フリースケールネットワーク方式の予備評価
仮想アドレス使用量の予測
Preliminary Evaluation of the Free-Scale Network Architecture
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概要
再帰的なネットワークの拡張が可能な Free Scale Network(FSN) 方式では，新しい形式の
FSN 実アドレスを IPv4 形式の仮想アドレスに変換して使用する．アドレス変換は Realm
Gateway で処理されるが，この Realm Gateway を実現するためには，どの程度の大きさ
の記憶領域を用意すればよいかといったアドレス変換に関する資源情報の予測が必要であ
る. 本研究では，ネットワーク内外にわたる通信を解析することで，ホスト毎の通信傾向
を分析し，変換に必要となる資源の見積もりを行った．これによって Realm Gateway を
実現するための重要な基礎データが得られた．

1

はじめに

の互換性を維持したままアドレス空間の拡
張を実現する通信方式である．FSN 方式で

現在，インターネットの発展と共に利用

は，Realm と呼ばれるネットワークの構成

者が増加し，全世界でインターネットに接

単位の内部では従来のネットワークプロト

続する需要が高まっている．新しいホスト

コルである IPv4 を使用する．Realm 間は

がインターネットを経由した通信を行うと

Realm Gateway(以下 RG と略す) によって
接続され，ネットワークは階層的に拡張さ
れる．ホストは階層的に連接された Realm
アドレスにホスト自身の IPv4 アドレスを連
接したグローバルかつユニークな FSN 実ア
ドレスを持つ．一方，異なる Realm に所属
しているホスト間で通信を行う際には，RG
が FSN 実アドレスを IPv4 形式のアドレス
空間の一部にマッピングするため，各ホス
トは従来の IPv4 プロトコルを用いて通信す
ることができる．RG は Realm 外のホスト
の FSN 実アドレスとそれを Realm 内で参
照する仮想アドレスとの対を変換情報とし
て保持し，Realm 内のホスト毎に独立した
変換テーブルでこれを管理している．そし
て，頻繁に使用する変換情報は Translation
Look-ahead Buffer(以下 TLB と略す) と呼

き，ホストに未使用のグローバル IP アドレ
スを割り当てる必要がある．しかし，イン
ターネットが拡大するにしたがい，現在使
われている未配分の IPv4 アドレスの在庫が
少なくなり，新たに確保することが困難に
なっている．IPv4 アドレスの在庫が枯渇す
ると，増加し続けるインターネット利用者
の需要に対応できなくなったり，インター
ネット上のサービスの新設や拡大ができな
くなる．

Free Scale Network(以下 FSN と略す) 方
式 [1] はこの問題に対応し，従来の IPv4 と
1

豊橋技術科学大学 情報工学専攻
豊橋技術科学大学
3
国立情報学研究所
4
NTT 未来ねっと研究所
5
早稲田大学
6
法政大学
2

1

ばれる高速な記憶領域に保持されるという

の Realm Number，ホスト自身の IPv4 アド

設計になっている．

レスの 3 つを連接したアドレスを持ち，識

このような FSN 方式を実現するための

別するアドレスが経路によって変化する．障

RG を実装しようとすると，アドレス変換
機構に関する各種パラメータがわからない
と実現可能であるかどうかすらわからない．
例えば，TLB 上に変換情報が収まらなくなっ
た場合，長期間使用されていない変換情報
は低速な記憶領域に置き換えられ，再度参
照されると検索効率が低下するが，アクティ
ブな通信に対する影響を抑える為には，ど
の程度の TLB サイズが必要になるかといっ
た情報が必要である．
そこで本研究では，Realm 内の各ホスト
が通信する Realm 外ホスト数の時間経過に
よる変化，継続中である通信のパケット送信
間隔の傾向，Realm 内の各ホストが通信す
る Realm 外ホスト数の合計数 (同一 Realm
外ホストの重複を含む) の時間経過による変
化を調査し，アドレス変換の為に必要とな
る資源量の予測を行った．

害時に別経路を選択して対応するとき，ホ

2

ストのアドレスが変わることになり，継続
中の接続が切断されてしまう可能性がある．

3

Free Scale Network 方式

FSN 方式では，従来の IPv4 で通信してい
るネットワークを Realm と呼び，Realm 同
士を RG で相互接続させる．これを，階層
的に何層にも繰り返すことで再帰的なネッ
トワークの拡張を可能にする．
FSN 方式には以下のような特徴がある．
• 再帰的なネットワークの拡張
• 従来の IPv4 との互換性
• 下層の Realm がショートカットを持つ
• 多重仮想アドレス空間方式
FSN 方式では，FQDN(Fully Qualified Domain Name) に対する DNS のクエリをトリ
ガーとして，FSN 実アドレスを IPv4 形式
の仮想アドレス空間にマッピングすること
で，従来のプロトコルで通信することを可
能としている．このアドレス変換において
は，多重アドレス空間方式と呼ばれる手法
を用いており，Realm 内のホスト毎に仮想
アドレス空間が用意される．パケットを転送
する経路は，RG が持つ Realm の経路情報
が書かれている Realm 経路テーブルから最
適な経路が選択される．FSN 方式では，追
加するネットワーク機器は RG だけであり，
従来の機器やホストを変更する必要がない．
これらの特徴から，FSN 方式によって展開
と運用の費用が安価で，互換性と透過性の
あるネットワークの拡張が可能になる．図 1
に FSN 方式の概要を示す．以降，個々の技
術について説明する．

従来のアドレス拡張方式

IPv4 と互換性を持つネットワークの拡張
方式がいくつか提案されている．ここでは
IPv4+4[2]，IPNL[3] について説明する．
IPv4+4 では，各ホストはゲートウェイの
IPv4 アドレスとホスト自身の IPv4 アドレ
スを連接したアドレスを持つ．ホスト自身
が所属するプライベート空間内ではホスト
の IPv4 アドレスを使用し，グローバル空間
ではゲートウェイのグローバル IPv4 アドレ
スを使用する．グローバル空間の通信では，
あらかじめ指定された経路によってパケッ
ト転送が行われており，経路の対称性のた
めに経路の切り替えができない．
IPNL では，各ホストはインターネットに
直接接続している Middle Router の Middle
Realm IP Address，自身が所属する Realm
2
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図 1: FSN 方式のアドレス変換

3.1

Realm アドレス

3.2

各 Realm は固有の Realm アドレスを持

FSN 実アドレス

Realm 内の各ホストは自身の IPv4 アドレ
スと所属する Realm の Realm アドレスを連
接した FSN 実アドレスを持つ．各層におい
てユニークな識別子と IPv4 アドレスを階層
的に連接することによって，FSN 実アドレ
スはグローバルかつユニークなものになる．
例えば図 1 では，トップレベルの Realm
R2 の Realm アドレスである「R2」とその子
Realm である Realm R3 の識別子「R3」を
連接した「R2 R3」が Realm R3 の Realm
アドレスとなる．Realm R3 に所属してい
るホスト Y の FSN 実アドレスは，Realm
R3 の Realm アドレスと自身の IPv4 アド
レス「192.168.yy.yy」を連接した「R2 R3
192.168.yy.yy」となる．この FSN 実アドレ
スが FSN 方式においてホスト Y を識別する
ものとなる．

つ．インターネットに直接接続しているトッ
プレベルの Realm の Realm アドレスはグ
ローバル IPv4 アドレスである．図 1 では，

Realm R1 と R2 がトップレベルの Realm で
ある．トップレベルより下層の Realm は直
属の親 Realm 内でユニークな識別子を持ち，
Realm アドレスは階層的に表記される．具
体的には，トップレベルより下層の Realm
の Realm アドレスはトップレベルから自身
までの経路上に存在する Realm の識別子を
連接したものに加えて自身の識別子を連接
したものとなる．
また，下層の Realm は自身に付けられ
た Realm アドレスの別名としてグローバル
IPv4 アドレスを持つことも可能である．別
名のグローバル IPv4 アドレスをトップレベ
ルの経路情報に載せておくことによって，親
Realm に障害が発生しても別経路を選択す
ることが可能となる．

3

3.3

FQDN からのアドレス変換

3.5

Realm 外のホストへパケットの送信を開
始するとき，Realm 内の送信元ホストは宛先
ホストの FQDN を使用する．FQDN をアド
レスに変換する要求は RG へ送られ，RG は
自身の DNS リゾルバの機能を用いて，DNS
サーバから当該 FQDN の FSN 実アドレス
を取得する．そして，以下のいずれかの操
作が実行される．

FSN 実アドレスと仮想アドレスとの変換
情報は RG 上に用意された変換テーブルが
保持する．特定のホストの異常な振る舞い
が他に波及することを防ぐために，変換情
報の記載された変換テーブルは Realm 内の
ホスト毎に用意される．
RG は自身を通過するパケットに含まれる
アドレスに対応した変換情報を変換テーブ
ルから検索または追加し，パケット内のア
ドレスの書き換えを行い，書き換えられた
アドレスによって転送を行う．RG が変換情
報を高速に検索することを可能にするため
に，高速な記憶領域である TLB を用意しこ
れに変換情報を保存していく．時間が経過
すると TLB 上に変換情報が収まりきらなく
なる場合がある．溢れた変換情報を捨てて
しまうと継続している通信が切断される恐
れがあるので，TLB 上から溢れたものを低
速な記憶領域に保存する．これらの様子を
図 2 に示す．

1. FSN 実アドレスが透過的に Realm 外
へパケットを中継すべきアドレス空間
にある場合
そのまま送信元ホストに返す
2. それ以外の場合
送信元ホストの変換テーブルから変換
情報を調査する
(a) 既に FSN 実アドレスに対して仮
想アドレスが割り当てられている
場合
その仮想アドレスをアドレス解決
要求の応答として返す

Realm 内のホストごとの

(b) 割り当てられていない場合
未使用の仮想アドレスを割り当て
て，それを返す

3.4

変 換 テ ー ブ ル と Translation
Look-ahead Buffer

変換テーブル
ホスト X の変換テーブル

FSN 実アドレスと仮想アドレス
の変換

FSN 実アドレスは新しい形式のアドレス
であり，通常のホストはそのままではこれを
扱うことができない．そこで，従来の IPv4
との互換性を実現するために，FSN 実アド
レスを IPv4 形式の仮想アドレス空間の一部
にマッピングする．この仮想アドレス空間
には IPv4 形式のプライベートアドレスを使
用する．そして，通常のホストは FSN 実ア
ドレスに対応付けられた仮想アドレスを使
用して通信を行う．

FRA1

VA1

FRA2

VA2

FRA3

VA3

FRA4

VA4

FRA5

VA5

FRA：FSN 実アドレス
V A ：仮想アドレス

変換情報記憶領域
高速記憶領域
（TLB）

低速記憶領域

頻繁に使用される変換情報
長期間使用されない変換情報

図 2: 保存された変換テーブル上の変換情報
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3.6

最後に，RG の実現可能性を決める最も重

パケットの送信

要な点は，Realm 内外の全ての通信に対す

パケットの送信手順を図 1 を用いて説明す

る仮想アドレスへの変換エントリを保持で

る．ホスト X がホスト Y にパケットを送信す

きるかである．このためには，多数のホス

る場合，ホスト Y の FQDN を使用して通信

トの通信に対する外部アドレスの出現傾向

を開始し，FQDN の名前解決要求を RG1 へ

をみる必要がある．

送る．RG1 は自身の DNS によって FQDN か

以上のことから，本研究では実際の通信

ら FSN 実アドレス「R2 R3 192.168.yy.yy」

トラフィックを解析して，以下の項目につい

に変換し，仮想アドレス「192.168.xx.xx」を

て予測を行った．

対応させ，これをホスト X に返す．ホスト

• ホストあたりに用意すべき仮想アドレ
ス空間の大きさ

X はこの仮想アドレスを宛先アドレスとし
てパケットを送信する．パケットが RG1 を
通過するとき，RG1 はホスト X の変換テー
ブルから仮想アドレスに対応する FSN 実ア
ドレスを取得し，これをパケットに付加さ
れたシムヘッダ部の宛先アドレスとして転
送する．

4

• 通信に悪影響を与えないだけの TLB の
大きさ
• Realm Gateway が保持する変換情報の
合計数

5

評価事項

仮想アドレス使用量の予測
仮想アドレスの使用量を予測するために，

本研究の目的は RG の設計についての指

豊橋技術科学大学の対外接続セグメントに

針を得ることである．RG は Realm 内の各

おける，大学内と大学外間の実際の通信デー

ホスト毎に仮想アドレス空間を用意するた

タを用いて，仮想アドレスの出現に関する傾

め，各ホストが通信する Realm 外ホスト数

向の調査を行った．ここでは，
「学内側のネッ

に対応できるだけの仮想アドレス空間が必

トワークを Realm の内側」，
「学外側のネッ

要になる．そこで，Realm 内の各ホストが

トワークを Realm の外側」と仮定し，対外

通信する Realm 外ホスト数の傾向から，ホ

接続ルータを RG に対応させた．対外接続

ストあたりにどの程度の大きさの仮想アド

ルータを通過する学内から学外へ送信され

レス空間が必要となるか予測する．

るパケットについて，アドレス変換が行わ

通信途中の変換情報が TLB 上から低速な

れると想定して解析した．

記憶領域に置き換えられたとき，この情報

今回，Realm 内に相当するホストの数

が再度参照されると TLB 上に保存されてい

1,299 台についての，42 時間のデータを評
価に使用した．また，TCP セッションの総
数は 3,339,114 であった．

る場合よりも検索時間が長くなってしまい，
通信効率の低下を引き起こす．これを防ぐ
ためには，通信が終了するまで変換情報が
出来るだけ TLB から追い出されないような

5.1

TLB サイズを設定する必要がある．これを
実現するために，TLB のサイズがどの程度
必要になるか予測する．

ホストあたりに用意すべき仮想ア
ドレス空間の大きさ

Realm 内ホストあたりの通信する Realm
外ホスト数が時間経過によってどの程度増
5

1e+05

加するか調査した．これは，ある期間内に

Realm 内の各ホストによって，使用される
仮想アドレスの量に相当し，これらの分布
から，ホスト毎に必要となる仮想アドレス
空間を予測する．
設定した単位時間内に各ホストが使用す
る Realm 外のホストのアドレス数を集計し，
結果をホストあたりの外部アドレス数で順
位付けして並び変えを行い，最高順位が 1 と
なるように正規化した．集計の単位時間を
1 時間とした結果を図 3 に示す．この結果か
ら，非常に大きなアドレスを消費するホス
トは少数で，99 ％以下の大部分は数百個程
度のアドレスしか使用しないことが分かる．
更に，時間経過による外部アドレス数の
増加傾向を調査するために，正規化された変
換情報数の順位の 0.5，つまり 50 ％の順位
にあたるものの数と 98 ％，99 ％，100 ％ (最
大) の順位にあたる数を調査した．この順位
の位置は図 3 に書き込まれた縦線の位置に
あたる．集計する単位時間は 1 分，5 分，10
分，30 分，60 分，120 分，180 分，240 分，
360 分に設定し，各順位にあたる外部アドレ
ス数の最少，平均，最多を求めた結果を図
4 に示す．大部分の 99 ％以下のホストの外
部アドレス使用量は時間が経過しても小さ
く，99 ％に位置するホストの Realm 外アド
レス数の平均値は，1 時間で 653，6 時間で
1,675 である．
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図 3: 各ホストが使用する外部アドレス数
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図 4: 外部アドレス数の増加傾向
アドレスの利用傾向で TLB 上から継続中の
通信に使用されている変換情報が溢れてし
まう TLB ミスがどの程度発生するかをみる
という方法が考えられる．しかし，ここで
は所要量と TLB ミスの発生に関する傾向を
把握することを重視して，一定期間使用さ
れない変換情報はタイムアウトして TLB か

5.2

ら追い出されると仮定し，タイムアウトに

通信に悪影響を与えないだけの
TLB の大きさ

対するミスの発生と必要となる TLB サイズ

通信データ内の Realm 内の各ホストが

ここでは，一連の処理のまとまりとして

の両方をみるようにした．

TCP に着目し，Realm 内のホストが Realm
外のホストへ送信している TCP パケットの
送信間隔が設定した各タイムアウト時間よ
りも長い割合を調査した．これは，置き換え
によって Realm 内の各ホストの通信と TCP

Realm 外のホストへ送信する TCP パケッ
トに対して，一連の TCP セッションが終了
するまでのパケット送信間隔の傾向を調査
した．ここで，TLB サイズの所要量の見積
もりの為には，ある TLB サイズを仮定して
6

1

結果を図 5 に示す．TLB ミスの割合を 0.01

0.1
タイムアウト時間を超える割合

セッションに影響が及ぶ割合にあたる．この
％に抑えるならば，図 5 より，タイムアウト
時間を 30 分間と設定することに相当する．
すなわち，30 分間に使用されるアドレス数
を保存可能な TLB を用意することになる．
次に，保存する具体的な数を予測するた
めに，Realm 内の各ホストが Realm 外のホ

0.01 1.0%
0.001
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数を集計し，Realm 内の全ホストについて
の総数が時間経過によってどの程度増加す
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図 5: タイムアウト時間による通信への影響

るか調査した．Realm 内のホスト毎に変換

1e+07

テーブルが用意されていることから，これ
4,215,600

らを全て記憶領域上に保存する場合，必要と

1e+06
Realm外ホスト数

なる記憶領域のサイズはこの Realm 内の各
ホストの変換テーブルサイズの合計となる．
設定した単位時間内に各ホストが使用した

Realm 外ホストのアドレス数の総数を調査
した．集計する単位時間は 1 分，5 分，10 分，
30 分，60 分，120 分，180 分，240 分，360 分
に設定した．各単位時間内の総数の最少，平
均，最多を求めた結果を図 6 に示す．この結
果から，30 分間に Realm 全体のホストが使
用するアドレス総数が平均で 331,700 個にな
ると予測でき，これらを保存可能な TLB の
大きさが TLB ミスの割合を 0.01 ％に抑えら
れる為に必要なものとなる．そして，Realm
内に相当するホスト数は 1,299 台であるた
め，単純に平均すると 1 ホストあたり約 255
個となる．
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図 6: 各ホストが使用する Realm 外のアド
レス数の総数
る記憶領域の大きさがどの程度になるか予
測した．図 6 の結果より，1 時間以上では増
加の割合が小さくなっている．より長い 6 時
間でも増加し続けているため，保存する数
の上限はこれ以上であるといえる．図 5 よ
り，99 ％のホストが使用するアドレス数を
保存したとき，1 ％のものが超えるタイムア
ウト時間は約 12 時間となる．今回は，6 時

5.3

Realm Gateway が保持する変換
情報の合計数

間以上のアドレス数を集計していないため，

6 時間以上では 4 時間から 6 時間の間の増
加率のまま増加すると仮定すると，6 時間の
平均値 4,215,600 から 12 時間まで増加した
9,090,336 が 99 ％のホストに必要となる記
憶領域の大きさの平均値となる．今回の評
価に使用した通信データに含まれる Realm

5.2 節の Realm 内の全ホストについての
外側ホストのアドレス使用量の総数の調査
結果より，ある期間内に Realm 内の全ホス
トによって，使用される変換情報を全て RG
の記憶領域上に保存させる場合，必要とな
7

内に相当するホスト数は 1,299 台で，その

であると予測した．必要な TLB サイズを同

99 ％である 1,286 台に対する数であり，単
純に平均すると 1 ホストあたり約 7,068 個と
なる．

様に計算すると，クラス C では約 1.0[MB]，

6

クラス B では約 267.4[MB] となる．これら
を，現行のサーバマシン等で実現した場合，

TLB を主記憶装置とし，それから溢れたも
のを二次記憶装置に保存すれば十分実現可
能である．

考察

5.1 節の調査結果から，99 ％のホストに対
して満足させられる仮想アドレス空間の割
り当てで十分としたとき，99 ％に位置する
ホストの外部アドレス数を基準にする．その
とき，平均値は 60 分で 653，360 分で 1,675
であり，ホストあたりにクラス C アドレス
7 本分の仮想アドレス空間を用意すれば十分
なものとなる．このことから，FSN 方式で
は，Realm 内の各々のホストに対して変換
テーブル，すなわち仮想アドレス空間を用
意することから，仮想アドレス空間の大き
さという観点では FSN は十分に実現可能で
あると言える．
次に必要となる記憶領域の具体的なサイズ
を予測する．変換情報のサイズは Realm 外
のホストが所属している Realm の階層の深
さによって変化する．ここでは，インターネ
ットを 1 層目とし，3 層目に位置する Realm
に所属しているホストの FSN 実アドレスに
対する仮想アドレスの対を 1 つの変換情報
サイズとして考察する．これは，Realm アド
レス (4[Bytes]+4[Bytes]) とホストアドレス
(4[Bytes]) を連接した FSN 実アドレスに対
応する仮想アドレス (4[Bytes]) の組み合わせ
で，合計サイズは 16[Bytes] となる．Realm
内の 99 ％のホストが使用するアドレスを保
存するために必要な記憶領域は，1 台あたり
約 7,068 と予測した．そのとき，クラス C ア
ドレスを全て使用しているネットワークでは
約 28.9[MB] の記憶領域が必要となり，クラ
ス B では約 7.4[GB] となる．更に，TLB ミス
率を 0.01 ％に抑えるとき，ホストあたり約
255 個の変換情報を保存可能な TLB が必要

7

まとめ
本研究で，実際の組織内外のトラフィック

を解析することで FSN 方式で必要となる変
換アドレス数の予測を試みた．ここで調査
したのは一つのネットワークの特性である
ためにまだ初期的な解析結果である．TLB
上に記憶する変換情報数は Realm 内のホス
ト数に依存すると考えられるので，今後は

Realm の大きさに対するスケーラビリティ
の観点から更なる調査を行いたい．
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