成
を用いて直接通信する (例：16 ⇔ 14)。これら以外の
ELA-VPN の P2P ネットワークの例を図 4 に示 場合は、上記のパターンを組み合わせる。例えばコ
す。ELA-VPN におけるプライベート IP アドレスの アノードと子ではないエッジノードと通信する場合、
ハッシュ値を ID とし、P2P ネットワークでは ID の 他のコアノードを経由して通信する (例：3 ⇔ 16 ⇔
小さい順に時計回りに配置される。P2P ネットワー 14)。エッジノード同士が通信する場合、コアノード
クの論理的に中央の位置にコアノードが配置され、 を経由して通信する (例：27 ⇔ 3 ⇔ 16 ⇔ 14)。
その周りをエッジノードが囲む。
コアノードは他のコアノードか子のエッジノード
コアノード間は UDP で通信を行い、エッジノー に通信内容を転送するので、コアノードは通信内容
ドはコアノードに TCP セッションを確立して通信を の宛先によって転送先のノードを決定する必要があ
行う。各エッジノードが TCP セッションを確立する る。そのため各コアノードは二つのテーブルを保持
相手のコアノードを、そのエッジノードの「親」と する。一つは ELA-VPN に参加する全てのノードに
呼ぶ。反対に各コアノードに TCP セッションを確 関するルーティングテーブルで、key には ELA-VPN
立しているエッジノードを、そのコアノードの「子」 における IP アドレスのハッシュ値、value にはコア
と呼ぶ。例えば ID 30 の親は ID 3 のコアノード、ID ノードの場合はそのコアノードのインターネットに
3 の子は ID 27 と ID 30 のエッジノードとなる。エッ おける IP アドレス、エッジノードの場合は親のコア
ジノードが TCP セッションを確立するコアノード ノードのインターネットにおける IP アドレスが格
は、そのエッジノードの時計回りに ID が一番近い 納される。このテーブルは全コアノードで共有する。
コアノードである。
もう一つは各コアノードの子に関するテーブルで key
コアノードが ELA-VPN から離脱した場合、その にはエッジノードの ID、value には TCP セッション
コアノードの子も ELA-VPN から離脱してしまう。 の識別子が格納されている。コアノードは他のノー
それを防ぐため、各エッジノードは親の次に ID が時 ドからデータを転送された場合、これらのテーブル
計回りに近いコアノードに予備の TCP セッションを を参照して他のノードへ転送する必要がある場合は
確立しておく。あるエッジノードの親が ELA-VPN そのノードへ転送する。エッジノードは P2P ネット
から離脱した場合、今まで予備の TCP セッションを ワークの論理的に外側に位置するため、ルーティン
確立していたコアノードが親となり、エッジノード グに関して考慮する必要がない。
は新しく他のコアノードに対して予備の TCP セッ
ションを確立する。コアノードが正規の終了手続き
を経て ELA-VPN を離脱する場合は、エッジノード 3.2.4 P2P ネットワークの維持
は即座に親のコアノードを切り替えることができる。
コアノードがネットワークトラブルにより突然 ELA各ノードはユーザの都合に応じて ELA-VPN へ参
VPN を離脱する場合は、TCP セッションが明示的 加および離脱する。その度にルーティングテーブル
に切断されないため、エッジノードは通信のタイム を修正し、P2P ネットワークにおいて正しくデータ
アウト等から親が離脱したと判断する。
転送できよう維持する。
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図 6: コアノード離脱時

図 8: ELA のシステム構成
ノードに対して、自分はどのコアノードに TCP セッ
ション、予備用 TCP セッションを確立すべきかを問
い合わせ、実際に TCP セッションを確立する。そし
て親になったコアノードはエッジノードをルーティ
ングテーブルに追加する。

4
図 7: エッジノード参加時

実装

ELA のモジュール構成図を図 8 に示す。影の付い
たモジュールが ELA によって提供される機能で、点
線より上がユーザレイヤのソフトウェアとして動作、
下がカーネルレイヤで動作する。
あるアプリケーションが他のノードと ELA-VPN
経由で通信する時、モジュール間の連携は次のように
なる。アプリケーションが ELA-VPN におけるノー
ド宛ての IP パケットを送信すると、NPD (Network
Pseudo Device) に IP パケットが渡される。カプセ
リングモジュールは NPD から IP パケットを取得す
る。カプセリングモジュールは ELA ヘッダを付加
して IP パケットを暗号化を行い、ルーティングモ
ジュールに渡す。ルーティングモジュールはルーティ
ングテーブルを検索してデータの転送先ノードを決
定し、送信モジュールに渡す。送信モジュールは受
け取ったデータを、ルーティングモジュールからの
指示に従って他のノードへ転送する。
反対に ELA-VPN 経由でカプセリングされた IP
パケットを受信する流れは次のようになる。他のノー
ドからカプセル化されたパケットを受信した受信モ
ジュールは ELA ヘッダを参照して自分宛だと判断
するとカプセリングモジュールに転送する。カプセ
リングモジュールはヘッダの削除後に復号化を行い、
NPD に渡す。NPD は IP ヘッダの宛先ポートを参照
して適切なアプリケーションに転送する。
各モジュールの概要を以下に示す。

コアノードが参加する例を図 5 を用いて示す。
ELA-VPN に新規に ID 8 のコアノードが参加する
ものとする。ID 8 のコアノードは他のコアノードか
らルーティングテーブルを取得し、自分自身の情報
を追加する。ID 8 のコアノードはルーティングテー
ブルを参照して、本来自分に対して TCP セッショ
ンを確立すべき ID 4 のエッジノードを確認すると、
親のコアノードを変更するよう ID 4 のエッジノード
へ通達する。ID 16 のコアノードに TCP セッション
を確立している ID 4 のエッジノードは、ID 8 のコ
アノードに対して TCP セッションを確立し、今ま
で ID 16 に対して確立していた TCP セッションは
予備用となり、ID 24 に対して確立していた予備用
TCP セッションは終了する。
コアノードが離脱する例を図 6 を用いて示す。ID
8 のコアノードが離脱するものとする。ID 8 のコア
ノードは子の ID 4 のエッジノードに対して TCP セッ
ションの確立先の変更を要請する。これにより ID 4
のエッジノードは今まで ID 16 に対して確立してい
た予備用 TCP セッションを本来の TCP セッション
とし、ID 24 のコアノードに対して予備用 TCP セッ
ションを確立し、今まで ID 8 に対して確立してい
た TCP セッションは終了する。そしてルーティン
グテーブルから自分の情報を削除し、ELA-VPN か
Network Pseudo Device
ら離脱する。
NPD はネットワーク仮想デバイスで、ノードが
エッジノードが参加する例を図 7 を用いて示す。
ELA-VPN へ新規に ID 12 のエッジノードが参加す ELA-VPN を経由して通信する場合のネットワーク
るものとする。ID 12 のエッジノードは任意のコア デバイスとして利用される。NPD は OS から通常の
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ネットワークデバイスと同じように扱われ、IP アドレ
スやネットマスクなどを割り当て可能である。各ノー
ドに割り当てられる ELA-IP アドレスも、NPD に
設定される。NPD は後述するカプセリングモジュー
ルからパケットを受信し、カプセリングモジュール
へパケットを送信する。

トポロジ構築モジュール

ELA-VPN における P2P ネットワークの形成およ
び維持を行う。VPN 構築のために、以下の機能が
ある。
• ユーザ認証
悪意あるノードが成りすましをして ELA-VPN
に参加することを防止するため、ノードの ELAVPN 参加時に行うユーザ認証の機能を提供す
る。

• ELA-VPN における IP アドレスの決定
新規参加ノードに対し、ELA-VPN におけるプ
ライベート IP アドレスを割り当てる。新規参
加ノードが特定の IP アドレスを利用したい場
合、その IP アドレスが既に利用されていない
かルーティングテーブルを参照して調べる。も
しその IP アドレスが利用されていなければ、新
規参加するノードに対してその IP アドレスが
利用できることを伝達する。すでにその IP ア
ドレスが利用されていた場合、もしくは特に利
用したい IP アドレスがない場合、ルーティン
グテーブルを参照して利用されていないプライ
ベート IP アドレスの中からランダムに決定し、
その IP アドレスを新規参加するノードに対し
て伝達する。

ルーティングモジュール
カプセリングモジュールあるいは受信モジュール
から渡されたデータの転送先を決定する。転送デー
タの ELA ヘッダを参照し、転送先ノードをルーティ
ングテーブルより決定する。このモジュールはコア
ノードのみ使用する。
ELA ヘッダには ELA-VPN における宛先 IP アド
レスが格納されている。ルーティングテーブルには
各ノードの情報が、ELA-VPN における IP アドレ
スを key として、インターネットにおける IP アド
レスを value として格納されている。ルーティング
モジュールは ELA ヘッダの宛先 IP アドレスを key
として、ルーティングテーブルから検索を行う。
検索の結果、宛先 IP アドレスが他のノードだった
場合、その IP アドレスのノードへ転送するよう送
信モジュールへ伝達する。宛先 IP アドレスが自身
だった場合、その IP アドレスを使用している子の
エッジノードへ転送するため送信モジュールへ伝達
する。該当するエントリが存在しなかった場合、宛
先不明のデータとして破棄する。

カプセリングモジュール

ELA ヘッダの処理と通信の暗号化・復号化を行う。
NPD から IP パケットを渡された場合、IP パケッ
トの先頭に ELA ヘッダを付加し、ELA のバージョ
ン情報や ELA-VPN における宛先 IP アドレスなど
をヘッダに格納する。次に IP パケットをトポロジ構
築モジュールから渡された共通鍵を用いて暗号化を
行う。受信モジュールからカプセリングされた通信
内容を渡された場合、ELA ヘッダの除去および復号
化を行い、NPD へ IP パケットを渡す。

• ノードの分類
IP アドレスが決定した新規参加ノードをコア
ノードかエッジノードに分類する。新規参加ノー
ドに対して TCP セッションの確立、UDP デー
タグラムの送信を行い、その試行が共に成功し
た場合はその新規参加ノードをコアノードとす
る。それ以外の場合はその新規参加ノードをエッ
ジノードとする。
P2P ネットワークを維持するため、以下の機能を
持つ。

送信モジュール
カプセリングされたパケットを、ルーティングモ
ジュールから指示されたノードへ転送する。他ノー
ドへの転送プロトコルとしてコアノードは TCP あ
るいは UDP、エッジノードは TCP を用いる。コア
ノードは転送先ノードに応じて転送プロトコルの使
い分けを行う。

• 他ノードとのメッセージの送受信

受信モジュール
他ノードと情報などを交換するため、メッセージ
他ノードからカプセリングされた通信内容やメッ
を用いた情報の共有を行う。メッセージは XML
セージを受信する。メッセージはトポロジ構築モジ
(eXtended Markup Language) 形式でやりとり
ュールへ渡し、カプセリングされた通信内容は宛先
される。
IP アドレスが自分であればカプセリングモジュール
• ルーティングテーブルの更新
へ、そうでなければルーティングモジュールへ渡す。
ELA-VPN でのノードの参加および離脱が発生
コアノードは他のノードから TCP セッションを
するたびに、トポロジ構築モジュールはルーティ 確立される。TCP セッション確立の待機も受信モ
ングテーブルの更新を行う。
ジュールによって行われる。
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5

評価実験

ELA によるオーバヘッドを評価するため、ELA に
よる通信の遅延を測定した。そのために、次の環境を
用意した。ルータ (CPU: Celeron 433MHz, Memory
192MBytes, OS: Red Hat Linux 9) 下に 2 台の PC
(CPU: Pentium M 1.7GHz, Memory 1GByte, OS:
Red Hat Linux 9) を 100Base-TX で接続し、それ
ぞれ異なるネットワークセグメントを割り当てた。
そして以下のケースを想定し、ping を用いて RTT
(Round Trip Time) を 512 回測定した。

想される。それに伴い、ユーザのノード同士が直接
通信するネットワークアプリケーションも、今後さ
らに多く登場すると考えられる。そのような状況下
において ELA はますます重要性が高まるであろう。
今後の課題としてトポロジ構築モジュールとルー
ティングモジュールの実装、QoS の考慮、NAT 越え
技術を用いたコアノードの増加などが挙げられる。
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