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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法であって、
　他のノードが送信するコンテンツをオーバーヒアリングするステップと、
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップと、
　前記格納されたコンテンツを要求するパケットの受信に応答して該格納されたコンテン
ツを提供するステップと、を有し、
　前記オーバーヒアリングするステップは、
　コンテンツの名前を含むエントリを格納する管理テーブルに前記オーバーヒアリングし
たコンテンツの名前を含むエントリがあるか否かを判断するステップと、
　前記管理テーブルに前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前を含むエントリがな
いと判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツをプリキャッシュフィルタ
にフォワーディングするステップと、を含むことを特徴とするコンテンツ中心ネットワー
クにおけるノードの通信方法。
【請求項２】
　前記オーバーヒアリングするステップは、前記管理テーブルに前記オーバーヒアリング
したコンテンツの名前を含むエントリがあると判断された場合、前記オーバーヒアリング
したコンテンツを捨てるステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載のコンテン
ツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法。
【請求項３】
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　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、前記ノードが前記オー
バーヒアリングしたコンテンツを要求するパケットを受信したか否かに拘らず、前記オー
バーヒアリングしたコンテンツを格納することを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ
中心ネットワークにおけるノードの通信方法。
【請求項４】
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツが特定目的のコンテンツであるか否かを判断す
るステップと、
　前記判断の結果に基づいて前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップ
と、を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノー
ドの通信方法。
【請求項５】
　前記特定目的は、ユニキャストトラフィック、マルチキャストトラフィック、及びブロ
ードキャストトラフィックのうちのいずれか１つ、又はこれらの組合せを含むことを特徴
とする請求項４に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法。
【請求項６】
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、前記オーバーヒアリン
グしたコンテンツを前記ノードのコンテンツストアに格納するステップを含むことを特徴
とする請求項１に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法。
【請求項７】
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコンテン
ツの名前と一致するか否かを判断するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記
載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法。
【請求項８】
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前が前記フィルタリングに用いられるコン
テンツの名前と一致しないと判断された場合、コンテンツの名前を含むエントリを格納す
るペンディングインタレストテーブルに前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前を
含むエントリがあるか否かをチェックするステップを更に含むことを特徴とする請求項７
に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法。
【請求項９】
　前記フィルタリングに用いられるコンテンツの名前は、前記コンテンツに関する場所、
状況、及びサービスのうちの少なくとも１つ、又はこれらの組合せの情報を含むことを特
徴とする請求項７に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法。
【請求項１０】
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、前記オーバーヒアリン
グしたコンテンツの名前が前記フィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致する
と判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップを含むこ
とを特徴とする請求項７に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法
。
【請求項１１】
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前が前記フィルタリングに用いられるコン
テンツの名前と一致しないと判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツを
前記ノードのペンディングインタレストテーブルにフォワーディングするステップを更に
含むことを特徴とする請求項７に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通
信方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のコンテンツ中心ネットワークにおけるノード
の通信方法を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。
【請求項１３】
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　コンテンツ中心ネットワークのノードであって、
　他のノードが送信するコンテンツをオーバーヒアリングするオーバーヒアリングモジュ
ールと、
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するプリキャッシュモジュールと、を備
え、
　前記オーバーヒアリングモジュールは、
　コンテンツの名前を含むエントリを格納する管理テーブルに前記オーバーヒアリングし
たコンテンツの名前を含むエントリがあるか否かを判断し、
　前記管理テーブルに前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前を含むエントリがな
いと判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツをプリキャッシュフィルタ
にフォワーディングすることを特徴とするコンテンツ中心ネットワークのノード。
【請求項１４】
　前記プリキャッシュモジュールは、前記ノードが前記オーバーヒアリングしたコンテン
ツを要求するパケットを受信したか否かに拘らず、前記オーバーヒアリングしたコンテン
ツを格納することを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツ中心ネットワークのノード
。
【請求項１５】
　前記プリキャッシュモジュールは、前記オーバーヒアリングしたコンテンツが特定目的
のコンテンツであるか否かを判断し、該判断の結果に基づいて前記オーバーヒアリングし
たコンテンツを格納することを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツ中心ネットワー
クのノード。
【請求項１６】
　前記特定目的は、ユニキャストトラフィック、マルチキャストトラフィック、及びブロ
ードキャストトラフィックのうちのいずれか１つ、又はこれらの組合せを含むことを特徴
とする請求項１５に記載のコンテンツ中心ネットワークのノード。
【請求項１７】
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコンテン
ツの名前と一致するか否かを判断するプリキャッシュフィルタを更に含むことを特徴とす
る請求項１３に記載のコンテンツ中心ネットワークのノード。
【請求項１８】
　前記プリキャッシュモジュールは、前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前が前
記フィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致すると判断された場合、前記オー
バーヒアリングしたコンテンツを格納し、
　前記プリキャッシュフィルタは、前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前が前記
フィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致しないと判断された場合、前記オー
バーヒアリングしたコンテンツを前記ノードのペンディングインタレストテーブルにフォ
ワーディングすることを特徴とする請求項１７に記載のコンテンツ中心ネットワークのノ
ード。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツをオーバーヒアリングする
ノードの通信方法及びそのノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソース及び目的地アドレスを用いるＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）基盤
ネットワーキングと異なって、コンテンツ中心ネットワーク（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｃｅｎｔ
ｒｉｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＣＣＮ）のような名前基盤ネットワークではパケットヘッダに
必要なコンテンツの名前を表示する。各ルータは、パケットヘッダに記されているコンテ
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ンツの名前を見て当該コンテンツのある箇所にパケットを伝送するようにルーティングテ
ーブルを構成する。ルータを含む全てのネットワーキング機器は、コンテンツストアのよ
うなキャッシュストレージ（Ｃａｃｈｅ　Ｓｔｏｒａｇｅ）にコンテンツを格納する。
【０００３】
　コンテンツ要求パケットを受信した場合、ネットワーキング機器は、パケットヘッダに
あるコンテンツの名前で自身のキャッシュストレージを検索し、自身がコンテンツを有す
る場合に当該コンテンツを要求者にコンテンツ伝達パケットの形態により伝達する。名前
基盤ネットワーキングは、コンテンツの本来の所有者まで行かなくても中間のいずれのノ
ードであっても自身のストレージに当該コンテンツがある場合に直ちに応答できるため、
平均送信経路の長さと全体的なネットワークの使用量を減らすことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、アプリケー
ションレイヤ或いは隣接ノードで発生するコンテンツ要求パケットをノード内部のコンテ
ンツストアで処理することによって、コンテンツ要求パケットが外部に送信されることを
抑制するノードの通信方法及びそのノードを提供することにある。
　また本発明の目的は、プリキャッシュされたコンテンツを周辺機器の要求に対する応答
として活用することによって、ネットワークトラフィックの分散を活性化させるノードの
通信方法及びそのノードを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるコンテンツ中心ネットワーク
におけるノードの通信方法は、他のノードが送信するコンテンツをオーバーヒアリングす
るステップと、前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップと、前記格納
されたコンテンツを要求するパケットの受信に応答して該格納されたコンテンツを提供す
るステップと、を有する。
【０００６】
　前記ノードの通信方法は、コンテンツの名前を含むエントリを格納する管理テーブルに
前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前を含むエントリがあるか否かを判断するス
テップと、前記判断の結果に基づいて前記オーバーヒアリングしたコンテンツをフォワー
ディングするステップと、を含むことができる。
　前記ノードの通信方法は、前記管理テーブルに前記オーバーヒアリングしたコンテンツ
の名前を含むエントリがあると判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツ
を捨てるステップを更に含むことができる。
　前記ノードの通信方法は、前記管理テーブルに前記オーバーヒアリングしたコンテンツ
の名前を含むエントリがないと判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツ
をプリキャッシュフィルタにフォワーディングするステップを更に含むことができる。
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、前記ノードが前記オー
バーヒアリングしたコンテンツを要求するパケットを受信したか否かに拘らず、前記オー
バーヒアリングしたコンテンツを格納し得る。
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、前記オーバーヒアリン
グしたコンテンツが特定目的のコンテンツであるか否かを判断するステップと、前記判断
の結果に基づいて前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップと、を含み
得る。
　前記特定目的は、ユニキャストトラフィック、マルチキャストトラフィック、又はブロ
ードキャストトラフィックのいずれか１つ、又はこれらの組合せを含み得る。
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、前記オーバーヒアリン
グしたコンテンツを前記ノードのコンテンツストアに格納するステップを含み得る。
　前記ノードの通信方法は、前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリ
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ングに用いられるコンテンツの名前と一致するか否かを判断するステップを更に含むこと
ができる。
　前記ノードの通信方法は、前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前が前記フィル
タリングに用いられるコンテンツの名前と一致しないと判断された場合、コンテンツの名
前を含むエントリを格納するペンディングインタレストテーブルに前記オーバーヒアリン
グしたコンテンツの名前を含むエントリがあるか否かをチェックするステップを更に含む
ことができる。
　前記フィルタリングに用いられるコンテンツの名前は、前記コンテンツに関する場所、
状況、サービスのうちの少なくとも１つ、又はこれらの組合せの情報を含み得る。
　前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップは、前記オーバーヒアリン
グしたコンテンツの名前が前記フィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致する
と判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するステップを含み得
る。
　前記ノードの通信方法は、前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前が前記フィル
タリングに用いられるコンテンツの名前と一致しないと判断された場合、前記オーバーヒ
アリングしたコンテンツを前記ノードのペンディングインタレストテーブルにフォワーデ
ィングするステップを更に含むことができる。
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるコンテンツ中心ネットワーク
のノードは、他のノードが送信するコンテンツをオーバーヒアリングするオーバーヒアリ
ングモジュールと、前記オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するプリキャッシュモ
ジュールと、を備える。
【０００８】
　前記オーバーヒアリングモジュールは、コンテンツの名前を含むエントリを格納する管
理テーブルを含み、前記オーバーヒアリングモジュールは、前記管理テーブルに前記オー
バーヒアリングしたコンテンツの名前を含むエントリがあるか否かを判断し、該判断の結
果に基づいて前記オーバーヒアリングしたコンテンツをフォワーディングし得る。
　前記オーバーヒアリングモジュールは、前記管理テーブルに前記オーバーヒアリングし
たコンテンツの名前を含むエントリがないと判断された場合、前記オーバーヒアリングし
たコンテンツをプリキャッシュフィルタにフォワーディングし得る。
　前記プリキャッシュモジュールは、前記ノードが前記オーバーヒアリングしたコンテン
ツを要求するパケットを受信したか否かに拘らず、前記オーバーヒアリングしたコンテン
ツを格納し得る。
　前記プリキャッシュモジュールは、前記オーバーヒアリングしたコンテンツが特定目的
のためのコンテンツであるか否かを判断し、該判断の結果に基づいて前記オーバーヒアリ
ングしたコンテンツを格納し得る。
　前記特定目的は、ユニキャストトラフィック、マルチキャストトラフィック、又はブロ
ードキャストトラフィックのいずれか１つ、又はこれらの組合せを含み得る。
　前記ノードは、前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリングに用い
られるコンテンツの名前と一致するか否かを判断するプリキャッシュフィルタを更に含む
ことができる。
　前記プリキャッシュモジュールは、前記オーバーヒアリングしたコンテンツの名前が前
記フィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致すると判断された場合、前記オー
バーヒアリングしたコンテンツを格納し、前記プリキャッシュフィルタは、前記オーバー
ヒアリングしたコンテンツの名前が前記フィルタリングに用いられるコンテンツの名前と
一致しないと判断された場合、前記オーバーヒアリングしたコンテンツを前記ノードのペ
ンディングインタレストテーブルにフォワーディングし得る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、アプリケーションレイヤ或いは隣接ノードで発生するコンテンツ要求
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パケットをコンテンツのオーバーヒアリングによりノード内部のコンテンツストアで処理
することで、無線リソースを消耗するコンテンツ要求パケットが外部に送信されることを
抑制できる。
　また、コンテンツのオーバーヒアリングによりプリキャッシュされたコンテンツをコン
テンツ所有者の代わりに周辺機器の要求に対する応答として活用することによって、ネッ
トワークトラフィックの分散を活性化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態による無線ネットワーク環境におけるコンテンツを要求する複数のコ
ンテンツ要求者がある場合のコンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）
の動作を説明するための図である。
【図２】コンテンツ中心ネットワークにおけるノードがコンテンツ要求パケットを処理す
る方法を説明するための図である。
【図３】一実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるオーバーヒアリングした
コンテンツを提供するコンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）の構造
を示す図である。
【図４】一実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法を示す
フローチャートである。
【図５】他の実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法を示
すフローチャートである。
【図６】更に他の実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法
を示すフローチャートである。
【図７】一実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードのブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
しかし、本発明は、本実施形態によって制限されたり限定されたりすることはない。また
、各図面に提示した同一の参照符号は同一の部材を示す。
【００１２】
　以下、「ノード」は、例えば、ユーザ端末（例えば、スマートフォン）、スマートＴＶ
、ノート型パソコン、ロボット掃除機などのような顧客装置及びアクセスポイント、ルー
タなどのようなネットワーキングデバイスを含む意味として理解される。「コンテンツ中
心ネットワーク」は、コンテンツの名前に基づいて当該コンテンツをもってくる様々なネ
ットワーキング方式を通称する情報中心ネットワーキング（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｃ
ｅｎｔｒｉｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ）の一例であり、以下で説明する内容はコンテンツ
中心ネットワーク以外に情報中心ネットワークでも同一に適用される。
【００１３】
　図１は、一実施形態による無線ネットワーク環境におけるコンテンツを要求する複数の
コンテンツ要求者がある場合のコンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ
）の動作を説明するための図である。
【００１４】
　図１を参照すると、コンテンツ中心ネットワークにおけるプロトコルの動作方式は、（
例えば、ユニキャストを介して）コンテンツ要求パケットを送信し、これに応答してコン
テンツを受信する構造である。無線環境内の任意のノード（例えば、複数のコンテンツ要
求者１３０）のうちの任意のノード）がコンテンツ要求パケットを送信すると、コンテン
ツ所有者１１０はこれに応答してコンテンツを送信又はブロードキャストする。
【００１５】
　無線ネットワーク環境でコンテンツ要求者１３０がコンテンツ所有者１１０に同時にコ
ンテンツを要求する場合、コンテンツ所有者１１０は全ての要求に応答するためにトラフ
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ィックがコンテンツ所有者１１０に集中する。コンテンツ所有者１１０は全ての要求を処
理して応答するため、このとき発生する処理遅延によってコンテンツの送信遅延が発生す
る。
【００１６】
　複数のコンテンツ要求者１３０がある場合、コンテンツ所有者１１０又は中間伝達者（
図示せず）は、要求に応答してコンテンツをブロードキャスト或いはマルチキャストして
コンテンツ送信速度を高めることができる。
【００１７】
　しかし、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）でブロードキャス
トされたコンテンツが全てのコンテンツ要求者１３０に伝達されるとしても、当該コンテ
ンツを要求するコンテンツ要求パケットを処理する前であれば、ノードは伝達されたコン
テンツを捨てる。即ち、コンテンツ要求パケットを受信する以前であれば、コンテンツ要
求者１３０はブロードキャストされたコンテンツを受信したとしても受信したコンテンツ
を格納せずに捨てる。
【００１８】
　コンテンツ要求者１３０が同一のコンテンツを同時に要求した場合、コンテンツ所有者
１１０ではボトルネック（ｂｏｔｔｌｅ　ｎｅｃｋ）現象が発生するため、ブロードキャ
スト（或いは、マルチキャスト）が必要である。しかし、ノードがコンテンツ要求パケッ
トを受信する以前であれば、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）
ではブロードキャストに送信されたコンテンツを活用することができない。無線ネットワ
ーク環境におけるブロードキャスト（或いは、マルチキャスト）は送信の信頼性の低下に
より受信率が減少する。
【００１９】
　図２は、コンテンツ中心ネットワークにおけるノードがコンテンツ要求パケットを処理
する方法を説明するための図である。
【００２０】
　図２は、名前基盤ネットワークの一例であるコンテンツ中心ネットワーク（Ｃｏｎｔｅ
ｎｔ－Ｃｅｎｔｒｉｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ：ＣＣＮ）でコンテンツ要求パケットを処
理する一実施形態を図示する。
【００２１】
　コンテンツ中心ネットワークに含まれるノード２００は、フェイス（ｆａｃｅ）（０）
２０１、フェイス（１）２０３、アプリケーションに接続されたフェイス（２）、コンテ
ンツストア（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｔｏｒｅ：ＣＳ）２１０、ペンディングインタレストテ
ーブル（Ｐｅｎｄｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｔａｂｌｅ：ＰＩＴ）２３０、及びフォワ
ーディング情報ベース（Ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅ：Ｆ
ＩＢ）２５０を含む。「フェイス」はコンテンツ要求パケットが受信される経路であり、
「インターフェース」として表現される。
【００２２】
　隣接ノード又はアプリケーションレイヤで発生するコンテンツ要求パケット（例えば、
「／ＡＢＣ．ｃｏｍ／ｍｗｊａｎｇ／ａｂｃ．ａｖｉ／ｖ＿３／ｓ＿２」に該当するコン
テンツを要求するコンテンツ要求パケット）がフェイス（０）２０１を介してコンテンツ
中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）に到着した場合を仮定する。
【００２３】
　ノード２００は、コンテンツ要求パケットを、コンテンツストア（ＣＳ）２１０、ペン
ディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）２３０、及びフォワーディング情報ベース（Ｆ
ＩＢ）２５０の順に伝達して処理する。
【００２４】
　ノード２００は、コンテンツの名前に基づいてコンテンツストア（ＣＳ）２１０に当該
コンテンツが存在するか否かを検索する。コンテンツストア（ＣＳ）２１０に当該コンテ
ンツがあれば、ノード２００は、格納していたコンテンツを、コンテンツ要求パケットが
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受信されたフェイス（０）２０１を介して、コンテンツ要求パケットに対する応答メッセ
ージ（コンテンツ伝達パケット）により伝達する。
【００２５】
　コンテンツストア（ＣＳ）２１０に当該コンテンツがなければ、ノード２００は、ペン
ディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）２３０内に同一のコンテンツの名前で格納され
たエントリがあるか否かを確認する。ノード２００は、現在の同一のコンテンツ要求パケ
ットを処理しているか否かを確認するために、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩ
Ｔ）２３０に当該エントリがあるか否かを確認する。
【００２６】
　ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）２３０内に同一のコンテンツの名前で格
納されたエントリがあれば、ノード２００は、コンテンツ要求パケットが受信された方向
を記憶するために当該エントリにコンテンツ要求パケットが入ったフェイス（インターフ
ェース）情報を追加する。
【００２７】
　ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）２３０内に同一のコンテンツの名前で格
納されたエントリがなければ、ノード２００は、フォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）
２５０の検索によってコンテンツ要求パケットを送信する方向を決定し、コンテンツ要求
パケットを次のノードに送信する。
【００２８】
　ノード２００は、フォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）２５０の検索時にコンテンツ
の名前に基づいた検索（ｎａｍｅ－ｂａｓｅｄ　ｌｏｏｋｕｐ）を行う。この時、ノード
２００は、最長プリフィクスマッチング（ｌｏｎｇｅｓｔ　ｐｒｅｆｉｘ　ｍａｔｃｈｉ
ｎｇ）（例えば、「／ＡＢＣ．ｃｏｍ」）に基づいてコンテンツの名前のプリフィクスと
フォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）２５０のエントリに登録されたプリフィクスに関
する情報に対する検索を行う。
【００２９】
　ノード２００は、フォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）２５０に登録されている情報
に基づいてコンテンツ要求パケットを伝送するフェイス（例えば、フェイス（１）２０３
）を決定し、フェイス（１）２０３を介して次のノードにコンテンツ要求パケットを送信
する。
【００３０】
　この過程で、ノード２００は、コンテンツ要求パケットが受信されるインカミングフェ
イス（フェイス（０）２０１）に関する情報（「０」）をペンディングインタレストテー
ブル（ＰＩＴ）２３０に登録する。これは今後コンテンツ要求パケットに対応するコンテ
ンツを含むデータパケットが伝達された時、当該コンテンツを要求した他のノードにイン
カミングフェイスであるフェイス（０）２０１を介してデータパケットを伝送するためで
ある。
【００３１】
　フォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）２５０に基づいてコンテンツ要求パケットを伝
送するフェイスを選択する時、ノード２００は、コンテンツ要求パケットが繰り返し伝え
られる現象を回避するためにコンテンツ要求パケットが受信されたフェイス（例えば、フ
ェイス（０）２０１）をフェイス候補から除外する。
【００３２】
　コンテンツ要求パケットを次のノードに送信した後、当該コンテンツ（コンテンツ要求
パケットを介して要求されたコンテンツ）を受信すると、ノード２００は、ペンディング
インタレストテーブル（ＰＩＴ）２３０を参照して当該コンテンツ要求パケットに対する
エントリがあるか否かを検査する。
【００３３】
　ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）２３０内に一致するエントリが存在する
場合、ノード２００は、コンテンツ要求パケットが、例えば、隣接ノードから受信された
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方向に当該コンテンツを伝達し、受信された当該コンテンツをコンテンツストア（ＣＳ）
２１０に格納する。
【００３４】
　場合によって、隣接ノード又はアプリケーションレイヤ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｌ
ａｙｅｒ）で発生するコンテンツ要求パケットがコンテンツ中心ネットワークレイヤ（Ｃ
ＣＮ　ｌａｙｅｒ）に到着する前に、ノード２００がコンテンツを受信することがある。
この時、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）では当該コンテンツ
を要求するメッセージ記録（例えば、ペンディングインタレストテーブルのエントリに対
する記録）がないため、ノード２００は当該コンテンツを捨てる。
【００３５】
　図３は、一実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるオーバーヒアリングし
たコンテンツを提供するコンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）の構
造を示す図である。
【００３６】
　図３を参照すると、無線環境において、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　
ｌａｙｅｒ）は、隣接ノード又はアプリケーションレイヤで発生するコンテンツをオーバ
ーヒアリングする（動作１）。そして、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌ
ａｙｅｒ）は、オーバーヒアリングしたコンテンツをコンテンツストア（Ｃｏｎｔｅｎｔ
　Ｓｔｏｒｅ：ＣＳ）でプリキャッシュ（ｐｒｅ－ｃａｃｈｉｎｇ）する（動作２）。プ
リキャッシュは、プリキャッシュモジュール（ＰＭ）によって行われる。
【００３７】
　その後、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）は、アプリケーシ
ョンレイヤ又は隣接ノードで発生するコンテンツ要求パケット（インタレストともいう）
を受信する（動作３）。コンテンツ要求パケットが要求するコンテンツがコンテンツスト
アにプリキャッシュされたコンテンツと一致すると、コンテンツ中心ネットワークレイヤ
（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）は、コンテンツストアに格納されたコンテンツを隣接ノード或い
はアプリケーションレイヤに提供する（動作４）。
【００３８】
　本実施形態によると、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）は、
アプリケーションレイヤ或いは隣接ノードで発生するコンテンツ要求パケットを内部的に
処理することによって、コンテンツをより早く提供することができる。コンテンツ中心ネ
ットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）は、コンテンツ要求パケットをノード内部のコ
ンテンツストアで処理するため、無線リソースを消耗するコンテンツ要求パケットが外部
に送信されることを抑制することができる。
【００３９】
　コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）は、コンテンツをオーバー
ヒアリングすることでプリキャッシュされたコンテンツをコンテンツ所有者の代わりに周
辺機器の要求に対する応答として活用できるため、ネットワークトラフィックの分散を活
性化させ得る。
【００４０】
　以下で説明するコンテンツをオーバーヒアリングするノードの通信方法は、無線ネット
ワーク環境だけではなく、オーバーヒアリング可能な有線ネットワーク環境にも同一に適
用される。
【００４１】
　図４は、一実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法を示
すフローチャートである。
【００４２】
　図４を参照すると、本実施形態によるノードは、隣接ノードが送信するコンテンツをオ
ーバーヒアリングする（ステップＳ４１０）。
【００４３】
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　ノードは、ステップＳ４１０でオーバーヒアリングしたコンテンツをキャッシュ手段に
格納する（ステップＳ４２０）。
【００４４】
　一般に、コンテンツ要求パケットがコンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａ
ｙｅｒ）で処理される前にコンテンツが受信されると、そのコンテンツはノードのコンテ
ンツストアに格納されない。即ち、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙ
ｅｒ）は、ノードのペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）のエントリとマッチン
グしないコンテンツが受信される場合には当該コンテンツを格納しない。
【００４５】
　本実施形態ではコンテンツストアの機能を拡張し、アプリケーションレイヤ又は隣接ノ
ードで対応するコンテンツ要求パケットが到着する前にオーバーヒアリングしたコンテン
ツが受信されても、オーバーヒアリングしたコンテンツを予め格納（ｐｒｅ－ｃａｃｈｉ
ｎｇ）する。即ち、本実施形態では、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）のエ
ントリとマッチングしないオーバーヒアリングしたコンテンツが受信されても、オーバー
ヒアリングしたコンテンツを臨時的に格納する。オーバーヒアリングしたコンテンツはノ
ードのコンテンツストアに格納されてもよく、プリキャッシュのために別に備えられたノ
ードのキャッシュに格納されてもよい。
【００４６】
　ノードは、格納されたコンテンツを、例えば、ユニキャストトラフィック、ブロードキ
ャストトラフィック、又はマルチキャストトラフィックによって複数のノードに送信する
。即ち、格納されたコンテンツは送信タイプを有する。複数のノードに送信されるコンテ
ンツをブロードキャスト或いはマルチキャストにより送信し、受信ノードのコンテンツ中
心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）でオーバーヒアリングすることで、ブロー
ドキャスト或いはマルチキャストの送信性能を向上させることができる。
【００４７】
　その後、アプリケーションレイヤで発生したコンテンツ要求パケットがコンテンツ中心
ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）に伝達されると、オーバーヒアリングして格
納していたコンテンツは直ちにアプリケーションレイヤに伝達される。このように、コン
テンツ要求パケットは機器外部に送信されずに機器内部で処理されるため、制限された無
線リソースを節約することができる。
【００４８】
　また、周辺ノードから格納されたコンテンツを要求するコンテンツ要求パケットが受信
されると、オーバーヒアリングしたコンテンツを格納するノードは、コンテンツ要求パケ
ットをコンテンツ所有者に伝達せずにローカル（ｌｏｃａｌｌｙ）に処理する。
【００４９】
　ノードは、他のノードから、格納されたコンテンツを要求するコンテンツ要求パケット
を受信する（ステップＳ４３０）。
【００５０】
　コンテンツ要求パケットの受信に応答して、ノードは格納されたコンテンツを他のノー
ドに提供する（ステップＳ４４０）。
【００５１】
　図５は、他の実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法を
示すフローチャートである。
【００５２】
　図５を参照すると、ノードは、隣接ノードが送信するコンテンツをオーバーヒアリング
する（ステップＳ５１０）。
【００５３】
　ノードは、フィルタリングに用いられるコンテンツの名前に基づいて、ステップＳ５１
０でオーバーヒアリングしたコンテンツをフィルタリングする（ステップＳ５２０）。ス
テップＳ５２０において、フィルタリングに用いられるコンテンツの名前は、コンテンツ
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に関する場所、状況、サービスのうちの少なくとも１つに関する情報を含む。コンテンツ
に関する場所として、ショッピングモール（Ｓｈｏｐｐｉｎｇ　Ｍａｌｌ）、教室（Ｃｌ
ａｓｓ　ｒｏｏｍ）などが一例として挙げられる。コンテンツに関する状況では、ｅ－ミ
ーティング（ｅ－Ｍｅｅｔｉｎｇ）が一例として挙げられる。コンテンツに関するサービ
スとして、スポーツゲーム（ｓｐｏｒｔｓ　ｇａｍｅ）、スマートクラス（ｓｍａｒｔ　
ｃｌａｓｓ）、その他にもマルチキャストトラフィックサービス又はブロードキャストト
ラフィックサービスなどのような通信サービス方式を含む。
【００５４】
　本実施形態によると、オーバーヒアリングしたコンテンツを用いて要求されるコンテン
ツを提供することによって、インフラのない環境でもスポーツゲーム、ｅ－ミーティング
、スマートクラスなどのような高品質の大容量コンテンツを分配することができる。
【００５５】
　実施形態によって、フィルタリングに用いられるコンテンツの名前は、オーバーヒアリ
ングしたコンテンツを格納する時間に関する情報を含むか、又は特定場所でオーバーヒア
リングしたコンテンツを格納する時間に関する情報を含む。例えば、フィルタリングに用
いられるコンテンツの名前は、ｅ－ミーティング時にオーバーヒアリングしたコンテンツ
が当該状況、即ちｅ－ミーティング時間の間にノードのコンテンツストアに保持されるよ
うにする情報を含む。
【００５６】
　ノードは、オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコ
ンテンツの名前と一致するか否かを判断する（ステップＳ５３０）。オーバーヒアリング
したコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致すると判断
された場合、ノードはステップＳ５４０の過程を行う。オーバーヒアリングしたコンテン
ツの名前がフィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致しないと判断された場合
、ノードはステップＳ５７０の過程を行う。
【００５７】
　オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコンテンツの
名前と一致すれば、ノードは、オーバーヒアリングしたコンテンツをプリキャッシュモジ
ュールにフォワーディングし、コンテンツストアはオーバーヒアリングしたコンテンツを
格納する（ステップＳ５４０）。
【００５８】
　ノードは、他のノードから、格納されたコンテンツを要求するコンテンツ要求パケット
を受信する（ステップＳ５５０）。
【００５９】
　ノードは、ステップＳ５５０において、コンテンツ要求パケットの受信に応答して他の
ノードに格納されたコンテンツを提供する（ステップＳ５６０）。
【００６０】
　オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコンテンツの
名前と一致しなければ、ノードは、オーバーヒアリングしたコンテンツをノードのペンデ
ィングインタレストテーブルに送信する（ステップＳ５７０）。
【００６１】
　図６は、更に他の実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方
法を示すフローチャートである。
【００６２】
　図６を参照すると、本実施形態によるノードは、隣接ノードから送信されたコンテンツ
をオーバーヒアリングするか、或いは上位階層からのコンテンツを受信する（ステップＳ
６１０）。
【００６３】
　ノードは、オーバーヒアリングモジュールを用いて、複製又はオーバーヒアリングした
か又は受信したコンテンツが重複して存在するか否かをチェックする（ステップＳ６２０
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）。
【００６４】
　ステップＳ６２０において、ノードは、管理テーブルにオーバーヒアリングしたか又は
受信したコンテンツの名前と一致するエントリがあるか否かを判断する。管理テーブルは
、オーバーヒアリングモジュールに含まれ、隣接ノードからオーバーヒアリングしたか、
又はアプリケーションレイヤから受信した少なくとも１つのコンテンツの名前を含むエン
トリを格納する。ノードは、ステップＳ６２０の判断結果に基づいて、オーバーヒアリン
グしたコンテンツ（或いは、受信したコンテンツ）のフォワーディングの有無を決定する
。以下、「オーバーヒアリングしたコンテンツ」は、上位階層から受信したコンテンツを
含む概念として理解される。
【００６５】
　ステップＳ６２０において、管理テーブルにオーバーヒアリングしたコンテンツの名前
と一致するエントリがあれば、ノードは、オーバーヒアリングしたコンテンツを捨てた後
（ステップＳ６２５）、動作を終了する。管理テーブルにオーバーヒアリングしたコンテ
ンツの名前と一致するエントリがあるということは、以前にオーバーヒアリングした同一
のコンテンツがあることを意味する。このような場合、同一のコンテンツを各レイヤで重
複的に格納することによって発生するネットワークリソースの浪費を減らすために、本実
施形態では、ステップＳ６２５のようにオーバーヒアリングしたコンテンツを捨てる。
【００６６】
　ステップＳ６２０で管理テーブルにオーバーヒアリングしたコンテンツの名前と一致す
るエントリがなければ、ノードは、プリキャッシュフィルタを用いて、オーバーヒアリン
グしたコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致するか否
かを判断する（ステップＳ６３０）。
【００６７】
　ステップＳ６３０において、オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリン
グに用いられるコンテンツの名前と一致すれば、ノードは、プリキャッシュモジュールを
用いてオーバーヒアリングしたコンテンツをプリキャッシュした後（ステップＳ６３５）
、動作を終了する。ステップＳ６３０において、オーバーヒアリングしたコンテンツの名
前がフィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致するということは、オーバーヒ
アリングしたコンテンツが予め設定された特定目的のためのコンテンツに該当することを
意味する。この場合、予め設定された特定目的のためのコンテンツに該当するオーバーヒ
アリングしたコンテンツはプリキャッシュされる。特定目的は、ユニキャストトラフィッ
ク、マルチキャストトラフィック、又はブロードキャストトラフィックのいずれか１つを
含む。
【００６８】
　ステップＳ６３０において、オーバーヒアリングしたコンテンツの名前がフィルタリン
グに用いられるコンテンツの名前と一致しなければ、ノードは、オーバーヒアリングした
コンテンツを、オーバーヒアリングしていない一般的なコンテンツと同一に処理する。ノ
ードは、オーバーヒアリングしたコンテンツに該当するエントリがペンディングインタレ
ストテーブルにあるか否かをチェックする（ステップＳ６４０）。ステップＳ６４０のチ
ェック結果、ペンディングインタレストテーブルにオーバーヒアリングしたコンテンツに
該当するエントリがあれば、ノードは、オーバーヒアリングしたコンテンツを、当該コン
テンツを要求したノードにフォワーディングする（ステップＳ６５０）。そして、ノード
はオーバーヒアリングしたコンテンツをコンテンツストアに格納する（ステップＳ６５０
）。
【００６９】
　ステップＳ６４０のチェック結果、ペンディングインタレストテーブルにオーバーヒア
リングしたコンテンツに該当するエントリがなければ、ノードは、オーバーヒアリングし
たコンテンツを要求したノードがないものと見て、オーバーヒアリングしたコンテンツを
捨てる（ステップＳ６６０）。
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【００７０】
　本実施形態によるノードは、コンテンツ以外に、隣接ノードが送信するコンテンツ要求
パケットをオーバーヒアリングする。ノードは、オーバーヒアリングしたコンテンツ要求
パケットも同様にオーバーヒアリングしたコンテンツと同一の方法で処理する。図４～図
６によって上述した方法は、ノードがオーバーヒアリングしたコンテンツ要求パケットに
ついても同一に適用される。
【００７１】
　図７は、一実施形態によるコンテンツ中心ネットワークにおけるノードのブロック図で
ある。
【００７２】
　図７を参照すると、本実施形態によるノード７００は、オーバーヒアリングモジュール
７１０、プリキャッシュフィルタ７２０、コンテンツストア（ＣＳ）７３０、ペンディン
グインタレストテーブル（ＰＩＴ）７４０、及びフォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）
７５０を含む。
【００７３】
　オーバーヒアリングモジュール７１０は、隣接ノードが送信するコンテンツをオーバー
ヒアリングする。オーバーヒアリングモジュール７１０は、オーバーヒアリングした少な
くとも１つのコンテンツの名前を含むエントリを格納する管理テーブル７１５を含む。
【００７４】
　オーバーヒアリングモジュール７１０は、管理テーブル７１５に自身がオーバーヒアリ
ングしたコンテンツの名前と一致するエントリがあるか否かに基づいて、オーバーヒアリ
ングしたコンテンツのフォワーディングの有無を決定する。例えば、オーバーヒアリング
モジュール７１０は、管理テーブル７１５に自身がオーバーヒアリングしたコンテンツの
名前と一致するエントリがあると判断された場合、オーバーヒアリングしたコンテンツを
プリキャッシュモジュール７３５にフォワーディングすることを抑制する。オーバーヒア
リングモジュール７１０は、管理テーブル７１５に自身がオーバーヒアリングしたコンテ
ンツの名前と一致するエントリがないと判断された場合、オーバーヒアリングしたコンテ
ンツをプリキャッシュモジュール７３５或いはプリキャッシュフィルタ７２０にフォワー
ディングする。
【００７５】
　プリキャッシュフィルタ７２０は、コンテンツの名前に基づいて、オーバーヒアリング
したコンテンツをフィルタリングする。プリキャッシュフィルタ７２０は、オーバーヒア
リングしたコンテンツの名前がフィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致する
場合、オーバーヒアリングしたコンテンツをプリキャッシュモジュール７３５にフォワー
ディングする。プリキャッシュフィルタ７２０は、オーバーヒアリングしたコンテンツの
名前がフィルタリングに用いられるコンテンツの名前と一致しない場合、オーバーヒアリ
ングしたコンテンツをペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）７４０にフォワーデ
ィングする。
【００７６】
　コンテンツストア７３０は、プリキャッシュモジュール７３５を含む。プリキャッシュ
モジュール７３５は、オーバーヒアリングモジュール７１０がオーバーヒアリングしたコ
ンテンツを格納する。
【００７７】
　プリキャッシュモジュール７３５は、ノードがオーバーヒアリングしたコンテンツを要
求するコンテンツ要求パケットを受信したか否かに拘らず、オーバーヒアリングしたコン
テンツを格納する。
【００７８】
　プリキャッシュモジュール７３５は、オーバーヒアリングしたコンテンツが特定目的の
コンテンツであるか否かに基づいて、オーバーヒアリングしたコンテンツを予め格納する
。特定目的は、マルチキャストトラフィック又はブロードキャストトラフィックのいずれ
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か１つを含む。
【００７９】
　コンテンツストア（ＣＳ）７３０、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）７４
０、及びフォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）７５０の基本的な動作については図２を
参照して説明した通りである。
【００８０】
　本実施形態によると、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）がコ
ンテンツのオーバーヒアリングによって受信されたパケットをコンテンツストアで予めキ
ャッシュし、アプリケーションレイヤ或いは隣接ノードで発生するコンテンツ要求パケッ
トを内部的に処理することによって、ブロードキャスト及びマルチキャストの効率を高め
ることができる。
【００８１】
　本実施形態によると、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）がコ
ンテンツ要求パケットをノード内部のコンテンツストアで処理するため、無線リソースを
消耗するコンテンツ要求パケットが外部に送信されることが抑制される。
【００８２】
　また、コンテンツ中心ネットワークレイヤ（ＣＣＮ　ｌａｙｅｒ）は、コンテンツのオ
ーバーヒアリングによってプリキャッシュされたコンテンツを、コンテンツ所有者に代わ
って周辺機器の要求に対する応答として活用できるため、ネットワークトラフィックの分
散を更に活性化することができる。
【００８３】
　本発明の一実施形態による方法は、多様なコンピュータ手段を介して様々な処理を実行
させることができるプログラム命令の形態で具現され、コンピュータ読取可能な記録媒体
に記録され得る。コンピュータ読取可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、デ
ータ構造などのうちの１つ又はその組合せを含む。記録媒体に記録されるプログラム命令
は、本発明の目的のために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュータソフ
トウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり、使用可能なものであって
もよい。コンピュータ読取可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（
登録商標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光
記録媒体、光ディスクのような光磁気媒体、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなど
のようなプログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が
含まれてもよい。プログラム命令の例には、コンパイラによって作られるような機械語コ
ードだけでなく、インタープリタなどを用いてコンピュータによって実行できる高級言語
コードが含まれる。ハードウェア装置は、本発明の動作を行うために１つ以上のソフトウ
ェアモジュールとして作動するように構成されてもよく、その逆も同様である。
【００８４】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明したが、本発明は、上
述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多
様に変更実施することが可能である。
【符号の説明】
【００８５】
　１１０　　コンテンツ所有者
　１３０　　コンテンツ要求者
　２００、７００　　ノード
　２０１　　フェイス（０）
　２０３　　フェイス（１）
　２１０　　コンテンツストア（ＣＳ）
　２３０、７４０　　ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）
　２５０、７５０　　フォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）
　７１０　　オーバーヒアリングモジュール
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　７１５　　管理テーブル
　７２０　　プリキャッシュフィルタ
　７３０　　コンテンツストア（ＣＳ）
　７３５　　プリキャッシュモジュール（ＰＭ）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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