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経路制御の提案
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あらまし インターネット上で音声通信，TV電話，TV会議のようなサービスを実現するとき，現状のインターネッ

トでは十分な QoSを確保できていないことが問題となっている．しかし，従来の QoS制御技術では，QoS制御を必

要とする通信を行うすべての発信元，送信先間に QoS制御をもつ IPインフラを整備する必要があり，これを実現す

ることは困難である．そこで，既存のインフラストラクチャーの変更なしに複数の経路を考慮可能な，オーバーレイ

ネットワークを利用した経路制御を用いたコールアドミッションを提案する．コールアドミッションとは，QoSの向

上を計りつつ，コール (通信要求)を受理することによって得られる利益の合計を高めるためにコールの受理，拒否

を決定することである．本稿では大容量データ通信において，IP(Internet Protocol)ネットワーク上でのコールアド

ミッション，経路探索，オーバーレイネットワークを利用した経路制御であるコールアドミッションについて述べ，

QoS向上を目的としたオーバーレイネットワーク上での経路制御方法を提案する．
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Abstract When we offer services such as the voice-data communication, TV telephone, and TV conference on the

Internet, it is not enough to guarantee quality of service. However the traditional method of QoS control requires

that all network elements between a source and a destination implement QoS mechanisms, and it is difficult to

achieve this requirement. Then, we propose the call admission with routing on an overlay network where two or

more routes can be considered without changes in existing infrastructure. Call admission is to decide whether or not

to accept calls to guarantee quality of service and obtain many profits by accepting calls. We study call admission

and routing on an IP network and QoS routing on an overlay network for a mass data communication. We propose

a routing method on an overlay network to improve quality of service.
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1. は じ め に

近年，インターネット利用者の爆発的な増加に伴いブロード

バンド化が推進され，IP電話，TV電話，TV会議のような帯

域幅を大きく占有するデータをインターネット上で伝送する

ようになっている．利用者の増加と大容量データの伝送によっ

て，すべてのコール (通信要求) を受け入れることは回線の混

雑による QoSの劣化につながる可能性がある．QoSの劣化を

避けるための従来技術として，通信で用いる帯域幅を確保する

Intserv [5]，Diffserv [3]などが挙げられる．しかし，従来技術

では，QoS制御を必要とする通信を行うすべての発信元，送信

先間に QoS制御をもつ IPインフラを整備する必要があり，こ



れを実現することは困難である．

そこで，エンドホスト間で QoS制御を行うため，既存の IP

インフラを利用して実現可能なオーバーレイネットワークを利

用した QoS 制御に注目する．本稿におけるオーバーレイネッ

トワークとは，中継ノード (ルータ)群からなる IPネットワー

ク上に，エンドノード (ホスト) を中継ノードとして構築され

るネットワークである．オーバーレイネットワークを利用した

QoS 制御は，ネットワーク容量を超えるコールを受け入れる

ことによる回線の混雑を避けるために，回線の状況から新しい

コールを受理すべきかエンドホスト間により決定することであ

る．QoSを保証しつつ，コールを受理することによって得られ

る利益の合計を高めるためにコールの受理，拒否を決定するこ

とをコールアドミッションと呼ぶ．また，コールが受理された

場合，ネットワーク中の１つの経路をコールに割り当てるとい

うルーティングを行う必要がある．受理したコールに割当てる

経路は，ネットワーク資源の有効利用と割当てる経路が使用ア

プリケーション向きであるかを考えなければならない．本稿で

は，この経路の割当てをオーバーレイネットワークを利用した

経路制御により行う．オーバーレイネットワーク上では，個々

のエンドノード間では IP経路制御が行われ，エンドノードを

中継することにより IP経路制御とは異なる複数の通信経路を

考えることができる．オーバーレイネットワークを利用した経

路制御は，計測した指標 (遅延，帯域幅，スループット) を用

いて構築されたオーバーレイネットワーク上での特定のアプリ

ケーション向きの通信経路を選ぶことを可能にする．

また，我々はコールの受理，拒否の決定にコールアドミッショ

ンアルゴリズムの 1つである SAAPµ [4]を用いる．SAAPµの

特徴は，枝の負荷の増加に応じて指数関数的に増加するコスト

を枝に割り当て，経路の枝コストの総和に上限 (制約コスト)を

設定し混雑している経路を避けることである．ここで，我々は

制約コストを満たし，かつ (a)枝コストの総和が最小，(b)ホッ

プ数が最小な経路の中で枝コストの総和が最小という経路選

択基準を考えた．基準 (a)では，経路探索手法として Dijkstra

法を用いる (従来手法)．本稿では，基準 (b)を満たす経路を探

索するためのアルゴリズムを提案する．ただし，オーバーレイ

ネットワークにおける枝はエンドノード間の IP経路制御によっ

て定められた経路，枝コストはエンドノード間の IP経路制御

によって定められた経路の IPネットワーク上の枝コストの総

和と定義する．提案経路探索法は，以前に探索した始点から各

節点への全ての経路の中で枝コストの総和が最小となる経路を

保持し，このコストを超える経路への探索と，制約コストを超

える経路への探索を制限し条件付幅優先探索を行うことで，始

点から終点へのコスト制約を満たす最小ホップ数の経路を探索

する．オーバーレイネットワーク上での提案経路探索手法を用

いたコールアドミッションの有効性を検証する．

2. オンラインコールアドミッション

音声，動画を対話的に通信するネットワークでは，ネットワー

ク容量を超えるコールを受け入れることによって回線の混雑が

起こり，QoSの劣化につながる可能性がある．回線の混雑によ

るQoSの劣化を避けるために，新たに発生するコールをネット

ワークの状況に応じて受理するか，拒否するかを決定するコー

ルアドミッションが解決法の 1つとして考えられている．受理

されたコールの利益の合計を高めることを目的に逐次的に発生

するコールに対して，コールが発生したときのネットワークの

状況からコールの受理，拒否を決定することをオンラインコー

ルアドミッションと呼ぶ．

以下では，本稿におけるコールアドミッション問題を定義す

る．本稿におけるネットワークは節点数が nである無向グラフ

とし，各枝 eは容量 u(e)を持つとする．本稿では，基本的な場

合を考えるためにコールの存続期間が無期限と見なせる長期存

続コールであると仮定し，i番目に発生したコールを ri = (si,

ti, bi, pi)と表し，si はコールの始点，ti は終点，bi はコール

ri のバンド幅要求，pi はコール ri を受理することによって得

られる利益とする．本稿では bi を 1に固定する．

コールが発生したとき，受理，拒否を決定するためにネット

ワーク中の各枝 eにどれくらい負荷がかかっているか計算する

必要がある．そこで，j 番目のコールを処理したときの枝 eに

対する負荷率 Lj(e)を以下に定義する．

ÃLj(e) =
1

u(e)

∑

k∈Aj
e∈Pk

bk (1)

ここで，Aj は j 番目までに受理されたコールの添字の集合，

bk は k 番のコールのバンド幅要求とし，Pk は k ∈ Aj となる

コールに割り当てられた経路を表す．

コールアドミッション問題とは，Lj−1(e) + (bj/u(e)) < 1を

満たすようにコールの受理，拒否を決定し，受理したコールの

利益の合計を最大にすることが目的である．本稿では，各コー

ルの利益 pi を一定値 pと仮定する．このとき，拒否率を最小に

することがコールの利益の合計を最大にすることを意味する．

ここで，拒否率は (拒否したコール数/コールの総数)と定義す

る．また，コールが受理された場合，ネットワーク中の１つの

経路をコールに割り当てるというルーティングを行う必要があ

る．受理したコールに割当てる経路は，ネットワーク資源の有

効利用と割当てる経路が使用アプリケーション向きであるかを

考えなければならない．

3. IPネットワークにおけるQoS制御

IPネットワーク上での QoSの劣化を避けるための従来技術

として，通信で用いる帯域幅を確保する Intserv [5]，Diffserv [3]

などが挙げられる．しかし，従来技術では，QoS制御を必要と

する通信を行うすべての発信元，送信先間に QoS制御をもつ

IPインフラを整備する必要があり，これを実現することは困難

である．そこで，エンドホスト間で QoS制御を行うため，既存

の IPインフラを利用して実現可能なオーバーレイネットワー

クを利用した QoS制御に注目する．

3. 1 オーバーレイネットワークを利用した QoS制御

一般的にオーバーレイネットワークとは，下位層のリンクを

用いて上位層でそれぞれのサービスやアプリケーションの目的

に応じて仮想的なリンクを形成することで構築されるネット



ワークである．本稿で対象とするオーバーレイネットワークと

は，中継ノード (ルータ)群からなる IPネットワーク上に，エ

ンドノード (ホスト) を中継ノードとする論理ネットワークを

構築することにより，現状の IPで提供されないネットワーク

サービスをアプリケーション層で実現しようとするものである．

オーバーレイネットワークを利用して実現されるサービスの例

として，資源発見・共有・キャッシング，コンテンツ配信など

が挙げられるが，本稿では，オーバーレイネットワークを利用

したコールアドミッションと経路制御に注目する．オーバーレ

イネットワークを利用したコールアドミッションとは，ネット

ワーク容量を超えるコールを受け入れることによる回線の混雑

を避けるために，回線の状況から新しいコールを受理するか，

拒否するかをエンドホスト間により決定することである．

また，オーバーレイネットワーク上では，個々のエンドノー

ド間では IP経路制御が行われ，エンドノードを中継すること

により IP経路制御とは異なる複数の通信経路を考えることが

できる．オーバーレイネットワークを利用した経路制御は，計

測した指標 (遅延，帯域幅，スループット) を用いて構築され

たオーバーレイネットワーク上での特定のアプリケーション向

きの通信経路を選ぶことを可能にする．今までにオーバーレイ

ネットワークを利用した経路制御によって QoS を向上させる

ことが考えられている [1], [2], [11]．しかし，従来手法で用いら

れているオーバーレイネットワークは，各オーバーレイネット

ワークノードがすべてのノードへのリンクを保持できる程度

の規模しか想定していない．特に大規模なオーバーレイネット

ワークの利用を考える場合では，オーバーレイネットワークの

維持に多くの資源を割くことになり現実的でない．本稿では，

各ノードが一部のノードへのリンクしか保持しないような拡張

可能なオーバーレイネットワークを扱い，大容量データ通信が

行われる IPネットワークにおけるオーバーレイネットワーク

を利用したコールアドミッションと経路制御方法を提案する．

4. オーバーレイネットワークを利用したコール
アドミッション

入力ネットワークN = (V, E)の各枝 eには容量 u(e)と負荷

が定義されているとする． ネットワーク N 上でのコールアド

ミッション問題に対し, 以下に示す SAAPµ [4]では, 枝の負荷

の増加に応じて指数関数的に増加するコストを割り当て経路探

索を行う．

4. 1 オンラインアルゴリズム SAAP—

コールを受理して得られる利益を高めるためにコールの受理，

拒否を決定するアルゴリズムをコールアドミッションアルゴリ

ズムと呼ぶ．本稿では，コールアドミッションアルゴリズムの

1つである SAAPµについて考察する．

SAAPµは，コールが発生するとコールの受理または拒否を

決定し，受理する場合はコールの始点と終点間の経路を決定す

る．SAAPµの特徴は，枝の負荷の増加に応じて指数関数的に

増加するコストを枝に割り当て，始点と終点間の経路上の枝コ

ストの総和が式 (2)を満たし，経路上のすべての枝が式 (3)を

満たす経路を選択することである．本稿では，経路上の枝の本

数をホップ数とし，枝の容量がコールの要求するバンド幅以上

空いているならホップ数 1のコールを受理するものとする．つ

まり，式 (2)よりコールの利益を p = bµと設定する．

∑
e∈P

bjµ
Lj−1(e) <= p (2)

ÃLj−1(e) +
bj

u(e)
< 1 (3)

コールアドミッション問題において，コストは枝容量の空い

ている度合いを表し，ホップ数は枝容量を帯域幅の分だけ占有

する枝の数を表している．コストが低く，ホップ数の少ない経

路を優先することは後に発生するコールの割り付けを効率的に

すると考えられる．

ここで，式 (2)，(3)を満たす経路の中で，(a)枝コストの総

和が最小，(b)ホップ数が最小の経路の中で枝コストの総和が

最小，という 2つの経路選択基準を考える．基準 (a)では，経

路探索手法として Dijkstra法，基準 (b)では，条件付幅優先探

索アルゴリズム [12]を用いる．

本稿では，オーバーレイネットワークを利用したコールアド

ミッションに SAAPµを適用し，基準 (b)を満たす経路選択を

行うことを提案する．図 1に，オーバーレイネットワーク上で

の経路が IPネットワーク上ではどのような経路となるか示す．

オーバーレイネットワーク上でのコストが最小の経路を矢印，

ホップ数が最小の経路を破線矢印で示している．IPネットワー

クノード間の遅延を 20msと仮定したとき，それぞれの経路の

遅延時間に着目すると，コストが最小の経路では 100ms，ホッ

プ数が最小の経路では 60msの遅延時間である．オーバーレイ

ネットワーク上での 1ホップは，複数の IPネットワークノー

ドを中継することを意味し，基準 (b)を満たす経路選択を行う

ことはオーバーレイネットワークにおけるコールアドミッショ

ン問題において，より有効であると考えられる．

4. 2 提案コールアドミッションアルゴリズム

4. 2. 1 条件付ホップ数最小経路探索問題

本節では, オーバーレイネットワークのモデルネットワーク

上での条件付ホップ数最小経路探索を定義する．ネットワーク

Nip = (V, E, u) は各枝 e に容量 u(e) と負荷を持つ IP ネット

ワークのモデルネットワークとする．ネットワークNipを 4.1節

で取り上げた SAAPµ [4]により，枝の負荷の増加に応じて指数

関数的に増加するコストを割り当て，枝にコストと空き容量をも

つネットワークGip = (V, E, c, u′)へ変換する．このとき，オー

バーレイネットワークのモデルネットワークで枝にコストと空

き容量をもつネットワーク Gover = (OV, OE, oc, ou′), OV⊂=V

を次のように定義する．ネットワーク Gover における各枝

oe = (u, v) はエンドノード u, v 間の IP 経路制御によって定

められた経路 IPoe に対応し，枝コスト oc(oe)はエンドノード

u, v 間の IP 経路 IPoe のネットワーク Gip 上の枝コストの総

和
∑

e∈IPoe
c(e) = oc(oe)と定義し，枝 oeの空き容量 ou′(oe)

は，IP 経路 IPoe に属する Gip 上の枝の空き容量の最小値

Min{u′(e)|e ∈ IPoe} = ou′(oe)と定義する．このとき，ネッ

トワーク Gover 上での条件付ホップ数最小経路探索問題を以下
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図 1 オーバーレイネットワーク上の経路と IP ネットワーク上の経路の対応

のように定義する．

コール rj が発生したとき,

∑
e∈P

bjµ
Lj−1(e) <= p

上式を満たす，つまり，上式右辺の pを制約コスト Climit と

し，bjµ
Lj−1(oe) を枝 oeの枝コスト oc(oe)とする．また，ホッ

プ数 l以下の始点 sから節点 v への経路の中で，経路の枝コス

トが最小の経路のコストをMCl,v と定義する．このとき，節

点 vにおいて，以下の条件 1, 2を満たすとき，そのときに限り

真となる述語 X(l, v)を考える．

条件 1 MCl,v <= Climit

条件 2 MCl,v < MCl−1,v

条件付ホップ数最小経路探索問題では，述語 X(l, tj)が真で

ある最小値 l におけるコール rj の始点 sj から終点 tj までの

ホップ数最小経路 P を探索することを目的とする．経路を見つ

けた場合は経路を出力し，条件 1，2を満たす経路がない場合

は経路が存在しないことを出力する．

以降では，節点 sは始点，節点 tは終点，EdgeC (v, w)，u(v, w)

は節点 v，w間の枝のコストと枝容量とする．

4. 2. 2 経路探索アルゴリズム

本節では，条件付ホップ数最小経路探索問題を解く条件付幅

優先探索アルゴリズム [12]を説明する．条件付幅優先探索アル

ゴリズムは，以前に探索した始点から各節点への経路の中で枝

コストの総和が最小のコストの経路のコストを保持し，このコ

ストを超える経路への探索と，制約コストを超える経路への探

索を制限し条件付幅優先探索をすることで，始点から終点への

コスト制約を満たす最小ホップ数の経路を探索する．

条件付幅優先探索アルゴリズムでは，ホップ数 iの始点 sか

ら各節点 vへの制約コスト Climit を超えない探索経路中で最も

小さいコストを持つ経路の枝コストの総和を Cost(i, v)へ記録

し，以前に探索した始点 sから各節点 v への経路の中の枝コス

トの総和の最小値を配列 min[v] へ記録する．節点名，ホップ

数の二項組を要素とし，後に延長される候補となる経路を表現

する要素を FIFO型のデータ構造キュー Qに保持する．また，

キュー Qへ要素を入れるとき，同じ要素がすでにキュー Qへ

入っている場合は古い要素を削除する．

条件付幅優先探索アルゴリズム

入力：枝 oeに容量 ou′(oe)とコスト oc(oe)をもつネットワーク

Gover = (OV, OE, oc, ou′)，始点 s，終点 t，コスト制約 Climit

出力：X(l, t)が真である経路が存在するならば最小ホップ数 l

の経路，またはこの条件の経路が存在しなければ，経路が存在

しないこと

初期設定
• min[v] ←∞ (∀v ∈ V − {s})，min[s] ← 0

• Cost(i, v) ←∞ (∀v ∈ V −{s}, i = 0, 1, . . . , nのすべて

の組合せに対して)

• Cost(0, s) ← 0

• Q ← ∅

STEP1: i ← 0，u ← s，

STEP2: 節 点 u に 隣 接 す る 各 節 点 w に 対 し て ，

Climit >= Cost(i, u)+EdgeC (u, w)，かつmin[w] >

Cost(i, u) + EdgeC (u, w) を満たすならば，1，2，

3を実行する．

（ 1） Cost(i+1, w) ← Cost(i, u)+EdgeC (u, w)，

min[w] ← Cost(i, u) + EdgeC (u, w)

（ 2） 要素 (w, i + 1)をキュー Qへ入れる．

（ 3） 節点 wが tなら STEP6 へ．

STEP3: 終了判定：キュー Qが空なら求める経路が存在し

ないことを出力し，終了．

STEP4: キューQの先頭の要素のホップ数が iならば，キュー

Q の先頭の要素 (i, v) を取り出し，u ← v とし

STEP2 へ．

キュー Qの先頭の要素のホップ数が iでなければ

STEP5 へ．

STEP5: i ← i + 1，STEP4 へ．

STEP6: 節点 tに隣接する節点で Cost(i, u) + EdgeC (u, w)

が最小となる節点に対し，Cost(i + 1, t) ←
Cost(i, u) + EdgeC (u, t) とし，Cost(i + 1, t) か

らホップ数とコストを参照して始点 sの Cost(0, s)

まで辿ることによって経路を求め出力し，終了．



条件付幅優先探索アルゴリズムにおいて以下の定理が成り立

つ．[12]

[定理 1] 条件付幅優先探索アルゴリズムは，ネットワーク

G(V, E, c, u′)，始点 s，終点 t，制約コスト Climit の入力に対

して，X(l, t)が真である経路が存在するならば最小ホップ数 l

の経路を出力し，経路が存在しなければ存在しないことを出力

する．2

5. 条件付幅優先探索の分散化

本節では，条件付幅優先探索の分散化をどのように実現する

かについて述べる．条件付幅優先探索は，節点名とコストの組

を要素とする経路情報をメッセージとしてブロードキャストす

ることによって行われる．メッセージの要素は，節点を経由す

る度に前の要素に連結して付加される．その探索例を図 2, 3, 4

に示す．探索例では，グラフの枝上の数字はコストを表し，制

約コスト Climit を 10とし，始点 aから終点 dへのコールが発

生したと仮定する．各節点 v は，始点 sから各節点 v へのある

ホップ数の経路のコストの最小値を記録する．この記憶したコ

ストを超える経路情報をもつメッセージが到着した場合，その

メッセージを破棄する．これを図中では破線のメッセージで表

す．また，メッセージの経路情報にある節点へのメッセージの

送信は行わない．これを図中では破線矢印で表す．

図 2 に示すように，まず最初に始点から接続しているすべ

ての節点へメッセージをブロードキャストする．そして，メッ

セージを受け取った節点は，ホップ数 1とコストを記憶する．
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図 2 探 索 例 1

次に図 3では，節点 cに注目する．メッセージの経路情報に

節点 aが含まれているため，節点 cから節点 aへのメッセージ

送信は行われない．

次に図 4では，節点 bに注目する．節点 eは節点 bからメッ

セージを受け取るが，節点 eはホップ数 2，コスト 2.3を記憶

しているため，ホップ数 3，コスト 8.5の経路情報をもつこの

メッセージは破棄される．節点 dは節点 bからメッセージを受

け取り，制約コスト Climit：10以下の経路情報をもつメッセー

ジであるため，コールを受理し，この経路をコールに割当てる．

しかし，現実の IPネットワーク上のオーバーレイネットワー

クにおいて条件付幅優先探索を分散アルゴリズムとして実現

するには問題点がある．幅優先探索であるため，ホップ数の小
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図 3 探 索 例 2
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図 4 探 索 例 3

さい経路順にメッセージが到着すると仮定しているが，実際に

は遅延の小さい経路順にメッセージは到着する．例えば，ある

節点へメッセージはホップ数 2のメッセージよりホップ数 3の

メッセージが早く到着する可能性がある．この問題点を解決す

るために，各節点 v は始点 sから各節点 v へのあるホップ数 l

の経路のコストの最小値をヒューリスティックに決定し，決定

した後にメッセージの送信を行う．節点 v にホップ数 l のメッ

セージが到着した場合，すぐに隣接節点へメッセージを送信せ

ず，ある一定の待ち時間は送信候補メッセージとして保持する．

ホップ数 l，かつ，経路のコストがより小さい経路情報を持つ

メッセージが新たに到着した場合，新たに到着したメッセージ

を送信候補メッセージとして残し，以前に到着したメッセージ

を破棄する．ある一定の待ち時間が経過したとき，現在保持し

ている送信候補メッセージの経路のコストを節点 v は始点 sか

ら各節点 v へのホップ数 lの経路のコストの予測最小値と決定

し，送信候補メッセージを隣接節点へ送信する．この後に，ホッ

プ数 l，かつ，経路のコストが予測最小値より小さい経路情報

を持つメッセージが到着しても破棄する．

待ち時間をより長い時間に設定すれば，始点 sから各節点 v

へのホップ数 lの経路のコストの最小値を正確に反映できるが，

経路決定の時間が長くなってしまう．そのため，始点 sから各

節点 v へのホップ数 lの経路のコストの最小値の正確な反映と

経路決定時間の関係についてはあらかじめ調査しておく必要が

ある．



6. CANを用いたオーバーレイネットワークの
構築

シミュレーション実験において，オーバーレイネットワーク

の構築に用いた Content Addressable Network(CAN) [6]につ

いて説明する．CANはインターネット規模のハッシュ表のよ

うな機能を提供する分散インフラストラクチャーである．CAN

はスケーラブル，かつフォールトトレラントで，自律性を持っ

ている．本稿では，CANの節点が持つ接続関係をオーバーレ

イネットワークの構築に利用するため，以降では CANの接続

関係の構築部分についてのみ 4.1節で説明する．また，CANで

は IPネットワークの近さが CAN座標空間上での近さに反映

されていない問題がある．この問題点を解決するために用いら

れているランドマーク手法 [7]について 4.2節で述べる．

6. 1 構 築

まず，d次元トラース上に仮想的なデカルト座標空間を展開

する．この座標空間は完全に論理的で，物理的な座標システム

とは無関係である．いずれかの時点で，座標空間全体はシステ

ムのすべての節点間で動的に区切られ，すべての節点は個々の

区切られた空間を所有する．CANの節点は仮想的な座標空間

を表現するオーバーレイネットワークを自己組織する．各節点

は自身の座標ゾーンに隣接する座標ゾーンを所有する節点の IP

アドレスを保持する．座標空間で直接隣接する節点の集合は，

この空間の任意の節点間のルーティングを可能にする座標ルー

ティング表のような機能を提供する．

n 個のゾーンへ分割された d 次元空間において，構築され

たオーバーレイネットワーク上での平均ルーティング経路長は

(d/4)(n1/d)ホップであり，個々の節点は 2d個の隣接節点を持

つ．d次元空間における，これらのスケーリング結果は隣接節

点数の増加なしで節点数を増加させることを示している．また，

平均経路長は O(n1/d)である．

6. 1. 1 節点の加入

CAN座標空間全体は節点が所有する座標ゾーンによって分

割される．CANに新たな節点が加入する場合，CANに参加す

る新しい節点は座標空間の一部をランダムに割り当てられる．

これは既存の節点が割り当てられたゾーンを半分に分けて，半

分をそのまま保持し，もう一方の半分を新しい節点へ渡すこと

によって実現される．その分割はある次元の順序でどの次元に

そってゾーンを分割するか決められている．例えば，2次元空

間であれば，ゾーンが最初に X 次元で分割され，その次に Y

次元で分割する．この分割法則により，節点が離脱する場合，

ゾーンは分割した次元にそって再度結合される．渡される半分

のゾーンを得ると，新しい節点は前の占有者から座標が隣接し

ている節点集合の IPアドレスを確認する．この集合はその占

有者自身を加えた，前の占有者の隣接節点の部分集合である．

同様に，前の占有者はもはや隣接していない節点を削除するた

めに，隣接節点集合を更新する．最後に，新しい節点と古い節

点の両方の隣接節点に対して空間の再配分が伝えられる．

新しい節点の追加は，座標空間のとても小さな領域にだけ影

響する．節点が保持する隣接節点の数はただ座標空間の次元に

のみ依存し，システム内の総節点数に依存しない．したがって，

次元数を dとすると，節点挿入は O(d)で隣接節点だけに影響

する．これは膨大な数の節点をもつことを想定している CAN

にとって重要な特性である．

6. 1. 2 節点の離脱

節点が CANを離脱するとき，離脱する節点の占有ゾーンが

残された節点によって引継がれることを保障する必要がある．

引継ぎの手続きは，離脱する節点の占有ゾーンと関連する接続

関係を隣接節点へ渡し，分割された次元にそって 1つのゾーン

へ再度結合することによって完了する．

6. 2 ランドマーク手法

CANでは，加入する節点に対してランダムな座標空間を割

り当てるため，IPネットワークの近さが CAN座標空間上での

近さに反映されていない問題がある．この問題点を解決するた

めに用いられているランドマーク手法 [7]について述べる．

ランドマークノードはネットワーク中のどのノードからも存

在と IPアドレスなどが知られているノードとし，まず，加入

する節点からランドマークノードへの遅延時間を測定する．測

定された遅延時間によって，各ランドマークノードへの遅延

時間の大きさと順序という 2 つの指標を元に節点をグループ

分けする．例えば，3 個のランドマークノード L1, L2, L3 が

存在していると仮定すると，L1:L2:L3，L1:L3:L2，L2:L1:L3，

L2:L3:L1，L3:L1:L2，L3:L2:L1なる 6通りの順序に分けられ

る．また，大きさを 3段階に分けて考えるなら，[0,100]msを

レベル 0，[100,200]ms をレベル 1，200ms より大きいをレベ

ル 2とすることができる．以降では，説明のため遅延時間の順

序のみでグループ分けされると仮定する．例えば，3個のラン

ドマークノードを用いた場合，節点は順序数 3!個のグループに

分類される．

次に，m個のランドマークノードを用いた場合，CAN座標

空間を m! 個の同じ大きさの空間を持つグループに分割する．

分割は決まった次元サイクル (例えば，xyzxyzx...) で行われ，

まず初めの次元でm分割され，次に 2つ目の次元でm− 1分

割され，以降同様に続ける．新たな節点が加入するとき，加入

節点は各ランドマークノードとの遅延時間を測定し，グループ

分けされた空間上でランダムな座標空間を割り当てられる．こ

のようにして，ランドマークノードを用いて，遅延時間の指標

を元に節点のグループ分けを行い，加入する節点をグループ内

の座標空間に割り当てることにより IPネットワークの近接関

係を CANのネットワークへある程度反映させることができる．

7. シミュレーション実験

本節では，オーバーレイネットワーク上での提案経路探索法

を用いたコールアドミッションの有効性をシミュレーション実

験により検証する．実験 1では，オーバーレイネットワーク上

での 4.1 節の式 (2)，(3) を満たす経路の中で枝コスト総和が

最小の経路を探索する Dijkstra法 (従来手法)を用いたコール

アドミッションと，式 (2)，(3)を満たす経路の中でホップ数が

最小の経路の中でコスト最小の経路を探索する提案手法を用

いたコールアドミッションの拒否率と実行時間を比較する．実



験 2では，IPネットワークをモデル化したネットワーク上に，

CANを用いてオーバーレイネットワークを構築し，より詳細な

シミュレーション実験により提案手法の有効性を検証する．実

験に用いた計算機の CPUは UltraSPARC-� i 1062MHz，メ

モリは 2GBである．

7. 1 実験 1：Dijkstra 法と提案手法を用いたコールアド

ミッションの性能比較

オーバーレイネットワーク上での Dijkstra法を用いたコール

アドミッション手法と，提案手法を用いたコールアドミッショ

ン手法を C言語で実現し，枝密度 10% に対して節点数を変化

させたときの拒否率と実行時間を計測した．

7. 1. 1 準 備

入力ネットワーク

オーバーレイネットワークのモデル化として，ランダムグラ

フ [9]を作成した．100×100のグリッドを用いて，枝密度 10%

に応じた枝数をもつ節点数 100, 150, 200, 250, 300個の 5種類

のランダムグラフを作成した. また，枝 1本の容量を 10に設

定した．

コールの入力系列

設定した種類は組合せ数の半分である. また, コールの数は

総容量と同数とし，バンド幅要求を 1とした．

7. 1. 2 実験結果と考察

枝密度を 10%に固定し節点数を変化させたときの Dijkstra

法と提案手法を用いたコールアドミッションの計測結果をそれ

ぞれ表 1，表 2に示す．ただし，Dijkstra法において，始点 s

から任意の節点への経路の最小コストを保持するためにヒープ

木を用いている．節点名，経路の枝の合計コストの組をヒープ

木の要素とし，ヒープ木の根は常にコストが最小の要素を持っ

ている．Dijkstra法における inはヒープ木に保持した要素の総

数，outはヒープ木から取り出した要素の総数とする．提案手

法における，inは，キューに保持した要素の総数，outはキュー

から取り出した要素の総数とする．

表 1 Dijkstra 法の節点数に対する拒否率と実行時間

節点数 拒否率 Time[秒] in out

100 0.799 0.25 85,295 47,049

150 0.631 2.30 575,095 318,201

200 0.528 9.68 1,717,78 950,438

250 0.520 23.8 3,465,228 1,902,272

300 0.499 51.5 6,313,553 3,424,950

表 2 提案手法の節点数に対する拒否率と実行時間

節点数 拒否率 Time[秒] in out

100 0.799 0.16 58,153 28,157

150 0.634 1.23 379,764 179,947

200 0.513 3.80 1,169,610 473,495

250 0.500 7.96 2,357,892 854,236

300 0.481 15.2 4,139,988 1,386,822

表 1，表 2 より，提案手法は Dijkstra 法に比べて，節点数

200, 250, 300 で拒否率の低い経路割当てを行っていることが

確認できた．また，提案手法は Dijkstra法に比べて，すべての

節点数の入力で計算時間が短縮され，計算を 1.6～3.4倍に高速

化することができた．計算時間の短縮については, Dijkstra法

では, 4.1節の式 (2)，(3)を満たす経路の中で枝コスト総和が

最小の経路を探索するため, 経路を求める計算時間が枝数に非

常に依存してしまう. 一方, 提案手法では式 (2)，(3)を満たす

経路の中でホップ数が最小の経路の中でコスト最小の経路を探

索するため, ホップ数とコストの値を保持することで探索する

経路を大幅に減らすことができる. 実際，Dijkstra法と提案手

法の in，outを比較すると，提案手法の探索している要素数は

Dijkstra法と比べてほぼ半分以下である．提案手法は, 経路の

高速な探索を行い，コールの受理，拒否が効率的に行われてい

ることから，コールアドミッションに適した経路探索法である

と言える.

7. 2 実験 2：モデル化した IP ネットワーク上に構築した

オーバーレイネットワーク上での実験

実験 2 では，IP ネットワークをモデル化したネットワーク

と，モデル化したネットワーク上に CANを用いて構築される

オーバーレイネットワークを入力ネットワークとした．まず，

IPネットワーク上での最小ホップ経路制御を用いたコールアド

ミッションを C言語で実現し，拒否率を計測した．この拒否率

は許容できない通信量を表している．また，Dijkstra法による

コールアドミッションと，提案手法によるコールアドミッショ

ンを C言語で実現し，拒否率，実行時間，受理されたコールに

ルーティングしたオーバーレイネットワーク上の経路のホップ

数を計測した．

7. 2. 1 準 備

入力ネットワーク

IP ネットワークのモデル化として，Georgia Tech Inter-

network Topology Generator (GT-ITM) [10]を用いて節点数

1000，枝数 2034 の Transit-Stub グラフ (T-S グラフ) を作

成し，枝には T-S グラフの枝の種類に応じて容量を設定し，

Transit-Transit 間の枝に 1500，Transit-Stub 間の枝に 1000，

Stub-Stub間の枝に 500とした．また，T-Sグラフ上に CAN

を用いて節点数 50，枝数 209 のオーバーレイネットワークを

作成した．各オーバーレイネットワークの枝 1本に対して，IP

ネットワークの枝数は平均 7.15本であった．

コールの入力系列

始点，終点に対応する 2 節点間にランダムな確率を与えて

コールの到着間隔を計算し，ポアソン過程を用いて発生させ

たコールの系列を入力とした [8]．設定した種類は 25, 50, 100,

200, 400 である．また, コールの数は 8000 個とし，バンド幅

要求を 1とした．

7. 2. 2 実験結果と考察

IP経路制御，Dijkstra法，提案手法を用いたコールアドミッ

ションの 3つの計測結果を表 3, 表 4に示す．ただし，表中の

Timeは実行時間を表し，hop は, 受理されたコールにルーティ

ングしたオーバーレイネットワーク上の経路のホップ数の平均

値である.

表 3より，オーバーレイネットワークを利用した提案手法を



表 3 IP 経路制御と提案手法のコールの種類に対する拒否率

コールの 拒否率

種類 IP 提案

25 0.537 0.107

50 0.444 0.081

100 0.397 0.063

200 0.393 0.063

400 0.387 0.060

表 4 Dijkstra法と提案手法を用いたコールアドミッションの計測結果

コールの 経路制御方法

種類 Dijkstra 法 提案手法

拒否率 Time[秒] hop 拒否率 Time[秒] hop

25 0.141 0.92 2.92 0.107 0.54 2.40

50 0.128 0.91 2.89 0.081 0.40 2.40

100 0.096 0.88 2.78 0.063 0.46 2.30

200 0.094 0.82 2.78 0.063 0.70 2.26

400 0.090 1.02 2.75 0.060 0.70 2.25

用いたコールアドミッションは，IP経路制御を用いたコールア

ドミッションと比較して，拒否率は非常に低くなっている．特

に，コールの種類が制限された場合，IP経路制御ではホップ数

最小の経路がすぐに飽和状態になってしまうことがわかる．そ

れに対して，オーバーレイネットワークを利用した提案手法を

用いたコールアドミッションでは，複数の経路を探索可能であ

り，コールを分散して割当てることができたことが拒否率の低

い経路割当ての原因である考えられる．

表 4より，提案手法によるコールアドミッションは Dijkstra

法によるコールアドミッションと比較して，経路の高速な探索

が行われ，拒否率の低い経路割当てを行っていることが確認で

きた．計算時間の短縮については，提案手法ではホップ数とコ

ストの値を保持することで探索する経路を大幅に減らすことが

できていることが原因であると考えられる．Dijkstra法では枝

コスト総和が最小の経路を探索するためホップ数による制約が

ないのに対して，ホップ数に制約をもつ提案手法はよりホップ

数の小さい経路を選択する．オーバーレイネットワーク上での

1 ホップは，複数の IP ネットワークノードを中継することを

意味する．そのため，提案手法は Dijkstra 法と比べて各コー

ルの割当てにおいて枝の容量を占有する枝数が少なくできたこ

とが拒否率の低い経路割当ての原因であると考えられる．具体

的には，各オーバーレイネットワークの枝 1 本に対して，IP

ネットワークの枝数は平均 7.15 本，コールの種類 25 のとき

の Dijkstra 法の平均ホップ数 2.92，提案手法の平均ホップ数

2.40より (2.92-2.40)×7.15=3.718 であるから，提案手法と比

較して Dijkstra法は 1つのコールにつき IPネットワークの枝

約 3.7本分多くの枝の容量を使っていると予測される．

8. お わ り に

本稿では，各ノードが一部のノードへのリンクしか保持し

ないような大規模オーバーレイネットワークを扱い，大容量

データ通信が行われる IPネットワークにおける，オーバーレ

イネットワークを利用したコールアドミッションと経路制御を

提案した．また，提案手法を用いたコールアドミッションの有

効性をシミュレーション実験により確認した．今後の課題とし

て，より現実に近い IP経路制御との比較による提案手法を用

いたコールアドミッションの評価，提案手法を用いたコールア

ドミッションに適したオーバーレイネットワークの構築につい

ての調査などが挙げられる．
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