車々間アドホックネットワーク上の位置依存情報共有における
経路制御に関する一検討
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はじめに

既存のインフラを利用することなく無線端末のみで
一時的なネットワークを構成するアドホックネットワー
クが，災害時やインフラが整備されていない場所でも
使えるネットワークとして注目されている．アドホッ
クネットワークは通信を行う端末同士が直接通信可能
でない場合でも，他の端末を中継することにより間接
的な通信が可能であるため，遠距離の情報を取得する
手法として期待されている．そこで筆者らは車々間で
アドホックネットワークを構成し，特定位置に関連付
けられた情報 (位置依存情報) を Geocast による要求の
送信用いることで共有する利用法を検討している．
しかし端末の移動速度が速い車両間でアドホックネッ
トワークを構成した場合，ネットワークトポロジの変
化が起こりやすい．そのため特定位置の端末から位置
依存情報を取得しようとした場合，事前に探索した特
定の経路を維持した通信が困難である．また車々間の
距離によっては，転送先端末が見つからずメッセージ
の転送経路が途切れてしまう問題も挙げられる．本稿
ではこれらの問題を解決するため， Carry & Forward
を用いる手法について Geocast による位置依存情報の
要求時及び応答時の動的な経路制御手法の検討につい
て述べる．
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車々間通信を想定した情報共有時の経路
制御手法

2.1 前提条件
車々間でアドホックネットワークを構成し，各端末
が移動先で取得した位置依存情報を他の端末と共有す
る環境を想定する．完全にサーバレスな環境である場
合，データの要求者は，どの端末がどのような位置依
存情報を所持しているか知りえない．そのため，ある
特定の場所に関連した情報はその位置周辺の端末が保
持していると仮定し，情報の要求を行う端末は情報が
発生した地点に向けて Geocast により要求メッセージ
を送信する．要求メッセージを受信した端末が要求さ
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れたデータを保持している場合，この端末が要求送信
元の端末に応答メッセージを返送することにより端末
間で情報の共有を行う．

2.2 Geocast に基づく経路制御
位置依存情報を共有する際，要求送信時に使用され
る Geocast にはフラッディングベースとユニキャスト
ベースを用いた手法が考えられる．要求時の経路制御
としてフラッディングベースの Geocast を使用した場
合，要求が要求先の地域に到達するまでに多くの端末
要求を受け取るため，要求に合った情報を保持してい
る可能性のある端末への高い要求到達率が期待できる．
しかしフラッディングベースの方法では冗長なパケッ
トが多いため，トラフィック削減の観点からこの方法
を使用する方法は好ましくない．そこでユニキャスト
ベースとフラッディングベースの経路制御の併用を考
える．要求メッセージが目的位置付近に達するまでユ
ニキャストベースの経路制御を行い，目的地付近の限
られた範囲で Flooding を行う．こうすることでトラ
フィックの増加を抑えながら，目的データを保持して
いる端末までの要求到達率の向上が期待できる．
単純なユニキャストベースの Geocast として目的端
末に最も近い隣接端末に向けパケットを転送していく
Greedy Forward があるが，目的方向の隣接端末が存在
しない時や目的方向に障害物があった場合にパケットを
転送できない問題がある．この問題を解決するための
手法として，目的方向の隣接端末が存在しない時には
自身の通信範囲内で迂回路を探索する GPSR(Greedy
Perimeter Stateless Routing)[1] を提案がある．しかし
メッセージを受け取った端末の通信範囲内に隣接端末
が存在しない場合には，GPSR のように受け取ったメッ
セージを単に次端末へ転送する手法ではメッセージが
破棄されてしまうという問題がある．
2.3 Carry & Forward の併用
上記の問題を解決するために自身の通信範囲内に隣
接端末が存在しない状況ではパケットの転送を延期す
る Carry and Forward を導入する．Carry & Forward
は，メッセージを受け取った端末の周辺に隣接端末がい
ない場合，自身の通信範囲内に隣接端末が現れるまで
メッセージ転送を延期し，通信範囲内に新たな隣接端
末が現れたところでメッセージを送信する手法である．
したがってこの手法と GPSR を併用することで端末密

E
D

R _ request

F
G

A

B

B’

Z

I

C
H

Flooding
Flooding
Carry & Forward

X

GPSR + Carry & Forward

Greedy Forward
Perimeter Forward

図 1: 要求送信時の経路制御

図 2: 応答返送時の経路制御

1. 要求を受信したデータ保持端末は, 要求元端末の
予測位置範囲の中心に向け, GPSR 及び Carry &
Forward に基づく経路制御に従って返送データを
転送する (X〜Y)．

度が疎なところでも目的先位置付近までのメッセージ
到達率が向上することが期待できる．

2.4 要求送信方法
要求の転送は Carry & Forward を併用した GPSR
と宛先領域での Flooding によって行う．以下に要求時
の一般的な経路制御の手順を示す．また具体例を図 1
に示す．
1. 要求者及び中継ノードは GPSR に従ってメッセー
ジを転送する．
2. 端末の通信範囲に前転送端末以外の端末がいない
場合，メッセージの転送を延期する (図 1 B → B’)．
3. 端末の通信範囲内に前転送端末以外の端末を発見
したら GPSR に基づいた転送を再開する．
4. 要求先位置から半径 Rrequest 以内の領域にいる端
末がメッセージを受信したら，その領域内に Flooding を行う．
2.5

Y

Z

応答返送方法

2.5.1 端末の移動を考慮した経路制御
応答メッセージを送信するための単純な手法として
Reverse-Route 方式がある．この手法は要求時の逆経
路を返答経路として利用するため少ないトラフィック
でのメッセージ転送が期待できる．しかし各端末の移
動により要求転送時のトポロジが維持されていない場
合には，この方法では返答メッセージの転送ができな
い．また Carry & Forward を要求転送時に使用した
場合には転送を延期した時間だけ遅延が増加するため，
応答の返送はさらに失敗しやすくなる．
そこで要求転送時と同様に Geocast を用いて要求発
生地域周辺に応答の転送を行う．ユニキャストベース
の Geocast を用いて要求発生地点に返答メッセージを
送信した場合，要求元端末が移動してしまいメッセー
ジが届かない可能性が考えられる．そこで要求元端末
の移動予測範囲 (後述) を決定し，その限られた範囲内
で Flooding を行う．こうすることでトラフィックの増
加を防ぎつつ，要求元端末までの応答メッセージ到達
率が向上すると考えられる．以下に返送時の経路制御
の手順を示す．また具体例を図 2 に示す．

2. 中継端末は，自身が要求元端末の移動予測範囲内に
いることを判定した場合，同範囲内にて Flooding
を行う (Y)．
2.5.2 要求元端末の移動予測範囲の決定方法
要求元端末の移動予測範囲の決定方法はいくつか考
えられる．カーナビゲーション等によって要求元端末
の移動先地域が推測できない場合，要求メッセージの
送信時刻とその到着時刻から要求に対する応答時間を
推測する．要求時の端末の移動速度から要求時の地点
を中心とする円として移動予測範囲を求める手法が考
えられる (図 2 )．この手法は要求者の移動方向の変化
に対応できる利点を持っているが，冗長性を持たせた
分トラフィックが増えてしまう問題がある．また要求
元端末の移動経路が予測可能である場合，その経路を
包含する領域を移動予測範囲とすることができる．
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まとめ

本稿では車々間アドホックネットワークにおける
Carry & Forward を併用した GPSR によるユニキャス
トベースの Geocast と，端末の位置予測を含む Flooding を用いた経路制御手法を検討した．今後は筆者ら
が提案している車々間アドホックネットワーク上での
位置依存情報共有における複製配布手法 (RSC: Roadaware Skip Copy)[2] において，本手法を適用した上で
従来手法との比較・評価を行うことを考えている．
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