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あらまし 無線 
��マルチホップ通信において中継ノードは単にデータを中継するだけでなくデータのキャッシュ

や データのアグリゲート等の高度な処理を行うことが可能であると考えられる�一般に無線 
��は帯域が狭いため

下位層の処理に比べて上位層の処理には余裕があり中継ノードに高度な処理をさせても通信性能にさほど影響を及

ぼさない場合があるということが予想される� 本研究では無線 
��マルチホップ通信環境を構築し中継ノードに

おいて単にデータの中継のみをさせた場合と，アプリケーション層における ����������処理や自身の ��へのデータ

キャッシュといった高度な処理を行わせた場合について比較実験を行い���パラメータの振舞通信性能パケットの

流れなどの差について解析を行った�
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�� は じ め に

ノート ��や ����携帯電話などといった移動体端末の高機

能化�小型化に伴ってこれらの機器が社会に急速に浸透し� それ

に伴い日常的にデータベースを携帯することも可能となった�

これらのモバイル ��は有線および無線通信によって�お互い

にデータの同期を取ったり� 複数の ��間でデータを収集�分散

したりするなどのやりとりが可能である� これらのやりとりは

有線環境�無線環境�単一方向�相互方向�複数端末間などさまざ

まな通信形態においてなされることが予想される�

近年�無線通信に対する需要が益々高まり� 様々な場面におけ

る種々の形態での活用が期待されている� 無線通信の利用形態

のひとつに�既存の通信インフラに頼らずに移動無線端末同士

で動的にネットワークを構築する� モバイルアドホックネット
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ワーク 	
����がある� 現在
��� を用いたセンサネッ

トワーク ���など様々な分野において
���関連の研究が多

くなされており� 
���環境におけるモバイル ��について

も多くの研究がなされている ����

また
���において期待される手法として�マルチホップ

通信がある� マルチホップ通信を用いれば�端末同士が直接通信

するだけでなく� 他の端末を経由することでより広い範囲の端

末と複数の経路を介した通信が可能となる�

現在無線 ���の技術は進歩しており�帯域幅も広がってきて

いる� しかし、例えばこのようなセンサネットやモバイル ��

等で用いられる無線ネットワークはノードの数が多いことや�

扱うデータのサイズ等を考えると� あまり帯域幅の大きな無線

���は使われない可能性も高い�

筆者らは�これまでに無線 ���通信および�無線 ���を含

むマルチホップ環境等における �� パラメータの振舞やス

ループット等を詳細に調べてきた ��� ���� その結果� 有線 ���

と比べ極めて小さい無線 ���の帯域幅が�無線 ���独自の通

信を行わせることが分かった�

その経験から� 無線 ���の帯域幅が小さいため� 無線 ���

をインターフェースとして持つ端末は下位層の通信処理に比べ

て上位層において余裕がある場合が多いということが予想さ

れる� 従ってマルチホップ通信におけるデータ中継ノードに，

データをキャッシュしたりアグリゲートする等の高度な処理を

行わせたとしても，通信性能にはさほど影響が出ない可能性が

あると考えられる�

そこで�本論文では実際に�無線 ���マルチホップ通信環境

において� 中継ノードに単にデータを中継させる場合と� 中継

ノードに高度な処理を行わせた場合との通信性能の差について

調べる� まず始めに� 中継ノードに単にデータを中継させる場

合と中継ノードにデータを ����������	���������� ��をさせた

場合の通信性能の差について調べる�次に無線 ���マルチホッ

プ通信環境において��台の端末の ��間でデータ転送を行う際

に� 中継ノードに単にデータを中継させる場合と�中継ノード自

体に ��動作（データキャッシュ）を行わせた場合との通信性

能の差について調べる� そしてそれらの実験結果を踏まえた上

で今後の展望について議論を進める�

�� �����に関する技術動向

昨今の無線通信技術の発展と計算機の小型化に伴い、ルー

ティング機能を持つ移動体のみで一時的なネットワークを構築

する
���への関心が高まっている� 
��� では個々の

ノードのワイヤレス回線の範囲が近距離に限定されているのに

対し� あるノードが自身のワイヤレス回線の到達範囲外にある

ノードと通信する場合は� 図 �に示すようにあるノードが送信

したパケットを他のノードが転送するマルチホップ通信によっ

て実現される�


���を用いたセンサネットワークやモバイル��などの

研究も盛んに行われている� センサネットワークとは超小型無

線装置を内蔵した多数のセンサを相互に連携させるネットワー

クのことで，人およびモノの状況や周辺の環境などをセンサが

図 � �����におけるマルチホップ通信

認識し�センサ同士の自律的な情報の通信によって状況へのリ

アルタイムな対応を可能とするものである� セキュリティ，食

品，医療，福祉などの多岐にわたる分野での活用が期待されて

いる� 例えば� 家庭内に設置したセンサで高齢者の脈拍や血圧

などのデータを収集し高齢者の健康状態を把握をしたり� 自然

環境の状態を監視する環境テレメータシステムの構築といった

ことが可能になる�

また 
���環境に分散したノードがそれぞれデータベー

スの一部を保有する状況で� 問い合わせ処理やデータ収集など

を行うモバイル ��の研究も盛んに行われている� この場合に

も�データを転送して収集する時などに�マルチホップ通信が活

用される�

�� マルチホップ通信に関する考察

�� で述べたような�データの分散および収集処理における通

信環境の例として� モバイルノード群がデータを収集してデー

タ管理端末がそれを回収したり� 逆にデータ管理端末がある

データを分散したモバイルデータ群に一斉に送信する� すなわ

ちデータ管理端末がデータの �!!��!���"� # �����$�����"�を

行う図 �のような場面が想定される�

図 � 無線 ��� マルチホップ環境一例

ノード � がデータ管理端末でインターネットに接続してお

り�モバイル環境へのゲートウェイにもなっている� ノード �～

ノード �がモバイルノード群で�ノード �は他のモバイルノー

ド群のデータ中継の役割も果たす�

このような場面において�ノード �のような中継ノードは�単

にデータを中継するだけではなく� 図 �のように中継データを
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キャッシュしたり�各ノードが集めてきたテーブルをジョインし

てからデータ管理端末に送るなどといったデータのアグリゲー

トを行うことも可能である� 
���は無線 ���の一部の区

間が断続的に切断してしまうような状況が多く起こると考えら

れるが�その場合このような形態は極めて有効である�

図 � 中継ノードの高機能化

また�無線 ���は有線 ���と異なり�帯域に大きな制約が

あることから� 通信は出来るだけ節約し�中継ノードの機能を出

来るだけ高機能化させる事が有効なのではないかと考えられる�

これらのことから�
���やセンサなどの環境において�中

継ノードは上位層における処理を例えば

（ �） マルチホップ仲介

（ �） データキャッシュ

（ �） データアグリゲート

というように高機能化していくことが望ましいと考えられる�

	� 既 存 研 究

筆者らはこれまで，無線 ���通信環境における ��パケッ

トの振舞を可視化し� 解析を重ねてきた．具体的には，図 � に

示すように� まずカーネル内部の �� ソースファイルにモニ

タ関数を挿入しカーネルを再構築することで� ��パラメータ

のリアルタイムの可視化を実現した� さらにパケット転送タイ

ミングとスループット時間変化を可視化し� これらを元に有線

����無線 ���環境における�あるいはその両方を含むマルチ

ホップ環境における �� パラメータの振舞を比較� 解析して

きた�

無線 ���環境においては広告ウィンドウサイズを変えるこ

とで輻輳ウィンドウを制御し通信効率を上げ ���� 有線 ���と

無線 ���からなる無線 ���アクセスポイントの使用を想定

した無線 ���アクセス環境においては� 現実の通信で輻輳ウィ

ンドウがどのように振舞うかを解析することが出来た ����


� 輻輳ウィンドウ

�� では，輻輳制御において輻輳ウィンドウという概念を

用いている．���%& '(の �� は状態機械として実装されて
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図 	 �
�パラメータの可視化手法の概念図

おり，パケット送受信における処理は，その状態によって変化

する．

輻輳ウィンドウとはネットワークの輻輳制御を目的として

データ送信側が自主的に制限するための �� パラメータで，

受信側からの確認応答パケット 	��)�"�*��!�$���+��,� 無

しに連続送信できる最大のパケット数を表す．正常な通信時に

は確認応答を１つ受信するごとに輻輳ウィンドウが増加し，エ

ラーが起こると急激に減少する．エラーには

　・送信側デバイスドライバのバッファが溢れること

　　による �"��* �"�!����"�エラー 	�-.�

　・重複 ��,，(��,を受信 	.��" ��/�

　・タイムアウトを検出 	�"���

の �つがある．これらのエラーにより輻輳ウィンドウが急激

に減少した後，回復と判断されると再度正常な状態に遷移し増

加を始める．単位時間あたりに受信する確認応答の個数によっ

て差はあるものの，輻輳ウィンドウの減少時に比べると緩やか

に増加していくため，�� 輻輳ウィンドウ制御において，輻

輳ウィンドウの時間変化は鋸型となる．また，���%&の ��

実装では，通信中にひとたび設定された輻輳ウィンドウは，そ

の値を使い切らない限りは変化せず，その間のスループットは

ほぼ一定の値で安定する，ということが分かっている．

�� 本研究の実験概要

一般に� 中継ノードにアプリケーション層で高度な処理を行

わせた場合� アプリケーション層までデータを引き上げての処

理に時間がかかるため� 中継ノードに 0�層で折り返してデータ

の中継のみをさせる場合よりもスループットが低下することが

予想される� そこで本研究では�モバイル中継ノードを単にデー

タを中継するノードとして動作させた場合と� 中継ノード自身

がアプリケーション層で処理を行ってからデータを中継する場

合とでどのくらい通信性能に差が出るのか実験を行い��� パ

ラメータの振舞�スループット�パケットの流れなどを元に解析

を行う� その結果を元に中継ノードの高機能化について� 今後

の可能性を探る�
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�� 通信性能評価

�� � 中継ノードにおける �������	
�処理

�� �� � 実 験 概 要

まず�中継ノードにおいてアプリケーション層で ����������

処理をさせた場合とさせなかった場合の比較実験を行う� 実験

環境は図 1に示すように �台の端末を 0���23����4無線 ���

のツーホップ通信で接続したものを用いた� 実験においては

データ送信側ノードおよび受信側ノードがお互いに直接では

なく必ずマルチホップ通信でパケットをやりとりするように，

�5��4*�コマンドによって，中継ノード経由以外のパケットを遮

断するようにした� 各マシンのスペックを図 6に示す�

データのやり取りとしては� 送信側が受信側に接続要求を出

し，受信側が許可すると，送信側が一定のブロックサイズの

データを繰り返し送信し続けるという形のソケット通信プログ

ラムを用いた� このような環境において，中継ノードが受信し

たデータを自身のアプリケーション層で ����������してから転

送（データを一旦 ����� �してから次のノードへ ����）するよ

うにさせた場合と，受信したデータをマルチホップ用ルーティ

ングテーブルを元に 0�層で折り返し� すぐにもう一方の端末に

転送するというように中継ノードをルータとしてのみ動作させ

た場合の，両方について測定を行った� 前述の場合，パケット

が通るプロトコルレイヤは図 7の 	��のようになり，後述の場

合は 	��のようになる�

図 � 実 験 環 境

図  マシンスペック

�� �� � 通信性能測定

実験の結果を図 2～図 ��に示す�

図 2 は横軸がブロックサイズ �,��，縦軸がスループットの

平均値 �
45�� を表している� ブロックサイズは �,� から

�3��,�まで �3段階の値で測定した�中継ノードに ����������

処理をさせた場合とさせなかった場合の両方ともブロックサイ

ズによってスループットの値に変化は見られなかった� また�中

継ノードに ���������� をさせた場合とさせなかった場合でス

ループットの差は殆ど見られなかった�

図 8 は中継ノードに ���������� をさせなかった場合� 図 �3

は ���������� をさせた場合の輻輳ウィンドウの時間変化のグ

図 � パケットの転送経路

ラフである� ブロックサイズは �3��,� である� グラフ中の縦

の点線は重複 ��,受信エラーが発生したことを示してる� す

なわち�中継端末に ����������をさせた場合もさせなかった場

合も同様に� パケットロスによる重複 ��, が頻発しているこ

とが分かる�

図 �� はブロックサイズを �3��,� としたときのスループッ

トの時間変化のグラフである� 横軸が時間 ������ 縦軸がスルー

プット �
45��を表している� 中継ノードに ���������� をさせ

た場合とさせなかった場合では����������� をさせなかった場

合の方が多少スループットは大きいものの� 両者に殆ど差は見

られなかった� また�両方とも輻輳ウィンドウの時間変化と異な

り�スループットの時間変化には大きな変動は見られず�安定し

て一定のスループットを出していることが分かった�

図 ��は中継ノードに ����������させなかった場合�図 ��は

����������させた場合のパケットトレースの図である� 各端末

において ��5�%$5コマンド �1�を用いてパケットをキャプチャ

しパケットの送受信の様子をグラフ化して可視化した� 横軸が

経過時間�縦軸がノードを表していて�各パケットが各ノードを

どのタイミングで通過しているかが分かる� 中継ノードにおい

て ���������� をした場合の方が ����������をしなかった場合

より受け取ったデータを転送するのに時間がかかっていること

が分かる� しかし� それは端末間のデータ転送にかかる時間と

比べるとわずかな差と言える� また�パケットの転送は大体同じ

ペースでされており� パケット送信タイミングがほぼ同じであ

ることが分かる�

�� �� � 測定結果に対する考察

以上見てきたように�中継装置にアプリケーション層レベル

で ���������� をさせた場合とさせなかった場合とを比較する

と� ���������� をさせた場合の方が中継ノードに負荷がかかり

通信性能が下がる可能性が予想されたが� 実際には通信性能に

は殆ど影響しないことが分かった�

図 ��� 図 �� から分かるように� 上位層での処理は確かに�何

もしないときよりも時間はかかるが�0��� 23����4 無線 ���

の帯域幅が狭いためデータの転送速度が遅く� またパケットの

送信ペースもゆっくりであるため� 上位層の処理によってかかる

時間は通信性能に大きな影響を与えずに� 図 2� 図 ��のように

� � �



図 � ��������� に対するスループット ����������� 

図 ! ���������� なしの場合の輻輳ウィンドウ時間変化

図 �" ���������� ありの場合の輻輳ウィンドウ時間変化

実際のスループットに差が殆ど出ないのであろうと考えられる�

�� � 中継ノードにおける�処理

�� �� � 実 験 概 要

次に���を搭載した �台の端末の間に中継ノードを設け��台

の端末間で��転送を行う際に�中継ノードに受け取ったデータ

を自身の��に書き込みを行いキャッシュさせた場合と��処理

を行わずに単にデータを中継させた場合について通信性能を比

較してみる� 実験環境は 7��と同様図 1のように �台の端末を用

意し�それぞれに ��を搭載した� ��は �"��!��(9�7����� �6�

を用いた� ��転送におけるデータのやりとりとしては以下の

ような��アクセスを伴ったソケット通信プログラムを用いた�

図 �� スループット時間変化

図 �� ���������� なしの場合のパケットトレース

図 �� ���������� ありの場合のパケットトレース

まず受信側が送信側に送信要求を出すと送信側が自身の ��か

ら一行ずつ ���"��を取り出し�それらをまとめてソケット通信

で送信するという動作を繰り返す� 一方受信側はまとめてソ

ケット通信で受けたデータを一行ずつ ��に ������していくと

いう動作を繰り返す� このような環境において�中継ノードに送

信側から来たデータを自身の 0�層で折り返して単にデータを

転送させる場合と，受けたデータを自身の ��に ������（デー

タキャッシュ）をしてから受信側ノードに転送する場合との両

方について実験を行い� ブロックサイズに対するスループット�

� 1 �



輻輳ウィンドウの振舞�パケットトレースを元に解析を行う�

�� �� � 性 能 測 定

実験の結果を図 ��～図 �6に示す�

図 ��は横軸がブロックサイズ �4/����縦軸がスループットの

平均値 �
45��を表している� ここでいうブロックサイズとは�

ソケット通信において一度に ����������するデータサイズのこ

とで� ��の �64/�� のレコードを複数まとめて ���������� し

た時の大きさを示している� また�スループットとは�受信側が

受信したデータ量を� 受信し始めてからそのデータ 	���"�� の

集まり）を自身の ��への ������が完了するまでの時間で割っ

て算出しており，通信性能だけではなく ��の読み書きも含ん

だ �� 転送処理性能を表している� ブロックサイズは �64/��

から �3�24/��まで 2段階の値で測定した�

中継ノードの ��にデータをキャッシュさせた場合とさせな

かった場合の両方ともブロックサイズに対してスループットが

比例に近い形で増加しているのが見て取れる� これは� ブロッ

クサイズが小さいときには帯域を効率的に利用出来ていないの

に対し�ブロックサイズが �3��4/����3�24/��と大きくなると，

帯域を有効に活用できていることを表していると言える� また�

ブロックサイズが小さい時には�中継ノードにおいて ��処理

をさせなかった方が大きなスループットを出しているが� ブロッ

クサイズが大きくなるにつれ�その差は殆ど無くなる�

図 �1は中継ノードにおいて��処理をさせた場合の輻輳ウィ

ンドウの時間変化のグラフである�ブロックサイズは �3��4/��

である� 中継ノードに ��処理をさせなかった場合も図 �1 と

同様な振舞を見せた� 輻輳ウィンドウの値はある程度まで成長

したのち�その値を使い切らずに一定となっている� これは�送

信側ノードは ��からレコードを取り出しソケットに �����す

るという中継ノードや受信側ノードに比べて軽い処理を行って

おり� 中継ノードおよび受信側ノードでの実行時間に比べ短時

間のうちに安定した状態で終了するためであると考えられる�

図 �6 は中継ノードにおいて �� 処理をさせた場合のパケッ

トトレースの図である� 説明のため� パケットを 6 つのみ抽出

し簡素化してある� 7�� で調べた図 ��� 図 �� では� 中継ノード

において ����������処理をさせたとしても� かかる時間は端末

間のデータ転送に比べると極めて短かったが� 中継ノードにお

いてデータを ��にキャッシュさせた場合はかなりの処理時間

がかかっていることが分かる�

�� �� � 測定結果に対する考察

以上見たように，中継ノードにおいてデータを自身の ��に

書き込みを行いキャッシュさせるという処理はかなりの負担が

かかることが分かった� 図 �� で見たように，中継ノードにお

いて処理をさせた方がさせなかった場合よりもスループットは

少し低くなった� しかし，ブロックサイズが大きくなるにつれ，

その差が殆ど無くなるという現象が見られた� これは，ブロッ

クサイズが大きくなるほど，レコード数が増えて ��の処理も

増えることで，中継ノードと受信ノードにおける ��の ������

処理がオーバーラップする時間が増加し ��の転送処理全体の

効率が上がるためではないかと考えられる�

この実験においては，通信処理に対して上位層での処理に余

図 �	 ��������� に対するスループット �#$ 転送 

図 �� 輻輳ウィンドウ時間変化

図 � 中継装置に #$ 処理をさせた場合のパケットトレース

裕があるため，中継ノードにおいて ��にデータをキャッシュ

させることを試みた� 実験を行いパケットトレースを見ると，

中継ノードにおける処理にかなりの時間がかかっており，やは

りソケット通信と比較して ��の書き込み処理は重いことが分

かる� このことから，中継ノードにおいて処理をさせた方がさ

せなかった場合よりも��転送処理性能が少しだけ低くなるが，

中継ノードと受信ノードにおける ��処理がオーバーラップし

てくるにつれ，その差は殆ど無くなるという興味深い結果が得

られた�

� まとめと今後の課題

本研究では無線 ���ツーホップ通信環境を構築し�中継ノー

ドにおいて高度な処理をさせた場合とさせなかった場合とで

� 6 �



データ転送性能の比較を行った� まず始めに� 中継ノードにお

いてアプリケーション層レベルで受信したデータを ����������

してから転送させた場合と単にルータとして動作させた場合に

ついて比較を行い�次に中継ノードにおいて自身の ��にデー

タをキャッシュさせた場合とさせなかった場合との比較を行っ

た� スループットの平均値�時間変化と輻輳ウィンドウの時間変

化� 中継ノードにおけるパケットの流れ等を元に議論を行った

結果�本実験環境において中継ノードにおいて ����������処理

をさせる場合には通信性能にはさせなかった場合と殆ど差が生

じず��� にデータをキャッシュさせる場合も� させなかった場

合と比べ�さほど大きく ��の転送処理性能が低下しないこと

を確認した�

中継ノードにおいて処理を行っても十分に良い性能が得られ

た理由がこの �つの実験では異なっている� しかしこの �つの

実験は，中継ノードにおいて非常に軽い処理を行った場合と重

い処理を行った場合の両極端であることから，中継ノードにお

ける処理は上手に実行させれば多くの場合に有効である可能性

が高いと考えられる�

今後の課題としては，まずツーホップではなくホップ数を増

やしたマルチホップ環境を構築し実験を行う� ホップ数の増え

た環境においては，�� で述べたように
��� 環境における

通信の不安定さゆえに，中継ノードにおけるデータキャッシュ

やデータアグリゲートといった処理がより意義のあるものにな

ると考えられる�

また，本研究ではディスク型 �� を用いて実験を行ったが，

今後はよりモバイル通信に適していると考えられるインメモリ

の ��を採用し実験を行う�

これらをふまえた上で具体的なアプリケーションを考案し，

その環境に応じた実験を行い，各端末のアプリケーション層と

トランスポート層，ネットワーク層をパケットが通過する時間

についてタイムスタンプ記録コードを各層に挿入することで取

り出し、パケットの流れを解析できるようなパケットトレース

システムを構築するなどして� より詳細な解析を行うことを目

標とする�
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