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1 はじめに
近年，無線端末のブロードバンド接続需要の増加を受け

て，無線 LANの普及が進んでいる．無線 LANインフラを
構築する手段としてアクセスポイント（AP）間をアドホッ
クネットワークで相互接続し，ネットワークを拡大する無
線メッシュネットワークが注目されている．しかし，無線
メッシュネットワークではインターネットの接続点となる
ゲートウェイ付近でのトラヒックが増加し，全体のトラヒッ
クを低下させてしまう懸念がある．
この問題の解決のために複数のゲートウェイを無線メッ

シュネットワーク内に設置し，トラヒックの分配を行う方
式がいくつか提案されている．この分配方式として従来の
研究ではホップ数が最小のゲートウェイのみを選択する方
法や複数のゲートウェイを同時に利用し，APから外部向
け通信に対してパケット単位で確率的に割り振る方式があ
る [1]．
しかし，前者の方式は特定のゲートウェイに負荷が集中

する課題があり，後者の方式は TCPの再送制御や輻輳制
御が効率的に機能せず，結果としてスループットが低下す
る課題がある．そこで本研究ではパケットの分配基準とし
てポート番号およびプロトコルタイプを識別して割り振る．
提案方式では，注目セッションの TCPの再送制御，輻輳
制御が効率的に動作し，スループットを向上させることが
可能となる．提案方式の実装と評価を行い，その効果を確
認したため報告する．

2 関連技術
本研究に関連する既存技術を以下に述べる．

2.1 Gateway Aggregation Protocol（GAP）
GAPはMANET（Mobile Ad-hoc Network）において

ゲートウェイを分散化させるための研究である．GAPは通
信中に端末が移動した際にゲートウェイの切り替えを意識
せずに通信を継続する技術であるが，ここではゲートウェ
イの選択手法に注目して解説する．GAP はゲートウェイ
を選定する際，ノードから最短のゲートウェイのみを利用
する．このため，ゲートウェイ近傍のトラヒックに不均衡
が発生する懸念がある．このようなモデルを次節で述べる
MGA では SGA(Single Gateway Association) モデルと
定義している．GAP は上記に示した課題を持つが，複数
のゲートウェイ同士と上流ルータを有線接続するため，こ
の部分がトラヒックのネックにならないという特徴を持つ．
本研究においても上流ルータとの接続方式として同様の方
法を利用する．

2.2 Multi-Gateway Association（MGA）
MGAは APが複数のゲートウェイを効率的に利用する

システムである．MGAではAPから外部に送信される通信
に対してGW-AP（Gateway Access Point）ごとにパケッ
ト転送量の割り振りを行い，有線側に存在するスーパーゲー
トウェイ (SGW：Super Gateway)で再合成し，上位のルー
タへ転送する．MGAはロス率，トラヒック，負荷，ホップ
数を基に伝送路に余裕値が発生するように割り振りを決定

する．新たなトラヒックが発生する度に最適な割り振りを決
定しなおす．以降は割り振りに従ってパケット毎にGW-AP
を選択して外部に送信する．これにより SGAに比べて，公
平性やスループットが向上する．しかし，MGAはパケッ
ト毎にトラヒックを分配するのでラウンドトリップタイム
（RTT）に揺らぎが生じる．TCPは RTTを基に揺らぎを
考慮した再送制御機能を備えているが，MGAのような方
式においては TCPが想定する揺らぎを越える場合がある．
この揺らぎは背景負荷が多数発生している状況下でより顕
著に発生すると考えられる．そのために輻輳ウィンドウサ
イズが縮小し，パケットの転送効率が低下するという課題
がある．

3 Wireless Access Point Link（WAPL）
提案のベースとなるWAPLを解説する．WAPLは独自

の無線メッシュネットワークである．WAPLで用いる無線
メッシュ用APをWAP（Wireless Accesss Point）とよぶ．
WAPはインターフェースを 2つ持ち，一方をアドホック
モードに設定してWAP間接続に用い，他方のインタフェー
スをインフラストラクチャモードに設定して，端末を収容
する．WAP間通信のために任意のMANETのルーティン
グプロトコルを適用する事ができる．これはWAPLがルー
ティングプロトコルと独立しているためである．宛先の端
末がどのWAP に所属しているかを解決するために Link
Table（LT）と呼ぶ独自のテーブルを持つ．LTは端末間の
通信に先立ってWAPが動的に生成する．WAPは LTを
もとにMACフレームをWAPの IPアドレスでカプセル
化して宛先に送信する．

図 1: WAPLの概要

4 提案方式
WAPLではインターネットとの接続点にはゲートウェイ

機能を持つWAP（Gateway-WAP:GWAP）を配置する．
GWAP は分散して位置することができ，以下に示す方式
に則ってトラヒック分配を行う．提案方式は 3章の内容に
加えて以下に示すようなゲートウェイ分散化方式を追加す
る．提案方式はトラヒック分散処理をセッション単位で行
う．すなわち，図 2のようにパケットの送信元ポート番号
や UDP・TCPといった，コネクション識別子をWAPが
認識し，コネクション識別子ごとに使用する経路を決定す
る．以降この方式をセッション分配方式と呼ぶ．これに対



し，MGAで採用しているパケット単位にトラヒック分散
処理を行う方式をパケット分配方式と呼ぶ．セッション分
配方式ではパケット分配方式に比べ TCP の RTT が大き
くばらつくことはない．また，パケットの到着順序の逆転
もないので TCPの輻輳制御が効率よく機能し通信効率を
向上させる事ができる．

図 2: 提案方式の概要

5 評価
提案方式の有効性を示すためにネットワークシミュレー

タ ns-2を用いて検証を行った．WAP配下に端末を 2台設
置し，外部向けの TCP通信を行わせた．また同一条件の
もとで UDPによる背景負荷を与えてその影響を調査した．
背景負荷は G.711コーデックを用いた VoIPを想定し，パ
ケットサイズ 172bytes，送信間隔 20msとした．背景負荷
はネットワーク中から 6ペアをランダムに選択した．シミュ
レーション時間は 300 秒で TCP 通信が安定する 50 秒以
降を有意なサンプルとした．

5.1 背景負荷がない場合の TCP性能
スループットの測定結果および平均輻輳ウィンドウサイ

ズの結果を表 1に示す．セッション分配方式は 5367.9kbps，
パケット分配方式が 5072.5kbpsであり，提案方式が 5.8%優
位な結果となった．輻輳ウィンドウサイズの平均値はパケッ
ト分配方式は約 8 となり，セッション分配方式は約 40 で
あった．このときの両方式のウィンドウサイズの変化を図
3に示す．グラフの X軸は時間を，Y軸は輻輳ウィンドウ
サイズを示している．パケット分配方式はウィンドウサイ
ズが頻繁に変化している．これは自身のパケットの転送ト
ラヒックでネットワークの揺らぎが発生し，これがパケッ
トロスとみなされてウィンドウサイズがその都度縮小する
ためである．セッション分配方式はウィンドウサイズの変
化が通常の輻輳制御と同様の特性を示しており，注目セッ
ションにおける大きな通信の揺らぎが発生していないこと
が分かる．ウィンドウサイズが大きく異なっていても両方
式の平均スループットに大きな差がない理由は揺らぎによ
りパケットロスと判断されるものの実際のパケットロスは
少ないこと，また TCPの高速再送制御が機能し，スルー
プットの低下を防いでいるためと考えられる．

スループット ウィンドウサイズ
セッション分配方式 5367.9 kbps 40.1
パケット分配方式 5072.5 kbps 8.2

表 1: 背景負荷がない場合の TCP性能

図 3: 輻輳ウィンドウサイズの変化

5.2 背景負荷がある場合の TCP性能
表 2に背景負荷がある場合の TCP性能を示す．スルー

プットはセッション分配方式は 3365.4kbps，パケット分配
方式は 2501.3kbps で提案方式が 34.5%優位な結果となっ
た．輻輳ウィンドウサイズの平均値はパケット分配方式は
約 7，セッション分配方式は約 42であった．パケット分配
方式は 5.1節と同様ウィンドウサイズは小さく頻繁に変化
している．これは背景負荷によるネットワークの揺らぎが
発生し，再送処理を頻繁に行う機会が増したためと考えら
れる．このためウィンドウサイズはより低下し，送信効率
が悪化していると考えられる．

スループット ウィンドウサイズ
セッション分配方式 3365.4 kbps 41.8
パケット分配方式 2501.3 kbps 6.7

表 2: 背景負荷がある場合の TCP性能

6 まとめ
無線メッシュネットワークにおいてセッション単位でゲー

トウェイを選択するセッション分配方式を提案した．本手法
はパケット分配方式に比べて通信の揺らぎに起因するウィ
ンドウサイズの頻繁な変化やそれに伴うスループットの低
下が小さい．シミュレーションの結果，輻輳ウィンドウサ
イズの平均値は背景負荷の増加とともに差が広がり，また
スループット低下を抑えていることから提案方式の優位性
が確認できた．今後は分配方式のアルゴリズムの決定や提
案方式の実機への実装を行い有効性を検証する．
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無線 特徴�無線LANの特徴
�端末のモビリティが向上端末の リティが向

�自由なネットワークのレイアウトが可能

�今後の無線LAN�今後の無線LAN

�通信範囲拡大の要求

有線では採算が取れない地域のイン ラ用途�有線では採算が取れない地域のインフラ用途
への期待

より柔軟で迅速な無線LAN構築の要求�より柔軟で迅速な無線LAN構築の要求

無線メ シ ネ トワ クにより実現可能
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無線メッシュネットワークにより実現可能



インフラストラクチャモ ド�インフラストラクチャモード

�アクセスポイントが必要
インフラストラクチャモード

有線

� AP間は有線接続

�一般的な利用形態

有線

� 般的な利用形態

�アドホックモード AP

アドホックモード

�端末同士が直接通信を行う

�システム全体の無線化が可能

アドホックモード

�有効に利用できる用途が限られる
アドホックルーティングプロトコル
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アドホックル ティングプロトコル

（ネットワークを形成）



アドホックモードアドホックモード

従来の無線LAN 無線メッシュネットワーク

アドホックルーティングプロトコル

無線 ッ ッ ク

設置や再配置に時間・コス
トを要する

アドホックモードを有効利用できる
システム

有線部分をアドホックネットワークに置き換えることで
参加が容易でスケーラブルなネットワークを構築可能参加が容易でスケ ラブルなネットワ クを構築可能
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�ゲートウェイ近傍の輻輳�ゲ トウェイ近傍の輻輳

� 無線メッシュネットワーク端末 � 無線メッシュネットワーク

� 無線資源のみで構築される

� 有線に比べて無線部分は負荷

端末

BottleNeck

� 有線に比べて無線部分は負荷
がボトルネックとなりやすい

� ゲートウェイ

� インターネットの接続点

� 負荷が集中しやすい

� ゲートウェイ近傍のスルー
プットが低下
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�複数のゲートウェイを設置し 負荷を軽減�複数のゲ トウェイを設置し，負荷を軽減
させる

�ゲートウェイの多重化

�トラヒックの分散

�分散化

ト クを適切に割り�トラヒックを適切に割り
振る必要性

�どのように割り振るか

研究対象

2008/2/25 62007年度修士論文公聴会

研究対象



�パケット分配方式� ケット分配方式
� GWのホップ数，各
経路のトラヒック，
ロス率などの条件

有線部

ロス率などの条件
を基にパケットの
送出比率を計算

送 率を基 確� 送出比率を基に確
率的にパケットを
分配分配

� SGW→メッシュ側も
同様にインバウン
ドパケットを確率ドパケットを確率
的に分配
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SGW:SuperGateway

各GW-APのパケットを集約し上流ルータに転送



� TCPの挙動� TCPの挙動

�可能な限りのトラヒックを送出

パケ トの喪失を検知してウ ンドウサイズ�パケットの喪失を検知してウィンドウサイズ
を下げる→輻輳回避

セグメント

ACK

時間

ウ

ィ

ン

ド

ウウ

サ

イ
ズ

時間

ウィンドウサイズ＝一度に送出できるパケット量
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� パケット分配方式の挙動
� 複数の経路を利用する→集約時に揺らぎが発生

� TCPが想定していない挙動の発生
ウ ンドウサイズの低下�ウィンドウサイズの低下

�スループットの低下
経路1

経路2

ウ

ィ

ン

経路2

SGWGW-AP

1000

経路1
経路2

ド

ウ

サ

イ
ズ

1000

1001

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2001

2001

時間

ズ

2000

重複受信

の発生

2001

遅延による再送発生

「揺らぎ」による余分な再送
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� パケット分配方式の挙動
� 複数の経路を利用する→集約時に揺らぎが発生

� TCPが想定していない挙動の発生
ウ ンドウサイズの低下�ウィンドウサイズの低下

�スループットの低下 経路1

TCPを有効に動作させる方法が必要

ウ

ィ

ン

経路2

ACK

喪失セグメント

SGWGW-AP
経路

経路2
ド

ウ

サ

イ
ズ

SGWGW AP

1000

1001

2000

3000

4000

5000

6000

経路1

2001

時間

ズ

高速再送制御（fast recovery）

2000

トリプル

ack

重複受信

の発生

6000

7000 2001

2001

高速再送制御
高速再送制御（fast recovery）

同じACK番号を3回受信するとパケットロスとみ

なしてウィンドウサイズを半分にする

の発生高速再送制御

「揺らぎ」による余分な再送
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�セッション分配方式 � APがプロトコルタイプ・�セッション分配方式 � APがプロトコルタイプ
送信元IP・ポート番号を
識別して，ゲートウェイ
を割り振る

� APはGWのトラヒックと
ホップ数からセッション
の割り当てを決定割り を決定

� MGW→セッションを記録し
メッシュ側への転送も同
じ経路を利用するじ経路を利用する

� 同一セッションのパケッ
トは同じ経路を利用する

→セッション分配方式→セッション分配方式

同一セッションにおいて
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同 セッションにおいて
揺らぎが発生しない



� 独自の無線メッシュネットワーク

� WAP（Wireless Access Point）により無線メッシュ
ネットワークを構築

� 基礎部分の実装は完了（あいちITSフォーラムに出展）

アドホックルーティングプロトコルと独立

オンデマンドな端末所属情報の生成

シ ムレスハンドオ バシームレスハンドオーバ

提案方式のベース

2008/2/25 122007年度修士論文公聴会



＜Master Gateway＞MGW Table traffic&hop

� トラヒック情報をWAPL内

＜ aste Gate ay＞

外部向け経路を集約
する機器

＜Gateway WAP＞

WAPLとインターネッ

トの接続点

GWAP1，sta1，CID1

GWAP2，sta1，CID2

....

MGW_Table

宛先 端末 セ シ

traffic&hop

を基準にGW分配

� トラヒック情報をWAPL内
部に広告

� 広告転送時にホップ数を

トの接続点

MGW

GWAP2

宛先GWAP，端末IP，セッション

広告転送時にホップ数を
インクリメント

� GWAPに関するテーブルを
作成

MGW

作成

� GWAPテーブルを基にセッ
ション毎に分散化

� MGWは送信元GWAPを記録
し，インバウンドパケッ
トの転送時に参照

GWAP1

トの転送時に参照
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� ns-2

�オープンソースのネットワークシミュレータ

�多くの研究機関で採用されている

� WAPLの実装

�インフラストラクチャモードは組み込まれていない�インフラストラクチャモ ドは組み込まれていない

�これまでの研究にて無線チャネル管理，アソシエーショ
ン管理等を独自に追加

�提案方式実現のためのモジュール追加
�有線接続モジュール

提案方式実現 ため ジ 改造�提案方式実現のためのWAPLモジュール改造
� GWAPテーブル

MGWテ ブル� MGWテーブル
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�セッション分配方式

�パケット分配方式

有線部分

合計スループットを測定

負荷 負荷あ� 背景負荷なしTCP通信
� 2端末のTCP通信

� GWAP数は2

� 背景負荷ありTCP通信
� 背景負荷は6ペアのUDP

� G 711によるIP電話を想定

2008/2/25 152007年度修士論文公聴会

� GWAP数は2

� 両方式でシミュレーション

� G.711によるIP電話を想定
→172bytes,20ms間隔



端末数(TCP通信) 2

�通信ペアはランダ
ムに選択端末数(TCP通信) 2

端末数(UDP通信) 12

WAP 数 19
フィールド 700x700

ムに選択

�シミュレーション
電波到達範囲 200m
ルーティングプロトコル OLSR
トランスポート層 TCP/Sack1,TCPsink/Sack1

時間は300秒

�サンプル取得時間有線帯域 100M
アプリケーション層 FTP

パケットサイズ 1000

�サンプル取得時間
はTCPが安定通信し

始める50秒からと始める50秒からと

した
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� パケット分配方式は微小時間で変化，ウィンドウサイズ小
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� パケット分配方式は微小時間で変化，ウィンドウサイズ小

� 輻輳ウィンドウサイズの平均値は5～6倍程度の差が生じる



セッシ ン分配方式（提案方式）�セッション分配方式（提案方式）

�セッション単位でゲートウェイを選択

� TCPが有効に動作し，スループットが向上

�シミュレーション上で有効性を確認�シミュレ ション上で有効性を確認

�実装

� ns-2の改造（WAPLモジュールへの追加）

�今後の課題�今後の課題

�未実装部分の検討・作成
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