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あらまし アドホックネットワークのマルチホップ

通信における TCP スループットを向上させる技術と

してホップ数分割方式を提案する．シミュレーション

実験より，ノードの移動がない場合，従来のマルチ

ホップ通信を行う方式や，プロキシを用いる方式より

も TCP スループットが向上する場合があることが分

かった．

キーワード アドホックネットワーク，ホップ数分
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1. ま え が き

既存のインフラを必要とせず，端末同士が無線で通

信を行うネットワークとしてアドホックネットワーク

が注目されている [1], [2]．アドホックネットワークで

は各端末間は無線リンクで構成されており，端末同士

が直接通信できない場合，途中の端末がデータを中継

するマルチホップ通信を行う．しかし，マルチホップ

通信ではホップ数が増加すると TCP スループットが

急激に低下する問題がある [3]．そこで，本論文では

アドホックネットワークのマルチホップ通信における

TCPスループットの向上を目的としたホップ数分割方

式 [4]を提案する．シミュレーション実験の結果，ノー

ドの移動がない場合，提案方式を用いると従来のマル

チホップ通信を行う方式 [3] や，プロキシを用いる方

式 [5] と比べて TCP スループットが向上することが

分かった．

2. マルチホップ通信による TCP スループットの

低下

アドホックネットワークのマルチホップ通信では，

送受信端末間の距離が離れるほど，パケットを中継す

る端末数が増加し，無線リンクの数が増加する．その

結果，パケットの損失や衝突が発生する確率が高くな

る．また，伝搬遅延が増加し，データパケット（以降，

単にデータと呼ぶ）を送信してから ACKを受信する

までの時間が増加する．更に，損失したデータの再送

はすべて送信端末が行うため，データの損失による

TCPスループット低下からの回復にも時間がかかる．

その上，アドホックネットワークを構成する端末が増

えることで，隠れ端末問題やさらされ端末問題も発生

するようになる．このように，アドホックネットワー

クでマルチホップ通信を行った場合，ホップ数の増加

により TCPスループットが著しく低下する．

3. プロキシを用いた TCPスループット向上方式

アドホックネットワークのマルチホップ通信におけ

る TCP スループット向上方式の一つとしてプロキシ

を用いる方式 [5], [6]が提案されている．プロキシは送

受信端末間の経路の途中に実装され，送信端末とは独

立にふくそう制御や再送制御を行う．更に，プロキシ

はデータ受信時に ACKを送信端末へ返信して送信端

末のふくそうウィンドウを素早く増加させることがで

きるため，TCPスループットが向上する．しかし，プ

ロキシはもともと有線と無線が混在する環境の境界部

分での利用が想定されている．したがって，無線環境

のみのアドホックネットワークでプロキシを用いると，

ACKの数が増加するためプロキシの前後でデータと

ACK の衝突が多発し，スループットが低下する可能

性がある．

4. 提 案 方 式

本論文ではプロキシを用いる方式をもとに，TCP

スループットの向上を目的として，ホップ数を分割す

るホップ数分割方式を提案する．提案方式では，まず

送受信端末間の途中経路に存在する蓄積端末が送信端

末から送信されたデータを蓄積する．次に，いったん

送信端末からのデータ転送を中断させた後，蓄積端末

は蓄積したデータを受信端末へ転送する．次に，この

転送を終えた後，送信端末からのデータ転送を再開さ

せ，以降同様な処理を繰り返す．その結果，一連のパ

ケットが経由するホップ数が減少し，パケットの損失

や衝突の多発を避けることができる．

4. 1 前 提 条 件
• 蓄積端末は十分なリソースをもつ

提案方式では蓄積端末でデータの蓄積を行う．この

ときバッファあふれによるデータの損失はないと仮定

する．
• 送受信端末間の通信は必ず蓄積端末を経由する

送受信端末間の経路上に蓄積端末が存在し，必ず蓄

118 電子情報通信学会論文誌 B Vol. J91–B No. 1 pp. 118–122 c©（社）電子情報通信学会 2008



レ タ ー

図 1 ホップ数分割方式
Fig. 1 Splitting hops method.

積端末でホップ数分割が行われると仮定する．

4. 2 提案方式の動作概要

図 1 にホップ数分割を用いたデータ転送の様子を示

す．簡略化のため，通信途中の ACKの表記は一部省

略し，最後のデータに対する ACKのみ記述している．

まず最初に送信端末（Sender）と蓄積端末（Store

terminal）が蓄積するデータ数N をあらかじめ決めて

おき，TCPを用いてN 個のデータを蓄積端末へ転送

する．蓄積端末では受信したデータの蓄積を行う（図 1

中の A）．このとき，蓄積端末は受信端末（Receiver）

へのデータの転送は行わない．その後，送信端末は，

N 番目のデータに対する ACKを受信すると，累積確

認応答の性質からデータはすべて蓄積端末に転送でき

たと判断し，データの転送を中断する．同時に，N 番

目のデータに対する ACKを返信した蓄積端末は通信

相手を受信端末に切り換える．また，データの転送を

中断する際，送信端末は再送タイマをいったん停止さ

せる．

蓄積端末と受信端末の通信では，蓄積したデータを

TCPを用いて受信端末へ転送する（図 1 中の B）．こ

のとき，損失したデータの再送も蓄積端末が行う．そ

の後，蓄積端末は，受信端末から蓄積した最後のデー

タに対する ACKを受信すると，すべて受信端末に転

送できたと判断し，この ACKを送信端末に転送する．

このとき，受信端末から送信端末に転送される ACK

には，転送再開のための ACKであることを示すフラ

グ（Lフラグ）を設定する．Lフラグは TCP ヘッダ

の予約フィールドの 1ビットを利用する．Lフラグを

利用して，送信端末は転送中断のための ACKなのか

転送再開のための ACKなのかを判断する．送信端末

はこの Lフラグが立った ACKの受信をトリガとして

データの転送を再開する（図 1 中の C）．また，送信

図 2 ネットワークトポロジー
Fig. 2 Network topology.

端末はデータ転送の再開と同時に停止していた再送タ

イマを再開させる．

ホップ数が増加した場合，蓄積端末が複数存在する

と蓄積端末同士が通信する場合が発生する．この場合

には，送信端末–蓄積端末間の通信と同じ動作を行う．

これにより，蓄積端末–蓄積端末間の通信が連続して

行われる場合でも，ホップ数分割を行いデータの転送

をすることができる．

この方式を用いることで，例えば送受信端末間が 4

ホップの通信を，送信端末–蓄積端末間の 2 ホップと

蓄積端末–受信端末間の 2 ホップに分割することがで

きる．

5. シミュレーション実験

4.1の前提条件のもとで，提案したホップ数分割方

式の実験的評価をネットワークシミュレータ ns2 [7]を

用いて行う．最初に図 2 (a)のような端末を 1列に並

べた直線的なチェイントポロジーにおいて，ホップ数

を 4，10とした場合の評価を行った．次に，図 2 (b)の

複雑なグリッド型トポロジーでの評価を行った．図 2

中の二重丸は送受信端末（Sender or Receiver），四角

は蓄積端末（Store Terminal），六角形は蓄積または

中継端末（Store or Relay Terminal（注1）），丸は中継

端末（Relay Terminal）をそれぞれ示す．チェイント

ポロジーにおいて，全フローの送信端末は同一（すべ

てのフローが同じ方向で通信を行う）とする．グリッ

ド型トポロジーでは，送信端末は受信端末も兼ねる

（双方向で通信を行う）．また，表 1 にシミュレーショ

（注1）：シミュレーション実験において，送信元，受信先，経路長，経路分割数

などのパラメータに従い，蓄積端末あるいは中継端末として振る舞う．
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表 1 シミュレーションパラメータ
Table 1 Simulation parameters.

TCP の種類 TCP-Reno

データサイズ 1000 Byte

無線電波の到達範囲 250m

端末間距離 200m

無線リンクの帯域 54 Mbit/s

MAC プロトコル IEEE 802.11

フロー数 2，6，10

ンパラメータを示す．ただし，本論文では端末が移動

しない，または移動しても移動速度が非常に遅いア

ドホックネットワークを想定している．そのため，シ

ミュレーションにおいて，ノードの移動は考慮してい

ない．シミュレーションでは，蓄積端末に複数フロー

のデータが到着した場合，データが到着した順番で送

出を行う．また，同一送信端末で複数フローのデータ

を送信する場合においても，データが発生した順番で

送出を行う．

シミュレーションでは，提案した蓄積端末において

蓄積を行う方式（Proposal），送受信端末が従来どお

りのマルチホップ通信を行う方式（Traditional），プ

ロキシを用いる方式（Proxy），で 10MByteのファイ

ルを FTP転送したときのTCPスループットを評価し

た．ここで，転送する総データ量は，10000 個のデー

タパケットに相当する．提案方式において蓄積する

データ数N を，100個にした場合（100），転送する総

データ数の半分の 5000個にした場合（half），一度に

すべてのデータ 10000 個を蓄積する場合（all），の 3

通りを考慮した．また，分割を 2ホップごと（2hop）

の場合と 1ホップごと（1hop）の場合の 2通りの評価

も行った．結果はシミュレーションを 5回行ったとき

の平均を示す．

5. 1 チェイントポロジーにおける結果及び考察

図 2 (a)のチェイントポロジーでホップ数を 4とし

たときの TCP スループットを図 3 に示す．図 3 よ

り，提案方式を用いると，通常のマルチホップ通信を

行う場合よりも TCP スループットが向上しているこ

とが分かる．しかし，蓄積するデータ数が減少すると

TCP スループットが低下する傾向があり，蓄積する

データ数を 100個にした場合は，フロー数が増加する

とプロキシを用いる場合よりも TCPスループットが

低くなることが分かった．同様に，ホップ数を 10 と

したときの TCPスループットを図 4 に示す．図 4 よ

り，ホップ数が増加した場合でも提案方式を用いると，

通常のマルチホップ通信を行う場合より TCP スルー

図 3 チェイントポロジーでの TCP スループット（ホッ
プ数：4）

Fig. 3 TCP throughput in chain topology, where the

number of hops is 4.

図 4 チェイントポロジーでの TCP スループット（ホッ
プ数：10）

Fig. 4 TCP throughput in chain topology, where the

number of hops is 10.

プットが向上している．また提案方式は，フロー数が

2で分割が 1ホップのときの蓄積データ数が allの場合

を除いて，プロキシを用いる場合と比べ TCP スルー

プットが向上していることが分かる．また，蓄積する

データ数を 100 個や総データ数の半分とした場合は，

すべてのデータを蓄積する場合と比べて TCP スルー

プットが向上しており，ホップ数が 4の場合と異なる

傾向を示すことが分かった．

蓄積するデータ数とホップ数の変化が TCPスルー

プットに与える影響を考察する．提案方式において蓄

積端末は N 個のデータの蓄積が終了したとき，及び，

受信端末ヘデータの転送が終了したとき，通信相手を

切り換える．このとき，使用していた無線チャネルが

開放される．データ蓄積数 N の値が少ないときには，

頻繁に通信相手が切り換わるため，チャネルが開放さ

れる回数が多くなる．すると，チャネルが開放されて
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図 5 ホップ数 10 の場合の通信
Fig. 5 Typical communication in case of 10 hop.

いるため，送信するデータをもつ送信端末と蓄積端末

はそれぞれ通信の開始を試みる．その結果，パケット

の衝突が多発して TCPスループットが低下したと考

えられる．一方で，N の値が増加したとき，一つのフ

ローが無線チャネルを占有して通信を行っていた．こ

れは，一度に送信されるデータ数が多く，通信相手の

切換で発生する無線チャネルの開放がなかなか行われ

ないためである．その結果，無線チャネルを占有して

利用するためパケット衝突の発生が減少し，TCP ス

ループットが高くなったと考えられる．したがって，

ホップ数が 4の場合には，蓄積するデータが増加する

と TCP スループットが向上する傾向があると考えら

れる．

しかし，ホップ数が増加すると蓄積端末数が増加し，

ホップ数を分割する箇所も増加する．したがって，ホッ

プ数 10の場合では図 5 に示すように無線電波が干渉

しない箇所で異なるフローによる同時転送が可能にな

り，パイプライン的な転送になる．つまり，蓄積する

データ数が少ない場合には次々とデータ転送箇所が移

動してパイプライン的転送を行えるため TCP スルー

プットが向上したと考えられる．したがって，ホップ

数が増加した場合，蓄積するデータが減少すると TCP

スループットが向上する傾向があると考えられる．

図 4 において，フロー数 2，分割 1ホップで蓄積す

るデータ数を 100 個とした場合は，非常に高い TCP

スループットを得ている．これは，蓄積するデータ数

が少なく，分割が 1ホップごとのため 2ホップごとで

行う場合よりも同時通信可能な箇所が増加し，パイプ

ライン転送がうまく行われたためだと考えられる．し

かし，フロー数が増加すると，他の場合と同等のTCP

スループットになっている．これは，蓄積端末が通信

相手を切り換えるとき，フロー数の増加によりパケッ

トの衝突が発生しやすくなったことが原因であると考

えられる．

また，図 4 のフロー数が 2，分割が 1ホップごとで，

表 2 グリッド型トポロジーにおける平均スループット，
括弧内は Fairness Index 値

Table 2 The average throughput and Fairness Index

value in a grid type topology.

一度にすべてのデータを蓄積する場合はプロキシを用

いる場合と比べ TCPスループットが低くなっている．

これは，蓄積するデータ数が多いためパイプライン的

転送のデータ転送箇所の移動が遅いことと，蓄積端末

が増加したことで，データの転送に時間がかかったた

めだと考えられる．

最後に，図 3 のホップ数が 4の場合を見ると，分割

が 2ホップごとの場合と 1ホップごとの場合の差はほ

とんどないことが分かる．蓄積端末は蓄積したデータ

を転送するためにそれぞれふくそうウィンドウを増加

させる．ホップ分割数が増加すると蓄積端末も増加す

るため，ふくそうウィンドウの増加を待つ箇所が増加

しデータ転送に時間がかかる．その結果，提案方式の

効果があまり見られなかったと考えられる．

5. 2 グリッド型トポロジーにおける結果及び考察

次に，4.1の前提条件のもとで，より複雑な図 2 (b)

に示すグリッド型トポロジー上での評価を行う．フ

ロー数は 12（破線の数 ×双方向），ホップ数は 4，分

割は 2ホップごと，として各フローにおいて，破線上

の 2ホップ目の端末に提案方式及びプロキシを実装す

る．表 2 に TCPスループットの平均値と，括弧内に

公平性の指標である Fairness Index値 [8]を示す．ま

た，Fairness Indexは式 (1)で与えられる．式 (1)に

おいて，xi，N はそれぞれスループット及びフロー数

を示す．

Fairness Index =

(
N∑

i=1

xi

)2

/N

N∑
i=1

x2
i (1)

ただし，Fairness Index値は 1に近いほど公平性が高

いことを示す．表 2 より提案方式の TCPスループッ

トが向上していることが分かる．しかし，蓄積する

データ数を 100 個にした場合はプロキシを用いる場

合よりも TCP スループットが低くなることも分かっ

た．また，Fairness Index値は提案方式を用いた場合

でも従来どおりのマルチホップ通信やプロキシを用い

る場合と同様に高い値を得ていることが分かった．し
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表 3 蓄積端末のバッファサイズを変化させたときのデー
タ転送成功率

Table 3 Successful rate of data transmission when

buffer size of store terminal changes.

バッファサイズ（MByte） 100 90 80 70 60 50

データ転送成功率（%） 100 70 10 0 0 0

かし，一度にすべてのデータを蓄積する場合では，若

干 Fairness Index値が低くなっている．これは，チャ

ネル占有の発生が原因であると考えられる．

5. 3 有限バッファサイズにおける基礎的考察

最後に，蓄積端末のバッファサイズを有限にした場

合の基礎的考察を行う．ここでは，4ホップのチェイ

ントポロジー（5.1の図 3の結果を得た環境）におい

て，最も蓄積するデータ数が多くなる場合を評価した．

具体的には，フロー数は 10，2ホップごとに分割，す

べてのデータ 10MByte（パケット数：10000 個）を

蓄積する場合である．

まず，バッファサイズが10フロー分のデータをすべて

格納できる 100 MByte（=10（フロー数）× 10 MByte

（蓄積データ量））以上であれば，図 3 のバッファが

十分な場合と同等の結果が得られることが分かった．

ここで，提案方式が有効に動作するバッファサイズの

100 MByteは現在市販されている小型モバイル PCの

搭載メモリ量よりも小さく現実的な値であると考えら

れる．例えば，小型モバイル PC[9]の搭載メモリ量は

内部フラッシュメモリを合わせで約 33 GByte（メイ

ンメモリは 1GByte）である．

次に，バッファサイズがすべてのフローのデータを

蓄積できない 100 MByteより小さい値になると，蓄積

端末においてデータ転送に失敗し，データを受信端末

に転送できなくなる場合があることが分かった．表 3

は蓄積端末のバッファサイズを変化させたときのデー

タ転送成功率を示す．ここで，データ転送成功率は，

すべてのデータを受信端末に転送できたフロー数を同

時に存在するフロー数（10）で割った値を意味する．

表 3より，蓄積端末のバッファサイズが 70 MByte

以下になるとすべてのフローがデータ転送に失敗して

いることが分かる．この失敗の原因は，蓄積端末にお

いて蓄積されるデータ数が蓄積数 N に達せず，デー

タが次端末へ転送されずバッファが一杯になったまま

となり，蓄積端末で通信が止まるためである．

6. む す び

アドホックネットワークのマルチホップ通信におけ

る TCP スループットの向上を目的としてホップ数分

割方式を提案した．提案方式では，まず送受信端末間

の途中経路に存在する蓄積端末が送信端末から送信

されたデータを蓄積する．次に，いったん送信端末か

らのデータ転送を中断させた後，蓄積端末は蓄積した

データを受信端末へ転送する．次に，送信端末からの

データ転送を再開させ，以降同様な処理を繰り返す．

ns2を用いたシミュレーション実験を行った結果，ノー

ドの移動がない場合，従来のマルチホップ通信を行

う方式や，プロキシを用いる方式よりも TCP スルー

プットが向上する場合があることが分かった．しかし

ながら，提案方式は蓄積端末のバッファサイズが不足

すると，次端末へのデータ転送が行えなくなり，受信

端末にデータが到達しない可能性がある．そこで，今

後の課題として，蓄積端末のバッファサイズを考慮し

たバッファ管理機構の検討が挙げられる．また，蓄積

端末を経由するルーチング方式についての検討，及び

一度に蓄積するデータ数が増えたときに発生するチャ

ネル占有の問題の解決も今後の課題である．
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