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あらまし既存の無線
LAN のパックボーンネットワークとして無線アドホックネットワークを用いるネット
ワークコンセプトとしてマルチホップ無線
LAN (M-WLAN) が提案されている [3]. M-WLAN は任意の場-所
に個別に提供されたアクセスポイント
(AP) を無線リンクで結び，経路を自動かつ自律分散的に構成するネッ
トワークである.端末には従来の無線
LAN のサービスを提供し， GW となる端末を設置することで，端末は外部ネットワークへも接続可能となる
.M WLAN のアーキテクチャとして
IP 中継方式を提案し，その優位性に.
ついて定性的に評価を行う.更に，その基本機能を実装し，動作確認を行うことで，本方式における実現可能性
を示した.また，
M-WLAN においての端末間スループット，端末がローミングを行うときの経路切換わり時間
についても測定した.この結果，同環境でのアドホックネットワークとほぼ同等の性能が得られ，
M-WLAN の
有効性を示すとともに，実装に関する問題や今後の課題を示した.
司
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キーワード無線

1.

プを無線化する技術であり，今後の無線通信への需要

まえがき

をカバーするだけのインフラの設置には多大な費用や

インターネットの発展と並行して近年，携帯電話

時聞が費やされると予想される.

に代表される移動通信サービスが急速に発展し，イ

そこで，

ンターネットアクセス手段としても注目を集めてい
る.また，無線
しており，

LAN (WLAN)

の市場が急速に拡大

ている

ト (AP) を設置するだけでローカルエリアネットワー
ルで接続することによりサービスエリアを拡張できる.

(1)

無線 LAN の AP は互いに有線でワイヤリン

グする必要はなく，無線マルチホップで通信を行う.

AP を接続

することにより，常時接続・高速のインターネットア

( 2 )自律分散で経路制御を行うため，
( 3)

1 ホッ

端末へは従来の無線
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(5 )端末へインターネット接続サービスを提供で
きる.

AP は原則として固定した給電可能な場所に設置さ
れるが，移動や移設する場合もあり，

.AP 間を無線マ

に対する自由度が増し，無線

LAN のサービスエリア

を容易に拡大できるというメリットがある.一方，
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AP を自由に追加できる.

ルチホップで結ぶことにより，より設置や移動・移設
， Faculty of EngiIkarashi ， Niigata-shi ，

Engineering

， 2-8050

LAN サービスを提供し，

特別な機能を必要としない.

(4 )拡張性があり，

Ricoh Software Inc. ， 3-5-1
.Japan

AP を置く

だけでよい.

クセスを実現できる.
しかし，これらの技術は有線網からの最後の

[3] ，[4]. このネットワークコンセプトには，次

のような特徴が挙げられる.

AP をケーブ

更に，インターネットへのゲートウェイと

継点として用いて，複数無線リンクを経由したマルチ
ホップ通信を行うネットワークコンセプトが提案され

WLAN はアクセスポイン

ク (LAN) の構築が可能であり，複数の

AP 間では途中の AP を中

リンクで直接通信できない

WLAN を用いたホットスポットサービス

等の展開が進展している.

AP 聞のケーブルを無線で置き換え，無線
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相互を有線ケーブルで接続する場合に比べて，マルチ
ホップ無線通信に起因するスループット低化が必然的

LAN の高速化や，無線イ

に生ずるが，この点は無線

ンタフェースの複数化により対応可能である.これは

AP のコストアップを招くが，一方でネットワーク事
業者にとっては有線ケーブルの配線コストが不要にな
ることによって，設備工事にかかる時間や費用を大幅
に削減できる.

LAN アクセスネッ

このコンセプトは，近年，無糠

図 1 M-WLAN のイメージ
Fig. 1 An image of M-WLAN.

トワークの新たなアーキテクチャとして注目されてい

.

[1] の一つの実現形態と位置

るメッシュネットワーク

づけられる.メッシュネットワークの研究も現在盛ん
に行われており

[9] ~ [13] ，[15] ，ネットワーク層で独自

のような要求条件が存在する.

プロトコルによりメッシュを構成する製品やサービス

[7]' [8]' [14]. IEEE802.11 のタス

提供も開始している
クグループ

ísJ

f茸

では，データリンク層でメッシュを

[2].

成するための機能の標準化を進めている
我々は，既存の

802. lla/b/g

製品と， IETF で標準

化されるルーチングプロトコルを用いて上記コンセプ
トを実現する，マルチホツフプ。無線

LAN (M- 羽f札
LAN)

に注目する[伊問
3司]，[伊阿
5町]，[伊例
6司]，[ロ1伺
6 ]. M

AP は相互に隣接 AP を発見し，無線リンク
AP を

を確立する.直接，通信ができない場合は他の
経由するルートを自動的に発見し，通信を可能にする.

(2)個々の

AP はモパイル端末

(MS) に対して，

通常の無線 LAN サービスを提供しなければならない.

(3)

ESS を構成し，

ネットワーク全体が一つの

MS から見れば全体が一つの

LAN セグメントとなら

なければならなない.

ク層でで、メツシユを構成するとともに，メッシュ全体で、
一つの ESS (Extended

(1)

Service Set) を構築するもの

である.

(4)

MS は通常の無線

LAN 端末として動作し，

パックボーンが無線マルチホップネットワークであ石
ことを意識する必要がない.

本論文では， M-WLAN のためのアーキテクチャに

(5) AP の一部はインターネットとの接続点に接

関して検討を行い，検討-したアーキテクチャを実際に

続し， MS にインターネット接続を提供することも可

組込みハードウェア上に実装し，性能評価を行うこと

能である必要がある.この接続点をインターネット

で，実現可能性や今後の課題を明確にする.

ゲートウェイ

・

本論文の 2. では M-WLAN の要求条件を整理し，

グプロトコルを動作させる必要がない.

3.

では， M-WLA.N のコンセプトを実現する方式として，

IEEE802.11 準拠の無

端末への要求条件としては，

線 LAN をサポートしていることだけである.

新たに IP 中継方式を提案し，既存方式と比較して定
性的な評価を行う.更に，

と日乎ぶ.

(6 )端末にはアドホックネットワークのルーチン

メッシユネットワークにおける位置付けを示すととも
に，コンセプト実現のためのシステムを検討する.

(GW)

などの暗号化も通常の無線

4. で IP 中継方式の詳細な

LAN 同様使用できる.端

末からは M-WLAN 全体が一つの LAN セグメントに

アーキテクチャを提案し，実装・動作確認，性能評価

見えるため，ネットワークレイヤより上位のプロトコ

に基づき実現可能性を示し，今後の課題を明らかにす

ルはすべてサポートされる.

る. 5. ではまとめを述べる.

これらの要求条件を実現するため，前提条件として

2.

マルチホップ無線

2.1

M ・・WLAN の要求条件

マルチホップ無線

M-WLAN)

WEP

LAN (M-WLAN)

(a)

AP は他 AP との接続用，ユーザ端末との接

続用の 2 種の一無線インタフェースをもっ.

LAN (Multihop Wireless LAN:

は，無線 LAN のパックボーンネットワー

クをマルチホップ無線ネットワークで構成する(図

M-WLAN を構成するためには，

以下の仮定をおく.

1).

AP に対して以下

(b)

AP をノードとする集合

モパイルアドホックネットワーク

(GW を含む)は，
(MANET)

のルー

チングプロトコルを使用する.

(c)

端末への IP アドレスの割当は

DHCP を利
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DHCP サーバは一つの

用する.本論文では
グメント内には

LAN セ

1 台であるとする.

MR へハンドオーバするためには，端末側にモパイル
IP の機能が必要になる.

AP 同士はアドホックネットワークのルーチングプ

M-WLAN では，端末は一度
AP の

ロトコルによって常に経路が維持されており，

IP アドレスを割り当

IP アドレスをもったままメッシュ

てられると，その

移動や移設，故障などにも自律的に経路更新を行う.

内を自由に移動でき，端末からはメッシュ全体が一つ

これによって，季節などによる一時的環境変化による

の LAN を構成するように見える.よって，端末には

リンクの切断など様々な外的要因にも柔軟に対応で

ルーチングプロトコルや

き，強固で柔軟なネットワークを即座に構成できる.

い.その点で

無線インタフェースを複数もたせることや，各インタ

Mobi1e IP 等の機能は必要な

M-WLAN はブリッジ型に近いサービス

を提供できる.

フェースにチャネルを適切に割り当てることで，伝送

M 斗 iVLAN の大きな特徴は，

本論文で検討する

帯域を拡大することも可能であるが，以下では簡単の

IEEE802.11a/b/g

ため，アドホックネットワーク側インタフェース・無線

LAN を利用して IEEE802.11s 同様に，端末には特別

LAN 側インタフェースはそれぞれ一つを前提とする.

な機能を必要としないブリッジ型のメッシュネットワー

2.2

h征 -WLAN

メッシュネットワークと

に代表されるような既存の無線

ク機能をサポートする一方，パックボーンのメッシュ

M-WLAN と非常によく似たアーキテクチャに，メッ

ネットワークは

IP に基づくアドホックネットワークの

シュネットワークカ宝ある.メッシュネットワークを大

ルーチングプロトコルを用いることによって，フラッ

別するとルータ型とブリッジ型の二つのタイプが存在

デイングの効率化やフラッデイング発生の削減を図る

する.ルータ型は，端末からのパケットを受け取ると，

ことができ，端末の移動が少なく端末からのブロード

その IP ヘッダを用いてルーチングを行う方式であり，

キャストが多い環境においてはブリッジ型に比べ制御

ブリッジ型は，端末聞においてデータリンクレイヤで

オーバヘッドを大幅に削減できる方式であるといえる.

のコネクティピティを提供する方式である.
ブリッジ型のメッシュネットワークでは

2.3 M WLAN
開

IEEE802.11s

の実現方式

M-WLAN の実現方式としては，

LAN Emulation

セプトと同様のサービスを提供することができる.

(LANE) 方式 [6]' AP-GW 方式 [20]' [21]' Transparent Mobile IP (TMIP) 方式 [21] の三つが既に提案

IEEE802.11s

されている，. LANE 方式は端末からのフレームの物

が挙げられる.

IEEE802.11s

では 1. で述べたコン

は現在ドラフト段階で，現在標準化ヘ

向けた議論が進められている.また，ブリッジとして
メッシュを

理アドレスを用いてあて先

f茸成し，ネットワークレイヤではメッシュ

AP を解決し，あて先

MANET 内にフラッデイ

ブロードキャストフレームは

端末が出すブロードキャストフレームはメッシュ内で

ングさせなければならない上に，カプセリングによる

フラッデイングする必要があることや，フラッデイン

オーバヘッドが生じるという問題がある.また，カプ

グにはピュアフラツデイングが使用されること，高信

セリングに使用する物理アドレスとあて先

頼のフラッデイングが要求されることを考慮すると，

表を更新するためのオーパヘッドも生じる，

メッシュ内のオーバヘッドは大きいことが予想される.

方式は，端末のデフォルトゲートウェイ

802.11s ではメッシュに参加するノードの最

属している

AP の対応
AP-GW
(GW)

AP に設定させ，端末の経路を

大数に制限をもたせることによってネットワーク全体

持・更新する方式である.端末への経路を

の品質維持を図っている.

持・更新するために，

AP 側で維

MANET のルーチングプロトコ

の端末にルーチング機能を必要とするタイプ(アド

を介した外部ネットワークへの通信は可能であるが，

ホックネットワーク)と，中継専用装置(メッシュルー

同ーネットワーク内の他

タ 'MR) と端末から構成され，端末にはルーチング機

の通信は行えない問題がある.このため，メッシュ内

2 種類が存在する.後者のメッ

シュネットワークでは，端末の移動により別な
接続を切り換えたときに，

IP アドレスの再割当が生ず

る.その場合，端末がセッションを維持しながら別の

2094

MR へ

を所

AP が維

GW

ルを改造する必要がある.この方式では，端末は

ルータ型のメッシュネットワークの中には，すべて

能が必要ないタイプの

AP

までフレームをカプセリングして転送する.この場合，

内のすべてが直接つながっているように見える反面，

よって，

•

AP へ接続している端末同士

にいる端末同士の通信には新たな機能が必要である.

TMIP 方式は， MR 切換時の通信セッション維持のた
めに端末に Mobi1e IP を入れるのではなく，

Transparent

AP 側で

Mobile IP (TMIP) 白を使う.これによ

•

LAN の提案と実装
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Table

1

Flooding overhead
LANE
AP-GW

IData

住堕旦
small
midium
small

TMIP
IP rela

り， Home AP から Foreign
きには Foreigh

表 1 M-WLAN 実現方式の定性的比較
Comparison between each M-WLAN architectures.

no

es
es

AP に端末が移動したと

の設定作業を行う手間をなくす一方で、，後に述べる端

AP が Home AP に対して端末の通信

をトンネリングすることで端末は通信セッションを維

に不可欠な機能であるためである.

AP を移動できる仕組みである.しかし，

持したまま

( 3 )無線

Mesh 内の経路が必ず Home AP を経由

この方法では

IP アドレスを逆引きするとき

末の物理アドレスから

LAN チャネル自動割当機能

各 MAP は自エリアに所属する

した冗長な経路になってしまう問題や，トンネリング

サービスを提供する.このために各

によるオーバヘッドが発生する.

フェースに対して，無線

本論文で提案する

との相互干渉を最小にするように自律分散かっ自動的
にチャネル割当を行う

LANE 方

式に比べフラツデイングやトンネリングによる処理負
のよう

にメッシュ内の経路も冗長にならないメリットがある.

IP 中継方式については

は， MANET
MS に対して，

AP

ブ型とプロアクテイブ型があるが

M-WLAN

にお

ちらでも利用可能で、ある.

(MAP)

と呼ぶ.

MAP

1m， WLAN

側イン

タフェースを

1w と呼ぶ .GW

として動作する

MAP

は， 1m と 1w インタフェースのイ也にとインターネット
M-WLAN

の MAP

へ MAP が追加される場合，そ
IP アドレ

は自動的に 1m インタフェースの

に集束されるので，

(MPR

Experimental

として標準化されているテーブル

RFC

割当や，ゲートウェイアドレスの設定，

フラツデイング)をもち，

駆動型のルーチングプロトコルである

OLSR

[31] を

例として用いる.

IP 中継方式の機能ブロック

アドレスを

IP アドレス割当

とを前提としている.これは，端末に

MAP が所属する

フラツデイング方式

IP 中継方式では，

端末への IP アドレス割当は，

MAP 内のトラヒックは比較的大

グプロトコルの適合性が高い.以下では，効率的な

3.2

(2 )端末への

MAP

MS の IP アドレスのリストを周期的にブロードキャ

ける IP アドレス自動割当手法を利用することができ

[23]~[28].

MS のトラヒックが

きくなることや，後述するように各

スを 1蔓 f尋する.これにはアドホックネットワークにお
る

[18) ，原理的にはど

スト転送する場合には，プロアクテイブ型のルーチン
の

MAP への IP アドレス自動割当機能

既存の M-WLAN

用のルーチングプロトコルを利用する.

のルーチンダプロトコルには，リアクテイ

と同

側インタフェースを

の MAP

MANET

WLAN

の MANET

側インタフェース
L をもっ .
主要機能を以下に示す.

[33]~

MAP 聞に構成されるマルチホップネットワークで

相互が有線ケーブルで接続された通常の

(1)

たチャネルを最適に割り当てる必要がある.この割当

(4 )ルーチングプロトコル

3.1 前提条件

Mesh AP

，1山に割

1m に独立し

[35].

3. IP 中継方式アーキテクチャ

等のサービスを提供することである.

MAP

問題についても，様々な手法が検討されている

3.2 で詳しく述べる.

の基本コンセプトは

1m も利用可能で、あるならば

において複数の

MAP

[29) ，[30]. また，一つの

り当てたチャネルも考慮して，それぞれの

TMIP

荷・オーバヘッドを大幅に削減し，また

・

LAN のチャネルを隣接

1 に示す. IP 中継方式は端末聞

や外部ネットワークへの通信を保証しつつ，

ける AP を，以後

MAP の I切インタ

IP 中継方式と既に提案されてい

る方式との比較を表

M-WLAN

MS に対して WLAN

MAP

に所属している端末の

IP

MAP が管理し， OLSR が全ての端末への

経路を維持，管理，更新することにより端末聞の通信
DHCP

により行うこ

IP アドレスの
DNS サーバ

を可能にしている.

IP 中継方式の機能を大きく分け

ると，経路作成・更新を行う部分(経路更新部)
ケット中継を行う部分

，パ

(IP 中継部) ，端末の接続情報
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を管理・維持する部分(リンクセンシング部)
アドレスから

，物理

IP アドレスを逆引する部分(アドレス

を用いることで

MAP

間の

維持，管理，更新を行う必要がある.この機能は従来

OLSR

(2)

ではサポートしていない機能である.

て転送する.

(3 )リンクセンシング部

MAP に所属している端末の
MAP へ新たな端末が所

リンクセンシング部は
情報を監視する部分である.

属するとその物理アドレスをアドレス解決部へ通知
する.
(4 )アドレス解決部

リンクセンシング部より通知された物理アドレスか
端末の IP アドレス所得と広告

OLSR

には，自身へ所属している端

末の経路を維持・更新するために，自身へ所属してい

MAP

IP アドレスを得

検知し，アドレス解決部へ通知して

3.5 で詳しく述べる.

アドレス解決部が自分に所属した端末の

MAP

OLSR

に通知する

.OLSR

IP アドレ
は自分の

へ所属している端末の通知を受けると，端末の

所属テーブル(アソシエーションセット)を更新する.
アソシエーションセットには，すべての端末の
ドレスと，その所属

IP 中継部における処理(図

MAP

は，

MAP

の

AP

IP ア

IP アドレスが記されて

AAD

メッセー

2)
(Iw)

として動作するインタフェース

をプロミスキャスモードで動作させ，端末が出すフ-

IP 中継部がすべて受信する.
IP 中継部は，一
受け取ったフレームの
TYPE フィールドをチェック
し， IP パケットならばそのフレームの
MAC ヘッダを
レームを

IP パケットを自身のプロトコルスタックの

IP (incomming)へ積み上げる.スタックへ詰まれた
IP パケットは，そのまま
MAP 内のルーチングテー
ブルに従いあて先端末が所属している
MAP へと転送
され，そこから端末へと転送される仕組みである.フ

TYPE

が

ARP

や

RARP

フレームであれば，別の処理を行う.

3.5

センシング部が自分に所属した端末の物理アドレスを

スを解決すると，

3.4

は 3.5 で詳しく言及する.

にアソシエーションすると，リンク

る.これについては

ジにて直ちに広告する.

レームの

へ広告するための拡張を行

IP アドレスリストを

変更後の端末の

取り除き

ら IP アドレスを解決し，経路更新部へ通知を行う.

IP アドレスを他
う.端末が
MAP

メッセージが衝突などで受け取れなかった場合

経路エントリはアソシエーションセットから削除され，

IP 中継部分では，端末の出すフレームから
IP パ
MAP のルーチングテーフ守ルに従っ

る

メッセージにより定期的に

ンク切断が通知されれば，リンクの切断された端末の

IP 中継部

経路更新部の

AAD

に対応するためである.もし，ドライパから端末のリ

ケットを取り出し，

3.3

の

広告される.これはアソシエーションセット更新時の

AAD

経路を維持，管理，更新するのに加え，端末の経路も
の

OLSR

ドレスは，

OLSR

など，

ARP

IP 以外の
に関して

IP アドレスの解決

IP アドレスの割当は DHCP により行う.
MAP ではあらかじめ DHCP リレーエージ、ェントが動
作しており，
DHCP のサーバの IP アドレスは MAP
ごとにあらかじめ設定されているものとする.
MAP
は端末からの DHCP パケットを受け取るとそのパケットを DHCP サーノ fあてにリレーする.
DHCP サーノて
は IP アドレスの割当メッセージを
DHCP リクエス
端末への

いる.経路更新部は，アソシエーションセットに基づ

き自身の経路表を再計算するとともに，自分に所属し

1虫自のメッセー
ジ (Associated
AddressDecralation
:AAD) に載せ
て直ちに広告する.このメッセージは
OLSR によっ
て MPR フラッデイングされる.
AAD を受け取った
他の MAP の経路更新部は，重複チェックを行った後，
ている端末の

IP アドレスのリストを

メッセージの生成元アドレスとリストに記載されてい
るアドレスをもとにアソシエーションセットを更新し

経路表の再計算を行う.
2096

のド

IP ア

身への接続を維持していると判断された端末の

経路更新部

経路更新部では，

AP

間のリンク状態は，

ライパ情報から取得し，監視する.その結果，まだ自

解決部)の四つに分けることができる.
(1)

MAP

その後の端末と

No. 11

From Iw
図

Fig.2

2 MAP

To 1m
内でのフレーム処理

Theframetreatment
ofth MAP.
巴

LAN の提案と実装

文/マルチホップ無線

MAP へ'と返す. MAP はそれを受け取る

ト送信元の

と，そのメッセージ内から

MS の物理アドレスと，そ

の MS へ割り当てられた

IP アドレスのベアをアソシ

エーションセットに儒討寺し，アソシエーションセット

IP アドレスのリスト

内の自分へ所属している端末の

AAD メッセージを用いて広告する.それと同時に，
端末へ DHCP (ACK) パケットを転送し，
MS へ IP
を

1 7: IP address 01 AP's MANET IF
a-c: IP address 01 MS
句

DHCP

MS
a
b

c

アドレスを割り当てる.
一度

IP アドレスを割り当てられた端末が別の

MAP

図 3

へと移動した場合には，端末の通信セッションを維持
するためにも端末に割り当てた

IP アドレスの変更は

行わずに，以前割り当てられた

IP アドレスを使用し

Fig.3

ARP におけるトンネリングメカニズム
The

ARP message

tunneling

mechanism.

MAP は，新規に所属してきた端末
の物理アドレスを無線
LAN ドライパ情報から得るこ

われるので，端末は目的端末の物理アドレスを解決で

とができるが，端末の

きる(図

続ける.このとき

ない:

IP アドレスは知ることができ

MAP のアドレス解決部は，自エリアへ所属し

IP アドレスを解決す

てきた端末の物理アドレスから
るため，次の

2 方式を考える.

Client
Identifier
(CID)

割当要求があると，以前割り当てた

IP アドレスと同

ーの IP アドレスを再度割り当てる.この仕組みを利

IP アドレスを割り当てられた端末が別の

MAP へ移動してきた際に，

MAP は端末のアソシエー
ションを検知すると，端末の物理アドレスを
CID とし
た DHCP Discover
パケットを代理で
DHCP サーバ
へ転送する. DHCP サーバは端末から再度
IP アドレ
ス割当要求がきたと判断し，前回割り当てた
レスを含む

IP アド

DHCP Offer
パケットを
MAP に対して
DHCP 0 宜erパケットより
MAP は

移動してきた端末の

IP アドレスを即座に知ることが

できる.

MAP の IP 中継部が端末から受け取ったフレーム
が ARP メッセージだった場合には，そのメッセージ
の内容から問合せを行う端末の
もし，その

IP アドレスカ

IP アドレスを調べる.

f アソシエーションセット内に

存在すれば，端末が所属している

MAP あてに UDP

ARP フレームをカプセル化し，送信する.あて
先 MAP はそのパケットを受け取るとカプセルを外し
ARP フレームをそのまま
MASTER 側インタフェー
ス (Iw) から送信する.
ARP リクエスト， ARP リプ
で

ARP を正確に端末聞で行うことによって端末は自身
の ARP キャッシュ内に通信相手の物理アドレスを正確

MAP

MAP へとローミングしてき
MAP 内で AP のブリッジ機能を利用

たときに，同一
して通信が行える.

が利用される.これを用いて，同一端末からもう一度

返送する.この

3).

から自身が所属している

IP アドレスを割り当

てると，その端末の情報をサーバ内に保持する.こ

用し，一度

UDP のトンネルを利用して行

に記録しておく.これにより，通信相手が別の

(1) DHCP 問合せ方式
DHCP サーバは，一度端末へ
のとき，端末の識別子として

ライともにこのように

(2) MAC アドレス分配方式
この方式は， MAP に対して新規に接続してきた端
末から DHCP サーバへ端末が IP アドレスを問い合
わせたときに，
DHCP サーバから IP 端末に送られ
る DHCPACK
パケットを
MAP でキャプチャし，そ
こから端末の物理アドレスと

IP アドレスのペアを取

得する.その後，端末の物理アドレスと

IP アドレス

AAD メッセージにのせて
MAP 全体へフ
ラッデイングする.これにより，
M-WLAN' 内にいる

のセットを

すべての端末の

IP アドレスと物理アドレスのセット

MAP が知っていることになる.これによ
り端末が移動してきた際には，
MAP は自分がもって

をすべての
いる端末の

IP アドレスと物理アドレスの対応表から

即座に端末の IP アドレスを調べることができるメリッ

ARP リクエストを出した場合に
MAP が代理で端末が出す ARP リプライと同様
の ARP リプライを返すことができる.よって，
ARP
トがある.端末が

は，

のトンネリングをするオーバヘッドが削減できる.

3.6

DHCP 問合せ方式と MAC アドレス分配方!
式の比較

DHCP 問合せ方式と MAC アドレス分配方式の比
較を表 2 に示す. M-WLAN の制御メッセージのト
ラヒックは，端末数，
AAD の広告周期，端末の移動
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表 2

DHCP 問合せ方式と MAC アドレス分配方式の定
性的比較
Table 2 Comparison between DHCP query and
MAC address distribution methods.

DHCPquery MAC-IP share
DHCP client
reqmrement

Client -10
optlOn

Control packet size
Handoff delay
ARP tunneling

large

small

とし，

た AAD メッセージが衝突などで受け取れなかった場

4.

MAP1 台当り 10 台

AAD

LAN の部分試作と

4.1 実装

M-WLAN の IP 中継方式を実装した.端末の物理
アドレスから

IP アドレスを解決する方法は今回提

案しているこつの方法をそれぞれ実装し，動作確認.

MAP としか通信できない環境で，端末の移動がない

性能評価を行った.

HELLO ， TC [31]' AAD を合わせた制
DHCP 問

御メッセージトラヒックが占める帯域は，

AAD を受け取るまで経路を正しく更新でき

マルチホップ無線
評価

not required

MAP が直線上に並んでおり，それぞれが隣の

と仮定すると

かし， AAD メッセージの周期を長くすると，更新され

メッセージの広告周期は適切に設定する必要がある.

AAD メッセージ周期を

5 秒， MAP 数を 5 台，端末数を

MANET

ないため，経路不整合の時聞が長くなる.よって

large

度に依存する.一例として，

AAD メッセージによる

内トラヒックをある程度緩和できると考えられる.し

合，次の

none

small

required

を長くすることで，

M-WLAN の MAP には，小型
OpenBlock8266

な組込み用ノ\ードウェアである
を用い，

[36]

08 には 88D Linux (KerneI2.4.32)

を使

合せ方式では 2.59 kbitjs ， MAC アドレス分配方式で

用した.また，今回の実験では，カーネルパラメー

は 3.15kbitjs

タ j proc j sys j net j ipv4j route j min_delay の値を変更

となり，

MAC アドレス分配方式の方が

約 20% 強ほど制御メッセージが増えることになる.端
末数が増加すると

している.これは，カーネルの経路テーブルに変更が

MAC アドレス分配方式の制御トラ
MAC ア

ヒックがより増加する傾向をもっ.これは，
ドレス分配方式では

AAD メッセージに端末の物理ア
DHCP 問合せ

ドレスを含めることによる.しかし，

方式では ARP のトンネリングによるオーバヘッドが

デイングされるまでにかかる遅延時間を定めるパラ
メータである.デフォルトの

2 の値では AAD メッセー

ジを受け取って経路変更を行ってから実際にその経路
かかるが，経路切換の高速化を図るため

サーバに対ーして DHCP Discover による IP アドレス

無線 LAN カードには，

問合せが発生するため，端末のハンドオフが頻繁に起

としてコンノ

こる環境では制御オーバヘッドが増える可能性がある.

(Piism2) ， MANET 用インタフェース

この方式のもう一つの問題点は，
である Client Identifire

DHCP のオプション

(CID) を用いることである.

Windows や Mac 08 等ほとんどの

08 の DHCP ク

CID オプションをもたない

DHCP クライアントの実装も中には存在する.その

T クトフラッシュタイプの

として

パとして

hostap_cs
1mはドライ

orinoco_cs を用い， Ad hoc モードで動作さ

今回実装したプログラムは大きく四つに分類できる.

IP ア

一つは経路更新部として独自の拡張を加えた

点では， MAC アドレス分配方式ではこのような問題

ある.

は発生しない.また，端末のハンドオーバ時にも瞬時

自の拡張を行った.

ARP のトンネリングも必要

MAC アドレス分配方式の方がハンドオフ

の高速化を期待できる.
定期的に送信する AAD メッセージの送信インタパル
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(Im)

I日のドライパは

を用い，インタフェース

更に， IP 中継部として

ないため，

WLI-CF-Lll

PCMCIA タイプの WLI-PCM-LllGP
(Hermes) をが
使用した. MAP の AP 用のソフトウェアには
hostapd

ドレスを返してしまうため，正常に動作しない.この

にアドレス解決もでき，

(I.山)

せる.

場合，サーバ側でクライアントを一意に識別すること
ができず， DHCP Discover に対して常に新しい

O に変更した.

MAP 用インタフェース

を用いて Master モードで動作させる.

ライアントはこれをサポートしているため，問題なく
この方式が動作するが，

2 秒以上

でパケットがフォワーデイングされるまでに

DHCP

生ずることや，端末がハンドオフするたびに

生じてから実際にパケットが変更後の経路でフォワー

OL8R ，

IP の中継を行うプログラムで

OL8R は， UniK-OL8R

0.4.9 [37] をもとに独

IP 中継にはリアルタイム性が必要

なため， OL8R とは独立したプロセスとして実装し，

OL8R とアソシエーションテーブルを互いに同期をと
りながら更新するよう実装を行った.また，リンクセ
ンシング部としては，端末がアソシエーションを行う

LAN の提案と実装

論文/マルチホップ無線
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Fig.4

of the network

hostapd にも独自の拡張を

とすぐに検知するように，

IP アドレスを逆引して

加えている.また，

ネットワーク構成の一例

An example

OLSR

へ

LAN ピットレートは

I 加の無線 LAN ピットレートを固定することができ

実装した M-WLAN の動作を確認するため，

4 台の

AP に接続したクライアントと

10m 四方の部

能評価を行った.それぞれのノードは

1 列に並べ固

屋内の机上に，それぞれ数センチ間隔で

定配置した.すべてのノードが相互に電波が届く範囲

に示すような一直線型のマルチホップ環境を構築し

LAN の RTS/CTS

i

11 Mbit/s のピットレートを得られる場所を

間で 10 回スループット測定を行い，その平均値を求

LAN ピッ

すべてをアドホックモードで動作させ，無線
ドレートをすべて

MS が SSID を変更

すべてのノードで

するだけで，接続

AP

を容易に切り換えられるように，

MAP ごとに別の ESSID を設定した.このネットワー
ク環境において，

DHCP 問合せ方式と

MAC アドレ

ス分配方式のそれぞれを動作させ，それぞれの環境に
おいて端末同士で

ping ， ssh ， ftp ， http 等のプロトコ
GW を介し

ルが正常に行えることを確認した.また，

PC に対しでも，上述のプロト

たインターネット上の

コルが正常に動作することを確認した.

TCP'UDP

のスループットと応答遅延時間を測定

した. TCP に関しては最大

Window サイズは 65535 ，

最大 Window シフトサイズは

14 で、測定を行った.測

MS2 間のスループットと応答遅延時間
Time: RTT)

を，図

4 に示すように

MS1 と

(Round 'Irip
MS2 の所属す

る MAP を変えることでホップ数を変化させながら測

に固定し，端末を含む

OLSR を動作させて構築したアド
TCP'UDP

ス

RTT の測定を行った.測定結果を図

ループットと

5

に示す.

UDP のスループットはそれぞれのリンクでは
6 Mbit/s 程度のスルーフ。ツトが出ることは確認してい
るカ̃， 3 ホップでのスループットはアドホックネット
ワークの場合でも

5 Mbit/s にとどまっている.これ

MAP を経由するときに

MAP の二つのイ

ンタフェース間で行われる転送中継時のキューあふれ

M-WLAN を介して，端末同士の

で用いた環境と同一の環境で、行い，

11 Mbit/s

ホックネットワーク環境でも，同様に

は，二つの

スループット・応答遅延時間の評価

今回実装した

定は 4.2.1

MAP の無線インタフェース

比較のために，端末と

本来は MAP の 1w に設定する ESSID は M-WLAN
全体で共通のものを使用するが，

f

めた.

は使用しない設定

にした.

4.2.2

AP 聞のリンクカ

しまう.そのため，クライアントと

探してノードを配置・固定し，その環境において端末

4

とによって隣接ノード聞のみにリンクを構成し，図

AP の聞の無線 LAN

ピットレートは，電波状況により自動的に選択されて
安定して

iptables を用いて特定のリンクを切るこ

Auto レートに設定した.これにより，

なかったため，

MAP と 1 台の GW ， 2 台の端末を用い動作実験，性

た.また，無線

11 Mbit/s に固定した.今回の

実装では，マスターモードに設定したインタフェース

動作確認

にあるため，

1m の無線

アドホックネットワーク側インタフェース

動作確認・性能評価

4.2.1

MTU (1500 Byte) で測定を行った.

パケットサイズは

ロセス内に実装した.

4.2

netperf [32] を用い，

定した.スルーフ。ツトの測定には

IP 中継部と同一プ

通知するためのアドレス解決部は

structure.

によるパケット損が発生しているためと考えられる.
また， M-WLAN の UDP スループットは，
合せ方式と

DHCP 問

MAC アドレス分配方式ともにアドホッ

クネットワークの場合より若干低い値になっている.

M-WLAN では MAP がすべてのフレームを無差別
受信し，

1 フレームごとに，

自 MAP 内の端末あて
ヘッダの除去と

IP かどうかのチェック，

IP かどうかのチェック，

MAC

IP 中継転送の処理を行っているため，
2099
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アドホックネットワークのように単純な

1 パケットごとの処理

ワーデイング処理と比較すると

M-WLAN の方がアドホック

負荷が増える.これは，

RTT が O.6ms 程度多く

ネットワークの場合に比べ，

.M

なっていることからもうかがえる

司

WLAN ではこ

MAP 内部のキューあふれ

の内部処理の遅延に伴い，

Fig.6

述の実験を

The

陀

of the

disconnected

5 回行い，通信途絶時間

最後の ping が届いてから，

(MAP 切換前の

6 に示す.

が届くまで)の平均時間を図

MS2 が MAP3 にハンドオフするのに用する時間は，
両方式ともに大差はなく，平均で約
た.この後，

300ms 程度であっ

MAP3 は MS2 のアソシエーションを検
IP アドレスを解決

し AAD メッセージを送信する.この際，

しかし， 3 ホップの場合で

せ方式の方が

5 ホップではアド

term

MAP 切換後最初の ping

いるため，スループットが低下していると考えられる.
iることカ f できた.また，

19.'!O?~ .10.5214

通信途絶時間の詳細

detaii

知すると，端末の物理アドレスから

マンスを得

• .10.4498

Quest

がアドホックネットワークの場合に比べ多く発生して

4 Mbit/s を超えるパフォー
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DHCP 問合

MAC アドレス分配方式に比べ

DHCP

IP アドレス問合せが発生するため，

サーバに対する

ホックネットワークとの差が減少している.これは，

AAD メッセージを送信するまでに遅延が生じる.今回

マルチホップによりリンク当りの実効帯域が減少し，

の実験環境では MAP3 から DHCP サーバへ直接通信

スループットが低下したため，処理負荷が減少したこ

できるエリアにいるために，

とによると考えられる.

るまでの遅延は

TCP スループットに関しても，

3 ホップではアド

100ms 程度になっているが，

サーバへのホップ数や，

ホックネットワークの方が若干高いスループットを示

は， DHCP

しているが，ホップ数が増えるにつれ，差がなくなっ

増加することも予想される.

UDP

ている.これは，
通信により

の場合と同様にマルチホップ

1 リンク当りの実効帯域減少，

TCP の

1九Tindow 制御により，スループットが低下し，処理負
荷が低減されたためと考えられる.

4.2.3

RTT 測定と同様の図

4 の環境

MS2 を MAP3 へとハンドオーバさ

せ， MSl と MS2 間の通信途絶時間を測定した.この
とき， GW のインタフェース
を動作させ，

(Im) において ethereal

MANET でやり取りされるすべてのパ

ケットをキャプチャすることで，ハンドオーバ時の経
路切換に要する時間の詳細を記録する.

DHCP 問合せ

方式と MAC アドレス分配方式のそれぞれにおいて上

2100

す

DHCP サーバの実装によって

パケットが返ってくるまでの遅延が

•

び

次世代情報通信ネットワークの構築・運用に関する
無線 LAN (M-WLAN)

において， MS2 が MSl に対して ping を 10 ミリ秒間
隔で行いながら，

む

0百er

DHCP

新しいネットワークコンセプトとして，マルチホップ

ハンドオーバ時の通信途絶時間

先述のスルーフ。ット・

5.

DHCP offer が返ってく

に注目し， M-WLAN のアー

キテクチャに関して検討を行った.

M-WLAN の具体

的なアーキテクチャ，プロトコルとして華庁たに

IP 中

継方式を示すとともに，提案方式と既存方式との定性
的な評価を行った.また，
な実装として

IP 中継方式における具体的

DHCP 問合せ方式， MAC アドレス分

配方式をそれぞれ

IPv4 で実装し，その実装での実験

システムにおいて動作の検証を行い，

M-WLAN の実

現可能性を示した.更に，その実験システムにおける
スループット，応答遅延時間を測定し，両方式ともに

LAN の提案と実装

論文/マルチホップ無線

アドホックネットワークで同様の環境を構築したとき
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