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1 はじめに 

高度道路交通システムでは，車車間アドホックネットワーク

（VANET：Vehicular Ad-hoc Network）を利用したアプリケーションの

開発が行われているが，ネットワークアーキテクチャは定まっていな

い．従来のホスト中心の TCP/IP アーキテクチャに代わる次世代ネッ

トワークアーキテクチャとして情報を中心とした情報指向ネットワ

ーク（Information-Centric Networking，ICN）が注目されており，VANET

のための ICNが考えられている．ICN は，従来のサーバの IP アドレ

スではなく情報名を基に情報を要求する，ネットワーク内の中間ノー

ドはキャッシュ機能を持つという特徴がある．ネットワーク内のキャ

ッシュを利用することで情報の配信を効率化することができる．しか

し，パケットロスが発生すると情報の配信の効率が下がることがある．  

キャッシュをより高度利用するために ICN のアーキテクチャにラ

ンダム線形ネットワーク符号化（Random Linear Network Coding，RLNC）

を適用した Information-Centric Networking with Built-in Network Coding

（ICN-NC）[1]が提案されている．ICN に送信ノード，中間ノードで

符号化し受信ノードの復号性能を向上させる RLNC を適用すること

で，キャッシュをより高度に利用し配信性能が向上することが示され

ている． 

RLNC の復号は連立方程式を解く処理となり計算量が大きい．

VANET におけるノードは移動あるいは停止している車両であり，車

両に搭載されるネットワーク機器はリソース制約が強い．VANET 上

で動作可能かる計算量の少ない符号化方式が動作する ICN のアーキ

テクチャが求められる． 

本論文では，ICNのアーキテクチャで復号の計算量が少ないネット

ワーク符号化であるLTNCが動作する ICN-LTNCを提案する． 

2 提案方式：Information Centric Networking with 

Built-in LT Network Codes(ICN-LTNC) 

ICN-NCは ICNアーキテクチャでRLNCを動作させること 

でキャッシュを高度に利用できる．しかし，RLNCが復号で行うガウスの

消去法は計算量𝑂(𝑚・𝑘2)が大きい．そのため，復号を行う受信ノードの

消費電力は大きいと考えられる．近年，ネットワーク全体の消費電力を抑

える動きがあるので，受信ノードの消費電力を抑えることが望ましい． 

そこで本論文では，ICN アーキテクチャで復号の計算量が少ない

LTNC が動作するネットワークアーキテクチャを提案する．LTNC を用い

るこ とで ，受信ノードの復号に要する計算量は RLNC の

𝑂(𝑚・𝑘2)から𝑂(𝑚・𝑘𝑙𝑜𝑔𝑘)に削減できる．しかし，LTNC は復号に

n(n > k)個のパケットを用いるため，RLNCより多くのパケットを受信する

必要がある． 

2.1 符号化・復号 

ICN-LTNCは送信ノード，キャッシュ機能を持った中間ノード，受信ノー

ドから構成される． 

【符号化】 

コンテンツのデータxをk個のシンボルに分割する𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑘)．

送信ノードは以下の符号化処理を繰り返す． 

Step 1.  ある確率分布に従い，符号化に使用するシンボルの数であ 

 

 

る次数dを選ぶ． 

Step 2.  k個のシンボルからd個のシンボルを一様ランダムに選ぶ． 

Step 3.  選んだ d個のシンボルの排他的論理和をとり，符号化データ

yを作成する． 

𝑦 =  
k

i 1 δi𝑥𝑖 , 𝛿𝑖 = {0,1} 

Step 4.  符号化データ y と次数 dと符号化べクトル{0,1}𝑘をパケット

で送信する． 

【復号】 

受信ノードは符号化パケットを受信したとき，以下の復号処理を行う． 

1. 受信した符号化データの次数が1の場合 

Step 1.  受信したシンボルを復号する． 

Step 2.  受信バッファの次数 2以上の符号化データに排他的論理和を

とり，次数を1下げる． 

Step 3.  受信バッファの次数が下がった符号化データからシンボルが

復号できた場合，step 2へ． 

Step 4.  全てのシンボル(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑘)復号し，𝒙を復元する． 

2. 受信した符号化データの次数が2以上の場合 

Step 1.  符号化データと符号化データに使用されている復号したシン

ボル𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑖の排他的論理和をとり，次数を下げる． 

Step 2.  符号化データの下がった次数が１ならば，1.を行い，2以上な

らば，受信バッファに入れる． 

2.2 受信ノードの Interestを用いたコンテンツ取得 

ICN では，受信ノードは，取得したいコンテンツの name を含めた

Interestを送信し，それに応じたパケットを受信することでコンテンツ

を取得する．ICN-LTNC では，受信したシンボルに応じて 2 種類の

Interestを用いる． 

ICN-LTNC のノードは次数毎に符号化パケットを分けたデータ構造

と次数2以下の符号化パケットで使われている繋がっているシンボル

の集合のデータ構造を持つ．繋がっているシンボルとは，符号化パケ

ットの組み合わせによって𝑥⨁𝑥′が作成できる𝑥, 𝑥′のことであり，

𝑥~𝑥′と表記する．例として，符号化データ𝑦1 = 𝑥1⨁𝑥2, 𝑦2 = 𝑥2⨁𝑥3を

保持している場合を考える．𝑦1より𝑥1, 𝑥2，𝑦2より𝑥2, 𝑥3は繋がってい

る．𝑦1⨁𝑦2 = 𝑥1⨁𝑥3より，𝑥1, 𝑥3は繋がっているので，𝑥1, 𝑥2, 𝑥3は繋

がっている．また，繋がっているシンボルの集合を表すために

connected components of symbols(cc)を利用する．cc(𝑥𝑖)の初期値はiとし，

復号したシンボルの値は 0 とする．𝑥~𝑥′の場合，cc(𝑥) =cc(𝑥′)とな

る． 

2.2.1 受信ノードの usを含めた Interestを用いたコン
テンツ取得 

ICN-LTNC では，データを復号するために分割された𝑘個のシンボ

ルを少なくともそれぞれ一度以上受信する必要がある．そこで，受信
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ノードは未受信のシンボルを 1，受信しているシンボルを 0 とする

{0,1}𝑖=1
𝑘 （unreceived symbols，us）を含めた Interestを送信することで

復号に必要な符号化パケットを受信することを目指す．us を含めた

Interestを用いたコンテンツ取得の流れを示す． 

【受信ノードのusを含めた Interestの送信処理】 

Step 1.  コンテンツのnameとusを Interestに含めて送信する． 

Step 2.  符号化パケットを受信する．全てのシンボルを受信していな

ければStep1へ． 

Step 3.  受信した符号化パケットを利用し復号を行う． 

ノードはキャッシュにある符号化パケットを使用し再符号化を行い，

Interest に対応する．再符号化には Build，Refine のアルゴリズムを利

用する．Build では次数𝑑と次数毎に符号化パケットを分けたデータ構造

Sを入力することで次数𝑑の符号化データの作成する．RefineではBuild

で作成された符号化データ，us を入力することで，未受信のシンボルを

符号化パケットに含めるためのアルゴリズムである． 

【Interestに対するノードの処理】 

Step 1.  Robust Soliton分布より次数dを選ぶ． 

Step 2.  Buildを行い符号化データzを作成する． 

Step 3.  Refineを行い符号化データz′を作成する． 

Step 4.  次数𝑑と符号化べクトル{0,1}𝑘，符号化データをパケットで送

信する． 

受信ノードは，全てのシンボルを一度以上受信してもデータを復号

できないことがある．例としては，データがシンボル(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)に分

割されている場合，符号化データ𝑦1 = 𝑥1, 𝑦2 = 𝑥2⨁𝑥3を受信すれば，

全てのシンボルを一度は受信しているが，シンボルx1しか複号できな

い．そのため，us を含めた Interest だけでは，コンテンツを取得でき

ない可能性がある． 

2.2.2 受信ノードのccを含めたInterestを用いたコンテ

ンツ取得 

LTNC では，全てのシンボルが繋がっている，すなわち全てのシン

ボルの ccの値が同じである場合，次数1の符号化パケットが1個あれ

ば，データを復号できる．そのため，受信ノードはccの値が全て同じ

になるように ccの値を更新する次数2以下の innovativeパケットを受

信することを目指す．cc を含めた Interest を用いたコンテンツ取得の

流れを示す．受信ノードのccをccr，Interestに対応するノードのccを

ccsとする． 

【受信ノードのusを含めた Interestの送信処理】 

Step 1.  コンテンツのnameとccrを Interestに含めて送信する． 

Step 2.  符号化パケットを受信し，全てのシンボルのccrの値が同じで

ない場合，Step1へ． 

Step 3.  受信したパケットを利用し，復号を行う． 

Interest に対応するノードは，受信ノードのccrを更新するために，

ccr(𝑥) ≠ ccr(𝑥′)となる innovative データ𝑥⨁𝑥′を送信することを目

指す．nnovativeデータを作成するconstruct innovative packetのアルゴリ

ズムを使用する． 

【Interestに対するノードの処理】 

Step 1.  次数𝑑，Interest に含まれるccr，自信が持つccsで construct an 

innovative dataを行い，符号化データを作成する． 

Step 2.  次数𝑑，符号ベクトル{0,1}𝑘，符号化データをパケットで送信

する． 

受信ノードは全てのシンボルのccの値が同じになることでデータ復

号し，コンテンツを取得することができる． 

 

3 シミュレーション評価 

トラフィックシミュレータと連携したネットワークシミュレータ

を用いたシミュレーション実験により ICN-LTNCと ICN-NCを比較す

る．シミュレーションフィールドは神戸・三宮，ノードは 50 台の車

両とする．ノードは RSU にコンテンツの要求を行い，50 分割された

コンテンツを取得する．データの送信周期は100msとする． 

図 1 は，経過時間に対するコンテンツを取得したノード数を示す．

図1より，全てのノードがコンテンツを取得するまでの時間は ICN-NC

が ICN-LTNC より短いことがわかる．これは，ICN-LTNC の方が

ICN-NC より復号に要するパケット数が多いため復号までの時間が掛

かったと考えられる． 

図2は，経過時間に対する復号に要する計算回数を示す．図2より，

復号に要する計算回数は ICN-LTNCが ICN-NCに比べて少ないことが

わかる．計測終了時には，ICN-LTNC は，ICN-NCにの 1万分の 1の

計算解すとなる．これば，復号の処理が違うことが原因である．

ICN-LTNCは，LT符号を使用するので符号化ベクトルが1と0で構成

されており，排他的論理和のみを使用して復号できる．一方，ICN-NC

は，k 行 k 列の符号化行列に減乗除算を使用し，連立方程式を解くこ

とで復号するからである． 

4 おわりに 

本論文では，ICNのアーキテクチャで復号の計算量が少ないネット

ワーク符号化であるLTNCが動作する-LTNCを検討した．ICN-LTNC

は，復号の計算量が多いRLNCを適用した ICN-NCより，配信性能は

劣るが，復号に要した計算回数が少ないことを確認した．  
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図 1：経過時間に対するコンテンツを取得するノード数 

 

図 2：復号に要した計算回数 
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