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あらまし ソフトウェアの実装において，実装されたソフトウェアが仕様に適合しているかどうかを確認する
ために，仕様適合性試験がある．ネットワークプロトコルもソフトウェアであるため，仕様適合性試験を行い，
実装されたプロトコルが仕様に適合しているかどうかを確認する必要がある．しかし，固定ネットワークと異な
り，モバイルアドホックネットワークでは，ノードの移動により，隣接ノードが変化する．このようなプロトコ
ルの仕様適合性試験を行うには，隣接ノード数の増加により，試験系列が爆発的に増加してしまう．本論文では，
MANET プロトコルを表す状態遷移図を隣接ノード数の増加の影響を減少させる状態遷移図に再定義し，状態
及び遷移を縮退させる手法を提案する．また，再定義しない状態遷移図を再定義した状態遷移図と比較すること
により，提案手法の有効性を示す．
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1. ま え が き

ソフトウェアの設計，実装において，実装されたソ

フトウェアが仕様に適合しているかどうかを確かめる

ために，仕様適合性試験が存在する．ネットワークプ

ロトコルもソフトウェアであるため，仕様適合性試験

を行い，実装されたプロトコルが仕様に適合している

かどうかを確認する必要がある．固定ネットワークプ

ロトコルではルータなどの中継機能をもつノードは移

動しないので，トポロジーは静的である．そのため，

端末を除いたトポロジーの変化を考慮することなく仕

様適合性試験を行うことができる．これに対し，モバ

イルアドホックネットワーク（以降 MANET と記述

する）では，固定ネットワークと異なり，端末が中継

機能をもち，更に端末は移動するためトポロジーは動

的に変化する．以降MANETの端末をノードと呼ぶ．

MANETでは，ノードの移動により隣接ノードが変化
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することが特徴である．そのため，MANETプロトコ

ルでは隣接ノードが変化するという前提で，転送機能

やルーチング機能が設計されている．MANET ルー

チングプロトコルは AODV [1]，DSR [2]，クラスタ

リング [3], [4] などがある．これまで固定ネットワー

クプロトコルの仕様適合性試験 [6] の研究は数多くな

され，試験系列生成手法も提案されている．しかし，

MANET プロトコルに対する仕様適合性試験の研究

はほとんどない．

本論文では，MANET プロトコルの仕様適合性試

験を行う際，トポロジーが静的な固定ネットワークプ

ロトコルに用いている仕様適合性試験の手段をトポロ

ジーが動的に変化する MANET プロトコルに適用し

た場合にどのような問題点が生じるかを，MANETク

ラスタリングプロトコルの一つである自律分散クラス

タリングを例に用いて明らかにし，その問題点の解決

手法を提案する．

本論文は，2.で仕様適合性試験について説明し，3.

ではクラスタリングについて説明する．クラスタリン

グの仕様適合性試験においての問題点を 4. で明らか

にし，その解決法を 5.で提案する．6. では，提案法

の評価を行い，7.に本論文のまとめを記述する．
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2. 仕様適合性試験

本章では仕様適合性試験について説明する．また，

仕様適合性試験に用いられる状態遷移図と，状態遷移

図から仕様適合性試験のための試験系列生成法である

UIO法を説明する．仕様適合性試験とは，実装された

ソフトウェアが設計された仕様に適合しているかどう

かを確かめるためのテストである．仕様適合性試験の

手順を簡潔に記述する．

1. 仕様から状態遷移図を作成する．

2. 状態遷移図から試験系列を作成する．

3. 試験系列を実装されたソフトウェアに入力する．

4. 入力に対応した出力を確認する．

すべての出力が入力に対して期待したものであれば，

そのソフトウェアは仕様を満たしているものとする．

仕様適合性試験を行うためには実装されたソフトウェ

アの仕様を表す状態遷移図から試験系列を作成しなけ

ればならない．これを試験系列生成問題といい本論文

では UIO法 [6]を用いる．

2. 1 FSMと状態遷移図

ネットワークプロトコルは決定性有限状態機械

(FSM) でモデル化することができる．FSM とは次

のように表現する．FSM={S, I, O, NS, Z} であり，
S={s1，. . .，sn}は状態の集合，I={i1，. . .，in}は入
力の集合，O={o1，. . .，on}は出力の集合である．ま
た FSMは出力関数 Z と遷移関数 NS をもっている．

ちなみに NS : S × I → S，Z : S × I → O である．

これらの関数は現在の状態 S と与えられた入力 I に

よって結果が決定する．

FSMは有向グラフ G=(V, E)としても表現できる．

頂点の集合 V ={v1, . . . , vn}は FSMにおける S とし

て表せる．また，viと vj を結ぶラベルがL=ab/cd（以

降 (vi, vj ; L)と記述する）の辺は状態 si から状態 sj

の遷移として表せる．ある辺 Ek=(vi, vj ; L)の開始の

頂点 viをHEAD(Ek)，終りの頂点 vj を TAIL(Ek)

と表記する．

2. 2 UIO 法

UIO法とは，仕様適合性試験を行う際使用する試験

系列を作成する手法である．

2. 2. 1 UIO 系 列

UIO系列とは，各状態を特定するための最短系列で

ある．UIO系列 (Unique Input/Output Sequences)

は，ある状態の固有の入出力系列を表している．状態

遷移図では，遷移は入力 iと出力 oで i/oのようにラ

ベル付けされている．状態 sj の UIO系列を UIOj と

すると，UIO系列は次のように表される．

UIOj=a/x, b/y

固有の入出力系列とは，UIOj を例に挙げると，sj 以

外の状態に a, bという入力を行ったとしても，出力と

して x, yを得ることができないということである．こ

の，a/x, b/yの並びを UIO系列という．状態を特定

するとは，状態遷移図において現在の状態がどれであ

るかを推定することである．特定の方法は，想定され

る状態 sj の UIO系列を入力し出力を確認し，その出

力が，そのUIO系列で期待される値であるなら，UIO

系列が入力される直前の状態が sj であると特定する

ことができる．sj を特定することが可能な入出力系列

の中で系列長が最短なものを最短系列という．

図 1を例に挙げUIO系列を表 1に示す．EkをUIO

系列の経路とみなし，状態 sk の UIO系列を UIOk と

すると，Ek=(sk, sj ; Ll)（lは経路の長さ）となる．ま

た終わりの状態 sj を TAIL(UIOk)とする．

UIO 系列は状態の確認に用いられる，例えば，s0

の状態を確認したいのであれば aを入力し，出力とし

て xを得られれば aを入力した時点での状態は s0 で

あることが確認できる．これは a/xという入出力の組

合せをもつ遷移は s0 以外のときには見られないから

である．s3 の場合は b を入力して y を出力するがこ

の組合せは s0 から s1 の遷移にも見られるため，b/y

だけでは s0 なのか s3 なのか確認できない．bを入力

したあともう一度 bを入力すると y, yが出力される．

図 1 状態遷移図の例
Fig. 1 Example of a state transition diagram.

表 1 図 1 の各状態の UIO 系列
Table 1 UIO sequence of each state of Fig.1.

状態 UIO 系列 TAIL（UIO 系列 k）
s0 a/x s2

s1 b/x s3

s2 a/y s0

s3 b/y，b/y s1
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もし，状態が s0 であるならば，出力は y，x である．

つまり，s3 の UIO系列は b/y，b/yとなる．

2. 2. 2 副試験系列 (Test SubSequence)

副試験系列（以降 TSS と記述する）とはある状態

sj から出る遷移 ei を確認した後，その遷移先の状態

をUIO系列で状態を確認することで，遷移と状態をま

とめて確かめる系列のことである．ここで，遷移の確

認とは，遷移 ei が入力に対し仕様どおりに出力を行う

かを確かめることで，状態の確認とは，ei の遷移先で

ある状態の UIO系列を用いることで想定される状態

を特定することである．TSSは，遷移すべてに対して

求めるため，TSSの数は状態遷移図の遷移数と同じ数

だけ存在する．図 1 の TSSは，表 2 となる．UIO系

列と同様に TSS の開始の状態を HEAD(TSSi)，終

わりの状態を TAIL(TSSi)とする．

TSSは，UIO系列までは，遷移の確認であるため，

UIO 系列まではどの経路を通っても問題ない．つま

り，実際は TSS は無限に存在することになる．しか

し，UIO系列までの経路が長くなるということは，遷

移の確認が重複して行われる可能性が増加する．更

に，その途中に存在する状態は確認されない．例え

ば，HEAD が s1，TAILが s0 となる TSS も存在す

る．TAILが s0 ということは UIO系列は表 1より s2

になる．よってこの TSSは，s1 から s2 までの経路に

s2 のUIO系列をつなげることになる．つまり TSSは

次のようになる．

b/x，b/y，a/x，UIO2

b/x は表 2 の TSS3，b/y は TSS5，a/x は TSS1 に

含まれており，また，この TSS で確認される状態 s2

は TSS1 でなされている．このように，遷移の確認と

状態の確認の両方で重複が生じるため，TSS の UIO

系列までの経路は複数経由する必要はない．s0 を例に

挙げる．s0 からの遷移は a/x と b/y である．a/x の

遷移を確認しその遷移先が s2 であることを確認する

ために s2 の UIO系列である a/yの遷移を行う．b/y

表 2 図 1 から生成された TSS

Table 2 TSSs generated from Fig. 1.

TSS No. i HEAD(TSSi) TSS TAIL(TSSi)

1 s0 a/x，a/y s0

2 s0 b/y，b/x s3

3 s1 b/x，b/y，a/x s2

4 s2 a/y，a/x s2

5 s3 b/y，a/x s2

も同様にその遷移先の状態が s1 であることを確認す

るために s1 の UIO系列である b/xの遷移を行う．

2. 2. 3 試験系列 (Test Sequence)

試験系列を求める方法は，求めたTSSをもとに新し

く有向グラフ G′ を Gから作成する．このとき G′ は

Gの辺に求めた TSS を加えることで作成する．TSS

はグラフでは，複数の辺をつなげたものとして表現さ

れる．ここで，TSSを一つの辺として表現する Ec を

次のように定義する．

Ec={(si, sk; Ll•UIOj)|
(si, sj ; Ll) ∈ E ∧ TAIL(UIOj)=sk}

Ec は UIO 系列で終わる si から sk への経路を表す

遷移の集合である．また，UIOj は，sj から始まり

TAIL が sk で終わる，UIO 系列のことである．s0

について例を挙げると，s0 の遷移先は s1 か s2 であ

る．このとき j=1 とすると，TAIL(UIO1)=s3 とな

るため，Ll は s0 から s1 へのラベルを表す．よって

(s0, s3; Ll•UIO1)と表せる．

図 2に G′ を示す．G′ は次のように定義する．

G′=(V ′, E′)

V ′ ≡ V かつ E′ ≡ E ∪ Ec

Ec は，TSSを表しているので，図 2 に表されている

1，2，3，4，5 の辺は，TSSi を表現している．例え

ば，2の辺を例に挙げると，これは TSS2 のことであ

り，HEAD(TSS2) から，TAIL(TSS2) への遷移を

表している．

ここでG′のEcを少なくとも 1回は通過するように

G′ について RCP(Rural Chinese Postman) 問題 [7]

を解決することで最短経路を求める．TSS(Ec)は，そ

れぞれの遷移について遷移の確認と遷移先の状態の確

認を行うため，求められた最短経路はそのままその状

図 2 図 1 より求められた G′

Fig. 2 G′ generated from Fig. 1.
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表 3 図 1 の試験系列
Table 3 TS of Fig. 1.

TS=

a/x, a/y, b/y, b/x, b/y, a/x, a/y,

a/x, a/y, b/y, b/x, b/y, a/x, a/y

態遷移図の試験系列となる．

以上より図 1 の試験系列 (TS)は表 3 である．

3. 自律分散クラスタリングプロトコル

本章では仕様適合性試験の対象となる MANETプ

ロトコルの一つである自律分散クラスタリングについ

て説明を行う．自律分散クラスタリング（以降クラスタ

リングと記述する）とは，図 3のようにMANETをク

ラスタと呼ばれるサブネットワークに分割しMANET

を効率良く運用するためのプロトコルである．

各クラスタにはクラスタヘッド（以降 CHと記述す

る）と呼ばれるクラスタを管理するノードが存在する．

クラスタは CH を根とするスパニングトリーになっ

ている．CHに近いノードを上流ノードと呼び，遠い

ノードを下流ノードと呼ぶ．クラスタにはクラスタメ

ンバ数の上限値 U，下限値 L が存在する．クラスタ

メンバ数が U を超えると，CH はクラスタの分割を

行う．Lを下回ると隣接するクラスタと結合を試みる．

また各ノードは一意に識別できる IDを保持している．

各クラスタにも ID が割り当てられており，この値は

CH の ID と同一である．ノード IDが nのノードを

vn，クラスタ ID が nのクラスタを Cn，またクラス

タメンバ数を |Cn|と表記する．このクラスタ IDはそ

のクラスタに所属するノードすべてが保持している．

クラスタの分割，結合はこのクラスタ IDを変更する

ことにより所属クラスタが変更されることで行われる．

また，クラスタの結合分割により，CH からクラスタ

メンバに役割が変更したり，その逆もある．

3. 1 使用されるパケット
• mep (MEmber Packet)

CHが定期的に送信する．このパケットは全クラス

タメンバに届けられる．mepを受信したクラスタメン

バは下流ノードに mep を転送する．このパケットは

ブロードキャストされる．
• map (Member Ack Packet)

mepに対する返信パケットである．このパケットは

クラスタの葉ノードから順次CHに向けて転送される．

mapを受信したクラスタメンバは受信したmapに自

図 3 クラスタリングイメージ図
Fig. 3 Relation between a cluster and MANET.

身の情報を付加し上流ノードに向けて mapを送信す

る．ノード vb からのmapをmapb と表記する．また

mapには自身も含めて下流ノードの情報も保持してい

るため，その mapに含まれるノードの数を |map|と
表記する．

• cicp (Cluster Id Change Packet)

クラスタ IDを変更するパケットである．分割，結合

をする際，CHは cicpを送信する．このパケットはク

ラスタ内にブロードキャストされる．分割，結合にあ

たっての新 CHの決定の詳細は [5]に記述されている．

3. 2 使用される期間
• Pmep

mep が定期的に送信される期間，CH は mep送信

ごとにタイマでこの期間を計測する．CHはこの期間

内に隣接ノードからmapを受信する．
• Pmap

クラスタメンバがmepを転送してからmapを上流

ノードに送信するまでの期間．クラスタメンバは下流

ノードの情報を集めるために一定期間下流ノードから

のmapを待つ必要があるため，自身のmap送信を待

機する．この値は CHからのホップ数が増加すれば減

少していく．

Pmap=Pmep × (1 − r × n) (0< r <1)

r は減少係数，nは CHからのホップ数．

• Ps

CH はクラスタメンバ数が U を超えたとしても，

即座に分割を行わない．これは，クラスタリングは

MANET 上のプロトコルであるため，ノードが移動

しているからである．map により CH はどのノード
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図 4 mep と map のやり取り
Fig. 4 Receive and reply packets between a cluater-

head and clustermembers.

が自クラスタにどのくらいの期間滞在しているか知る

ことができる．滞在期間が Ps を超えたノードは安定

ノードとして扱われ，この安定ノード数が U を超え

ると CH は cicp を送信することで，クラスタを分割

する．

Ps=Pmep × m（mは正の整数）である．

mepとmapのやり取りを図 4 に表す．

3. 3 ノードリスト

各ノードは隣接ノード情報を維持するためのリスト

を保持している．CHはクラスタを管理するためにク

ラスタメンバリストも保持している．
• クラスタメンバリスト (Listcm)

このリストには CH以外のクラスタに所属するノー

ドの情報が保持されている．map を受信することで

情報が更新される．このとき，更新されるノードの

クラスタ所属時間も確認され Ps を超えたノードは安

定ノードとして認識される．一定期間更新されない

ノードはクラスタに存在しないとされ，削除される．

Listcm はクラスタメンバの集合と考えることができ

るため |Listcm|=|C|-1 である．また，安定ノードの
集合を Lists

cm と記述する．
• 隣接ノードリスト (Listnn)

隣接ノードの情報が記述されている．これは各ノー

ドが必ず保持しており，mep，mapを受信するたびに

更新される．

4. クラスタリングの仕様適合性試験と問
題点

MANET の特徴である，ノードの移動により隣接

ノード数が変化する．ところが，各ノードの隣接ノー

図 5 隣接ノード数 2 のときの状態遷移図
Fig. 5 State transition diagram for a clusterhead

when the number of neighbor nodes is 2.

ド数は MANET の総ノード数以下である．したがっ

て，隣接ノード数はたかだか n（定数）以下と仮定し

て議論できる．ノードの振舞いを状態遷移図で表現す

るにあたって，たとえ動的に隣接ノード数が変化する

としても，隣接ノード数が 2のときの振舞いは，隣接

ノード数が 2 の状態遷移図で表される．同様に隣接

ノード数が 3のときは，隣接ノード数が 3の状態遷移

図で表現することができる．このように，それぞれの

隣接ノード数に対応した状態遷移図が与えられること

で，クラスタリングノードの仕様適合性試験のための

試験系列を論ずる．

4. 1 状態遷移図

本節では CHの状態遷移図を表す．隣接ノード数が

2の場合の状態遷移図は，図 5 である．このとき，隣

接するノードを vb，vc とする．

状態 waitn は vn から mapを受信して，他の隣接

ノードからの mapの受信待機状態であることを表し

ている．状態 waitU
n は vn から map を受信した際，

Listcm がUを超えたことを表している．入力mapU
n

はこの入力により Listcm がUを超えることを表して

いる．遷移 T2 と遷移 T6 はどちらも vb からの map

である．この二つの違いはmapb を受信することによ

り Listcm がUを超えるか超えないかである．この違

いは，クラスタ内のトポロジーの変化により vb の下

流ノード数が変化することで引き起こされる．

隣接ノード数が 3の場合の状態遷移図は，図 6 であ

る．隣接するノードを vb，vc, vdとする．状態waitnm

はmapn，mapm を受信して，他の隣接ノードからの

mapの受信待機状態であることを表している．また，

waitU
nmはmapn，mapmを受信して，ListcmがUを
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図 6 隣接ノード数 3 のときの状態遷移図
Fig. 6 State transition diagram for a clusterhead

when the number of neighbor nodes is 3.

超えたことを表している．他は隣接ノード数が 2の場

合と同様である．

4. 2 隣接ノード数変化による問題点

図 5 と図 6 を比べてみると，隣接ノード数が 2から

3になった場合，状態数と遷移数が増加している．隣

接ノードから受信するパケットの順番は固定ではない

ため，パケットの受信する順番に対応するために状態

数が増加することになる．例えば，隣接ノードを v1，

v2，それぞれのmapをmap1，map2 とすると，何も

受信していない状態を s0，map1を受信した状態を s1，

map2を受信した状態を s2，map1，map2両方受信し

た状態を s12 の四つの状態が存在する．map1，map2

という順番で受信した場合に状態は s0 → s1 → s12と

なる．また map2，map1 という順番で受信した場合

は，s0 → s2 → s12 となる．同じように，隣接ノード

数が三つになると，隣接ノードが 2のときと同様に記

述すると状態は s0，s1，s2，s3，s12，s13，s23，s123

の八つになる．mapを受信する順序が常に同じである

なら，状態遷移も一通りしかないが，隣接ノードから

の mapを受信する順序の組合せをすべて表現しなけ

ればならないため，状態数が爆発的に増加する．

また，遷移数が増加しているということは，UIO法

を用いる場合，TSSの数が増加する．試験系列の最短

長は TSS の長さの総和で表せる．図 5 の TSS の数

は遷移数と同数であるので 13 あり総和は 35 である．

図 6 においては，TSSの数は 36であり，総和は 115

である．このように隣接ノード数が 1増えただけでも

試験系列長が爆発的に長くなってしまう．この問題点

を解消するために状態遷移図を集合を用いて再定義す

ることにより解決する手法を提案する．

5. 提 案 手 法

隣接ノード数の変化により，遷移数と状態数が増加

している．この増加する部分は CHが隣接ノードから

mapの受信を待機している期間である．この期間に受

信する mapの順序を表現している遷移を集合として

扱うことにより，遷移数を減少し，それに伴って，状

態数も減少することができる．まずは，順序の組合せ

の遷移に注目する．

5. 1 入力順序の解決

遷移数の増加は，CHがmepを送信し次にmepを

送信するまでの期間である Pmep，言い換えるなら，

map受信待機期間に生じている．クラスタリングでは，

各ノードが特定の隣接ノードに依存することなく，自

律的にパケットのやり取りを行う．そのため，状態遷

移するノードは，すべてのノードが対象となり，Pmep

内に受信する mapの順番はどのノードにとっても以

降の遷移に影響ないように設計されている．

隣接ノードが v1 から vn まで存在する場合，隣接

ノード数は nとなる．この場合，状態 initが Pmep 内

に受信するパケットの集合をMAP Pmep とするとU

を超えないときのMAP Pmep は式 (1)と表せる．また

Uを超えるときのMAP Pmep をMAP PmepU とする

と式 (2)から式 (4)となる．

MAP Pmep = {map1, map2 . . . mapn} (1)

MAP PmepU1 = {mapU
1 , map2 . . . mapn} (2)

MAP PmepU2 = {map1, mapU
2 . . . mapn} (3)

. . .

MAP PmepUn = {map1, map2 . . . mapU
n } (4)

クラスタリングの仕様により，受信する順序は関係な

いので，式 (2)から式 (4)は Listcm が何番目のmap

でUを超えるかを表している．次に式 (2)から式 (4)

のmapU の集合を式 (5)とする．

MAP U = {mapU
1 , mapU

2 . . . mapU
n } (5)

5. 2 状態遷移図の再定義

次に，遷移と状態を集合で表せることを示す．init

から k回遷移した先の状態を sk とする．また，sk ま

での遷移において入力として扱われた mapの集合を

MAP
Pmep

k とすると，MAP
Pmep

k はMAP Pmep の重

複しない k 個の組合せになる．よってMAP Pmep の

べき集合を P (MAP Pmep) とすると，MAP
Pmep

k は

式 (6)と表せる．

MAP
Pmep

k = {x|∃x ⊆ P (MAP Pmep), |x| = k}
(6)
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図 7 隣接ノード数が 3 のときの P (MAP Pmep ) の要素
を状態とした遷移図

Fig. 7 State transition diagram in which state is as

element of P (MAP Pmep ).

つまり，状態 sk を MAP
Pmep

k とみなすと CH の U

を超えないときの状態遷移図は，MAP
Pmep
n =initと

して，図 7 のように P (MAP Pmep) の要素を状態と

考えることができる．

すると，どの経路を通過しても sk に遷移するため

の入力はMAP
Pmep

k と表せる．隣接ノード数がUを

超える場合は式 (6)が式 (7)になる．

MAP
PmepUk

k = {x|∃x ⊆ P (MAP PmepUk),

|x| = k, x ∩ MAP U 
= φ} (7)

クラスタメンバがUを超えない場合の skから sk+1へ

遷移するための入力をMAPk+1とすると，MAP Pmep

から既に入力済であるMAP
Pmep

k を引いたものから

どれか一つ選べばよいため，MAPk+1 は式 (8) と表

せる．

MAPk+1 = {x|∃x ∈ (MAP Pmep − MAP
Pmep

k )}
(8)

また，MAP
Pmep

k+1 は

MAP
Pmep

k+1 = MAP
Pmep

k ∪ MAPk+1 (9)

ここで，skを要素とする集合を Skとする．ここで，式

(8)と式 (9)より，Sk → Sk+1 が全射であるので，Sk

に対してMAPk+1 を入力として与えることで，Sk+1

に遷移する．これより，図 7 が図 8 のようになる．

Uを超える場合は，クラスタメンバ数がUを超え

ている状態を sU とすると，sk から sk+1 と sU
k から

sU
k+1 に遷移する場合は式 (8) と式 (9) のMAP Pmep

を MAP PmepUk に，MAP
Pmep

k を MAP
PmepUk

k に

変更したものと同じである．sk から sU
k+1 に遷移する

入力をMAP U
k+1 とする．

図 8 図 7 の状態を集合として表した図
Fig. 8 States in Fig. 7 are represented by a set.

図 9 図 6 の状態と遷移を集合として表した図
Fig. 9 States and transitions in Fig. 6 are represented

by a set.

図 10 図 6 の状態と遷移を集合として再定義した図
Fig. 10 States and transitions in Fig. 6 are repre-

sented by a set.

MAP U
k+1

= {x|∃x ∈ (MAP PmepUk − MAP
PmepUk

k ),

x ∈ MAP U} (10)

これらを用いて図 6 を記述すると図 9 のようになり，

図 10 のように再定義できる．

このように，期間 Pmep 内に受信するmapと Pmep

内に遷移する状態を集合として扱うことで，全体の状

態数と遷移数の増加量を次のように減少可能である．

隣接ノード数を n とし，再定義前の状態数は |S|，
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遷移数は |T |とすると，再定義前の隣接ノード数に対
する状態数と遷移数は次のようになる．

|S| = 2n+1 − 2

|T | = 3 + 2

n∑

k=1

nCk ∗ k +

n−1∑

k=1

nCk ∗ k

増加量は，状態数は O(2n)，遷移数は O(n!)となる．

提案法を用いて再定義した状態遷移図の状態数を |Sr|，
遷移数は |T r| とすると隣接ノード数に対する状態数
と遷移数は次のようになる．

状態数 |Sr| = 2n

遷移数 |T r| = 3n + 2

その結果，状態の隣接ノード数に対する増加量がO(2n)

だったものが O(n)となる．本論文では，シミュレー

ション結果 [3] より，総ノード数 150，クラスタ数 4，

隣接ノード数 8 程度のMANETを想定している．隣

接ノード数に対する |S| と |T |の増加量が示したとお
り，隣接ノード数の増加に伴い状態数と遷移数は爆発

的に増加する．しかし本手法を用いることで，|Sr|と
|T r| が示すように爆発的な増加を抑えることができ
る．したがって，本手法は規模の大きなクラスタリン

グに対し実用性があると考えられる．

次に，再定義前の状態遷移図と再定義された状態遷

移図が等価であることについて述べる．再定義される

前の状態遷移図を用いた仕様適合性試験は，隣接ノー

ドの集合からくるパケットに対して，すべての順番の

組合せを確かめる試験系列を作成することになる．ク

ラスタリングにおいて，受信待機期間に隣接ノードの

集合から受信するパケットは 5.1で述べたように，受

信する順番は遷移に影響しない．つまり，仕様適合性

試験においては，隣接ノードの集合からパケットを受

信する順番が仕様適合性に影響するのではなく，隣接

ノードの集合からいくつパケットを受信したかが影響

する．これは，隣接ノードが動的に変化するため，パ

ケットを受信する順番は常に定まっていないためであ

る．つまり，クラスタリングの仕様適合性試験におい

ては，受信待機期間が始まってから終わるまでに，隣

接ノードの集合から，その集合の中の隣接ノード数と

同じ数のパケットを受信したか，について仕様適合性

試験を行うことが要求される．この点においては，式

(6) から式 (10) や図 9 に示したように再定義した状

態遷移図は，再定義する前の状態遷移図と同じ数のパ

ケットを受信できることを表しているため等価である．

次節では，ある状態遷移図においてどのような遷移と

状態が集合として再定義できるかを考える．

5. 3 再定義の条件

MANETプロトコルにおいて，例のように隣接ノー

ド数が状態数，遷移数に影響するようなプロトコルの

状態遷移図を再定義するための条件を記述する．

条件 1：受信待機期間を開始させる遷移 ets をもつ状

態 sts が存在する．

条件 2：受信待機期間を終了させる遷移 ete をもつ状

態 ste が存在する．

条件 3：sts から ste までの遷移が存在する．

条件 4：プロトコルの仕様として，この期間の入力に

順序は関係しない．

条件 5：ets を通過した sts の遷移先を s0 とし，隣接

ノード数を nとすると．s0 から ste までの遷移回数は

どの経路を通過しても n 回である．つまり ste = sn

である．

条件 6：s0 から ste まで遷移する際に用いられた入

力の集合を I = {i1, i2, . . . , in}とする．s0 から k 回

遷移した状態を sk とする．sk までの入力の集合を

I(0:k)，sk から ste までの入力の集合を I(k:te) とす

る．すべての sk において I(0:k) ∪ I(k:te) = I かつ，

I(0:k) ∩ I(k:te) = φが成り立つ．

条件 7：s0から steまでのすべての経路上の sk の集合

を Sk とし，すべての経路上の sk の I(0:k) の和集合を

INPUT(0:k)とすると，Sk × INPUT(0:k+1) → Sk+1

が全射である．

上記の条件についての導出と根拠を述べる．

一定期間内に複数の隣接ノードから異なる順番でパ

ケットを受信する可能性があるため，隣接ノード数が

増加すると，それに対応するため，状態数と遷移数が

爆発的に増加してしまうことが，今回対象となる現象

である．この現象が生じる期間の始まりと終わりを定

めるための条件を条件 1，条件 2として，また，その

対象となる期間が始まると必ず終了することを示す条

件 3を定める．

条件 4については，順序が関係しないことで，隣接

ノードからのパケットをどのノードからのパケットで

あるかを考慮することなく扱うことができる．そのた

め，式 (1)から式 (4)のように，待機期間中に受信し

たパケットを集合として表すことができる．

条件 5について，式 (1)から式 (4)に示されている
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ように，受信待機期間がスタートしたノード（状態

s0）は，隣接ノード数分パケットを受信することで遷

移を行い，受信期間が終了する状態 ste になる．つま

り s0 から ste までの経路は必ず隣接ノード数に相当

する回数の遷移をする必要がある．この条件を満たす

ことで，同じ遷移回数の状態を集合として表すことが

可能になる．

条件 6については，s0 から ste までの経路をどのよ

うに通過しても，入力が重複しないことを表している．

これは，式 (8)に示されているように，隣接ノードか

らのパケットが重複しないようにするための条件であ

る．また，条件 5 で再定義した集合に含まれる状態

に対して，遷移回数に応じた入力をすることが可能に

なる．

条件 7については，同一遷移回数の状態を集合とし

て表した際，その状態の集合に対して，式 (8)で表さ

れる入力を与えることで次の状態に遷移することを定

める条件である．つまり，条件 5で再定義された状態

に対して，条件 6 で再定義された入力を与えた際に，

必ず，次の状態に遷移することを表す条件である．

5. 4 再定義手順

前述した条件をもとに，図 5 を例に再定義手順を説

明する．CHは Pmep ごとにmepを送信するので，遷

移 T1と T13は前回の受信待機期間を終わらすと同時

に新しく受信待機期間を開始するため，その遷移をもつ

initとwaitU
bcは sts，steとなり，条件 1と条件 2は満

たされる．条件 3は図 5 より満たされることが分かる．

条件 4はクラスタリングの仕様より満たされる．条件

5は，s0 は initとなり 2回の遷移で ste の状態に遷移

しているので満たされる．条件 6は，s0 から ste まで

の遷移の入力が重複しないことを表しているので，す

べての経路について確認すると，成り立っている．条件

7は，Sk = {init}，Sk+1 = {waitb, waitc}，Sk+2 =

{waitU
bc}とすると，INPIT(0:k+1) = {mapb, mapc}，

INPUT(0:k+2) = {mapb, mapc, mapU
b , mapU

c }より，
Sk×INPUT(0:k+1) → Sk+1，Sk×INPUT(0:k+2) →
Sk+2 がともに全射なので T2,T11 と T4,T10 の経路

は再定義できる経路になる．このように，再定義でき

る経路がなくなるまで行うと，集合で表すことができ

るようになる．

6. 提案法適用例

CHは隣接クラスタと結合するとクラスタメンバに

役割を変更することがある．このとき，CH はどの状

図 11 隣接ノード数が 3 のときの CH の状態遷移図
Fig. 11 State transition diagram for clusterhead

when the number of neighbor nodes is 3.

態であっても役割をクラスタメンバに変更する．すべ

ての状態において入力を cicpとするクラスタメンバの

初期状態へ遷移する遷移が存在する．その遷移を加え

た状態遷移図を図 11 に示す．CMも初期状態である．

図 11 の点線で囲まれた部分はクラスタメンバの状

態遷移図である．クラスタが結合する際，CH がクラ

スタメンバになる場合は隣接するノードのどれかが

上流ノードになるため，クラスタメンバになった場合

mapを送信してくる隣接ノードは一つ減る．そのため

図 11 の点線で囲まれた部分は隣接ノード数が 2であ

る．隣接ノードからのパケットの受信待機期間中に隣

接ノードからのパケットの順序に影響されることで，

状態数の増加とそれに伴う遷移数の増加が生じる．こ

の増加現象は，点線で囲まれたクラスタメンバの状態

遷移図にも現れる．そのため，同じ手段で増加した状

態数を減少させることが可能となる．点線で囲まれた

クラスタメンバの状態遷移図において，遷移 T37 以

降の状態遷移図は 5.3 で述べた条件に当てはまるた

め，点線で囲まれたクラスタメンバの状態遷移図に対

しても提案手法を適用することができる．また，CH

はどの状態でも cicp により CM に遷移する可能性が

ある．CMに遷移することで役割が変更すると，定期

的にmepを送信し，mapを収集する必要がなくなる．

そのため隣接ノードからの map待機期間はリセット

されることになる，よって，cicpによる CMへの遷移

は受信待機期間が終了する遷移となる．その結果，受

信パケット数が同じ状態から出ている cicp も集合と

して再定義される．よってこの状態遷移図は図 12 と

なる．
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図 12 図 11 を再定義した状態遷移図
Fig. 12 State transition diagram by redefining with

proposed method.

表 4 従来の状態遷移図と再定義した状態遷移図の遷移数
と TSSs の比較

Table 4 Comparison between the numbers of transi-

tions and TSSs.

隣接ノード数 2 3 4 5

従来の状態遷移図の遷移数 22 56 139 334

再定義した状態遷移図の遷移数 15 21 27 33

従来の状態遷移図の TSS の総和 43 155 414 1116

再定義した状態遷移図の TSS の総和 31 46 63 86

UIO法を用いた最短の試験系列は TSSの長さの総

和である，よって遷移数の比較とともに，TSSの長さ

の総和も表 4 に示す．表 4 より，隣接ノードの増加に

よる遷移数と TSS の総和は，再定義した状態遷移図

の増加量の方が格段に減少している．

7. む す び

MANET プロトコルにおいて，順序を表している

状態遷移図を，集合を用いて再定義することで，隣接

ノード数が増加した場合の状態の増加量を O(2n) か

ら O(n)に減少することが可能となった．また，再定

義可能な条件を示し，自律分散クラスタリングに対す

るその適用例を示すことで，遷移数の減少を確認した．

その結果 UIO法において，副試験系列数の減少によ

り，試験系列の削減を可能にすることができた．した

がって，提案手法は MANET プロトコルの仕様適合

性試験の試験系列の生成に有効であるといえる．
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