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はじめに
D1

基地局などのインフラを利用することなく，無線端末
間で動的に形成されるネットワークのことを無線アドホッ
クネットワークという．無線アドホックネットワークで
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は，無線端末が直接通信できない場合は，各端末がルー
タのように振る舞い，他の端末を中継することで通信可

図 1: アドホックネットワークの問題点

能となる．アドホックネットワークは，既存のインフラが
使えない時でもネットワークが構築できるため，災害時，
軍事，会議の場などへの応用が考えられている．筆者ら

複製を持つ端末の方が近い場合に限り複製保持端末への

の研究グループでは，災害発生時に災害現場に展開した

経路を保持し，経路を保持している端末は要求受信時に，

救助隊員などが，各部隊の現在位置の被害状況を把握し

近い情報の方へ要求を転送することで，無駄なトラフィッ

ながら作業を進め，位置に依存した情報を効率的に収集

クを削減している．また，端末が情報への要求を記録し

するというシナリオを想定し，アドホックネットワーク

ておき，ある情報に対するアクセス頻度高い時には，そ

を利用した効率的な情報共有方法について検討している．

の端末が複製を積極的に保持するようにしている．

無線アドホックネットワークでは，端末の移動や無線

我々は，複数の移動端末によって収集される各端末の

リンクの変化により端末間の接続性が保証されない．そ

現在位置に関連した情報（位置依存情報）を相互に参照す

の結果，端末間で情報を共有している場合，以前に利用

るモデルを前提として，これら位置依存情報の複製を効率

できた情報を他の端末から参照できなくなるという問題

的に管理する手法を提案してきた [3]．[1][2] の手法では，

がある. 図 1 に示すように，ある時点で端末 A が D2 や

アクセス頻度及びトポロジにしたがって複製の配置先の決

D3 にアクセスできたとしても，端末の移動によりリンク

定を行う．[3] の手法では，サーバレスのアドホックネッ

が切断されてしまうと端末 A は D2 や D3 にアクセスで

トワーク上で位置依存情報を扱うことを仮定し，情報取

きなくなり，情報の相互利用ができなくなってしまう．そ

得端末の周辺端末に複製を疎に配置する．さらに [3] の手

こで，必要な情報の複製を配布し，複数端末で情報を保

法 ではこの具体的手法として SC（Skip Copy）方式を提

持することによってネットワーク内の情報の可用性を高

案し，シミュレーションにより端末の記憶容量節約，なら

めることが考えられている [1][2]．[1] では，アクセス頻

びにアクセス成功率の向上という効果を確認している．し

度に基づきオリジナルデータを持つ端末以外に情報を配

かし，SC 方式では端末密集時のブロードキャストの頻発，

置するという手法が提案されている．[2] では，情報への

過剰な複製配置といった問題があった．また，大容量の情

要求・応答処理時にオリジナルデータを持つ端末よりも

報を複製配布する場合のパケットロスの発生，Geocast を

用いた要求配送の到達性，複数端末による応答といった

R（region）:複製配布範囲

問題点があった．なお，Geocast とは，ある特定のエリア
にいる端末の集まりにメッセージを送る方法である．本

R

2

稿では SC 方式の問題点に対し，解決策を提案する．ま

3
1

ず，ブロードキャストの頻発，過剰な複製配置に対して
は，これまで提案されているフラッディングの最適化技
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術を応用しながら複製を配置する．大容量の情報に関し
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ては，TCP を使った複製配布を行うことでパケットロス
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を防ぐ．また，Geocast による要求到達性を向上させるた
め，2 段階に分けて要求を送信する．複数端末による応答

2

1
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複製
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に関しては，要求者が応答端末を選択する手法を提案す

図 2: SC 方式での複製配置（複製密度決定パラメータ s =

る．以下，2 章で SC 方式の概要，3 章で SC 方式の問題

2）

点を示し，4 章で SC 方式の問題点に対する解決策を述べ
る．5 章で提案方式の検討を行い，最後に 6 章でまとめを
述べる．

存情報をどの端末が保持しているのか知ることは困難で
ある．そこで SC 方式では，情報を情報の発生位置周辺に
いる端末に保持させ，ある位置に関連する情報が欲しい

SC 方式

2

場合には，その位置周辺にいる端末に要求を送信するこ
とで情報を手に入れる．そのため，あらかじめ情報発生

本論文では，SC 方式の問題点をあげ，その解決策につ

源からの半径により複製配布範囲 R を設定し，複製をこ

いて検討する．最初に [3] で提案された SC 方式の概要を

の範囲内にのみ配布する（図 2）．こうすることで，同一

説明する．

データの過度の複製配布を防いでいる．この結果，シス
テム全体で多種類のデータの複製を扱うことができ，情
報へのアクセス成功率を高めている．また，R は複製の配

2.1

複製の配布

布に伴うトラフィック及び各端末が必要とする記憶容量を

SC 方式は，端末間の接続性が必ずしも保たれないアド
ホックネットワークにおける情報の可用性を向上させる

削減する役割も果たす．

ため，個々の端末が生成する位置依存情報への要求に対

2.2

し，的確な応答が高い確率で得られることを目標として

情報の要求と応答

設計されている．アドホックネットワークでは，端末の移

前述のように，サーバレスな環境では，どの端末が位

動によるリンクの切断が起こるため，SC 方式では，情報

置依存情報を保持しているかわからない．SC 方式で端末

の複製を配布しておくことで情報へのアクセス成功率を

が知っているのは，特定の位置に関する情報をその位置

高める．各端末は情報を生成後，直ちに周辺の端末にそ

周辺の端末が保持していることのみである．情報を利用

の複製を配布する．複製を情報取得端末が接続可能な全

したい端末は，利用したい情報の位置をキーとする要求

端末に配布した場合，各端末の記憶容量が十分にあれば，

メッセージを Geocast により送信する．すなわち，要求

情報の可用性を高めることができるが，記憶容量に制限

メッセージを情報発生源の位置周辺にいる不特定の端末

のある携帯端末では，必ずしも全ての複製を保持するこ

に向けて送信する．要求メッセージは情報発生源までい

とはできない．また，このような複製配布は多大なトラ

くつかの端末を経由し，該当する情報を持つ端末に到達

フィックを必要とする．そのため，全端末に複製を保持さ

する．該当する情報を保持している端末は，応答メッセー

せることは現実的ではない．そこで SC 方式では，情報の

ジに情報を付加し，要求メッセージ送信者へユニキャス

複製をアドホックネットワーク内の端末に数ホップおき

トにより返送する．

に配布することで，複製による記憶容量の圧迫を抑制す
る．パラメータとして複製密度決定パラメータ s を定義
し，複製は情報取得端末から s ホップごとの端末に配布
する（図 2）．
接続性が保障されないアドホックネットワークでは，固

2.3

複製の再配置

SC 方式では，情報取得端末の周辺に複製をまばらに配
置することで，情報の可用性を高めている．しかし，時

定のサーバに処理を依存しないことが望まれる．しかし，

間の経過とともに端末が移動すると，端末によって保持

サーバが存在しない場合，個々の端末が取得した位置依

されていた位置依存情報も端末とともに移動してしまう．

多くの端末が，それぞれ保持している情報に関連した位置

R:複製配布範囲

から遠ざかると，ある場所周辺の端末のいずれもがその
場所に関連した位置依存情報の複製を保持しない状況が
発生しうる．そこで SC 方式では，応答返信時に，応答の
途中経路上にある端末が複製配布時と同様のルール，す

R

なわち応答経路上の端末に s ホップごとに情報の複製を
保持させることで，動的に複製の再配置を行い，上記の
問題が発生することを防ぐ．具体的には，アプリケーショ
ンレベルでのマルチホップ通信の過程で，この複製処理
を行う．

情報取得端末
複製

SC 方式の問題点
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図 3: SC 方式における端末密集時の複製配置

SC 方式には以下の問題点がある．

3.1

b

端末密集時の複製配置

障害物

SC 方式では，情報の複製配布，データ要求・応答をフ
ラッディングで行っている．フラッディングは単純な動作

目的位置d

s

で通信可能な全ての端末に情報を送信できる利点がある

c
a

一方，端末密集時には，多くの端末が一斉にブロードキャ

情報保持端末
要求元

ストを行うため，2 層における無線通信の衝突が多発し通

直線的な経路が存在しない

信性能が低下してしまう．さらに，端末密集時における

SC 方式のホップ数を用いた複製配布先の決定を行うと，
s ホップごとに端末が複製を保持するため，多くの端末が

図 4: Geocast による要求の到達性に関する問題

複製を保持することになる（図 3）．この結果，情報の要
求に対して応答する端末が多すぎることになり，応答返
信時に無線通信の衝突が頻繁に発生し，通信性能の悪化
をまねく．さらに，多くの端末が同一の複製を保持するた

でも紛失するとその時点で複製が配布できなくなってし
まう．

め，無駄に記憶容量を浪費してしまい，多種類の情報を
ネットワーク内で保持できなくなる．これは，要求に対
するアクセス成功率を下げる要因となる．そのため，端
末密集時に，過度な複製配置が起こらないような機構が
必要とされる．

3.3

Geocast による要求の到達性

これまでの SC 方式では，情報要求をする際，端末の
位置を用いた単純な Geocast を用いてきた．これは，要求
受信端末が前中継端末よりも要求の目的地に直線距離で

3.2

大容量データ配布の信頼性

近い場合に限り再度ブロードキャストするというもので
あった．しかし，この方法では途中経路上に障害物があっ

SC 方式では，情報の複製配布をフラッディングで行っ

た場合，あるいは目的位置までの直線的な経路が存在し

ている．例えば，ある端末が複製配布範囲内で複製メッ

ない場合，そこで通信が遮断されてしまい，目的地まで

セージを受け取るとすぐに UDP によるブロードキャスト

要求が到達しない．図 4 に示すように，要求元 S が目的

で送信を行う．特に現在の SC 方式では，配布する情報の

位置 d 周辺の情報への要求を送信すると，a は目的位置へ

データサイズに関わらずフラッディングにより情報の複

送信者 S よりも近づいたためさらにフラッディングする．

製を配布することにしている．データサイズが巨大にな

しかし，経路上に障害物が存在したり，目的位置への直線

ると，3 層での IP フラグメントによりパケットが複数に

経路が存在しないと，その先の端末 c へは要求メッセー

なってしまうため，パケットロスの影響による複製配布

ジが到達しない．さらに，送信者 S から要求メッセージ

の失敗が頻発することになる．UDP ではパケットが途中

を受信した b は S よりも目的位置から遠いためにフラッ

で紛失した場合の再送機能がないため，パケットが 1 つ

ディングを行わない．このように SC 方式では迂回通信路

が存在してもそれを利用できない問題点がある．

SC 方式では端末密集時にブロードキャストの頻発を防
ぎ，効率よくメッセージを配信するため文献 [5] の手法を

3.4

複数端末による応答

応用する．OLSR を応用した方法は，Hello パケット交換
によるトラフィックの増加やモビリティに弱いなど欠点が

SC 方式では，ある位置をキーとしてその位置に存在
する情報に対する要求を送信すると，Geocast により要求

ある．また，確率による手法は過去の履歴からの推測で

メッセージがその位置周辺の端末へと到達する．要求メッ

は，距離という絶対的な値により中継端末が選択される．

セージは，目的位置周辺の複数の端末宛に送信されるた

距離という絶対的な指標を基に中継端末を決定すること

め，該当する情報を保持している複数の端末が応答を返

で，少ないホップ数で広くメッセージをフラッディングで

す可能性がある．この結果，同じ情報が複数，要求者の

き，端末密集時には，より確実に無駄なトラフィック削減

元へ返信され，無駄なトラフィックが発生し，応答速度の

を期待できる．SC 方式では，全端末が GPS 等で自身の

低下，応答転送の失敗という問題を引き起こす．

現在位置を知っていることを前提としているので，隣接

あり確実性に乏しい．一方，待ち時間を設定する文献 [5]

端末間の距離の算出は容易に行える．
文献 [5] の手法を以下のように応用する．複製メッセー

SC 方式の問題点に対する解決策

4

ジを受信した複製配布範囲内にいる端末は，すぐにブロー
ドキャストするのではなく，前中継端末からの距離を基に

SC 方式の各問題点に対する解決策を述べる．

送信待ち時間（T ）を設定する．その際，前中継端末から
遠い端末ほど短い待ち時間を設定する．なお，複製配布

4.1

端末密集時の複製配置に対する解決策

4.1.1 ブロードキャストの改善
これまで，アドホックネットワーク上で端末密集時の同
報配信の効率性について多くの研究が行われている．[5]
では，同報配信を効率化させるために，メッセージを受
信した端末はすぐにそのメッセージをブロードキャスト
するのではなく，ある一定時間の遅延を発生させ，遅延
時間内に他の端末の送信を知ることができたら，送信を
キャンセルするという手法が提案されている．遅延時間
の決定には受信電力や距離などが用いられている．

時に限らず，要求送信時に Geocast を行う時にも待ち時間
を設定し，無駄なトラフィックを削減する．さらに，待ち
時間の設定には端末の移動速度を考慮する．これは，移
動速度の大きい端末は安定した通信ができない可能性が
高いからである．待ち時間内に隣接する端末がブロード
キャストしたメッセージを受信した場合には，自身の送
信をキャンセルする．
メッセージを受信した端末は以下の式により待ち時間
（T ）を発生させる．d は前中継端末からの距離，v は端末
の移動速度を表している．kv ，kd はぞれぞれ調整用の係
数であり正の実数である．

別の手法として，アドホックネットワークにおけるルー

T=

ティングプロトコル OLSR のように Hello パケットを定

1 + kv v
kd d

(1)

期的に交換することで，ネットワークトポロジを把握し，
あらかじめ中継端末を指定する方法も考えられる．しか
し，この方法では Hello パケットを常に交換しなければな

4.1.2

複製配布先の決定方法

らず，無駄なトラフィックが増加する．また，端末のモビ

これまでの SC 方式では，端末の密集時にホップ数に

リティが高い時には，常にトポロジが変化し中継端末を

よる複製配布を行うと無駄な複製を配置してしまう問題

決めておいても送信を行う際にその端末がその場所にい

があった（図 3）．上述したように，フラッディングを行

ない可能性が高い．

う際には待ち時間を発生させて中継端末を決定する．そ

文献 [6] では，メッセージを受信した端末が確率により

こで，複製保持端末を決定する際にも，待ち時間により

ブロードキャストを行うかどうか決定する手法が提案さ

中継端末を決定する機構を応用して無駄な複製が配置さ

れている．この確率は，各端末で過去に受信したメッセー

れないようにする．すなわち，複製配布範囲内にいる端

ジの履歴を用いて設定される．各端末は周囲に他の多く

末で複製メッセージを中継した端末のみが，s ホップごと

の端末がいる場合は，周囲の端末がメッセージを送信し

に複製を保持するようにする（図 5）．隣接端末が複製を

てくれることを期待し，メッセージを送信する確率を低

配布したことを知ると，端末は複製の保持及び配布を行

く設定する．逆に，周囲に端末が少なければ，自分がメッ

わない．こうすることで，単純な SC 方式を用いた場合に

セージを送信しなければならないため，メッセージを送

比べて，端末密集時に複製を保持する端末の数を減少さ

信する確率を高く設定する．

せることができ，この結果，多くの端末からの応答を避

情報取得端末

障害物

中継端末
中継端末&複製保持端末
R：複製配布範囲，s=2

②

通信半径

経路が存在しない

②

×
Δx

①
③
①
①

Δx

②
②

②

Δx
③

×：宛先中心位置
情報要求端末

③

R
②

複製

S
Δx

送信者Sと宛先を含む最小の矩形

2段階目のフラディングを行う範囲

図 6: Geocast による要求到達性向上

図 5: 複製配布の一例
けることができるとともに，端末の記憶領域を有効活用

の地域内にいる端末である．アドホックネットワークで，

することで，システム全体でより多くの異なる情報の複

この特定の地域にいる端末へのメッセージの到達性を向

製を保持することができる．

上させるため様々な研究が行われている．[7] では，メッ
セージ送信者と宛先地域を含む最小の矩形の中にいる端
末がフラッディングを行うという手法が提案されている．

4.2

大容量データ配布の信頼性向上

これまでの SC 方式では，情報のデータサイズに関わ
らず UDP によるブロードキャストで情報の複製を配布し
てきた．大容量の情報をブロードキャストで送信すると，
パケットロスにより適切な複製配置が行われない可能性
がある．そこで，データサイズが閾値 S r より大きい場合
にデータそのものを送るのではなく，データの発生を知
らせる小メッセージ（NDA:New Data Advertisement ）を
フラッディングする．そして，NDA を受信した端末で複
製を保持すべき端末が，情報を取得した端末へ TCP ユニ
キャストを用いて転送要求を送り，情報の複製を取得す
る．ここでいう複製を保持すべき端末とは，4.1.2 に従い，
複製配布範囲内で NDA を中継した端末で，情報取得端末
から s ホップごとの端末を指す．こうすることで，信頼
性の高い TCP で確実に情報を複製配置することができる．

この手法では，メッセージの到達率を向上させるために，
あらかじめ設定された値により，メッセージ送信者と宛
先地域を含む矩形を広げることにより，フラッディングす
る範囲を大きくしている（図 6）．また，別の手法として，
宛先地域の中心位置と前中継端末間の距離よりも，宛先
地域の中心位置とメッセージ受信端末間の距離が小さい
場合にだけフラッディングを行うという手法も提案して
いる．この場合も，メッセージの到達率を向上させるた
め，厳密に距離が小さくなる場合だけフラッディングす
るのではなく，距離が小さくなったかどうかを判定する
閾値に幅をを持たせ，宛先地域の中心位置と前中継端末
間の距離よりも，宛先地域の中心位置とメッセージ受信
端末間の距離が小さくない場合でもフラッディングを行っ
ている．
別の手法として [8] では，障害物または端末の存在し

なお，情報取得端末側の制御により，実際に情報の複製

ない地域を避け，宛先地域により確実にメッセージを配

を送り返す端末を選別することも可能であるため，複製

信する手法を提案している．[8] では，アドホックネット

を保持すべき端末が多い場合の複製トラフィックの増大に

ワークを小さな 6 角形のセルに分割し，各セルでマネー

も対応可能である．一方，データサイズが閾値 S r より小

ジャを選出する．マネージャは隣接セルのマネージャと

さい場合には，これまでと同様に情報の複製本体の配布

Hello パケットを交換することにより，隣接セルが障害物

を行う．

でないか，もしくは端末の有無を確認している．各セル
のマネージャが隣接するセルの状態を把握しているため，
ある地域へメッセージを送信する場合，メッセージは，障

4.3

Geocast による要求の到達性向上

4.3.1 Geocast の手法
Geocast は，ある特定のエリアにいる端末の集まりに
メッセージを送る方法である．宛先は，指定された特定

害物または端末が存在しないセルを避けて目的地域へ配
信される．

[7] の手法は，定期的なパケット交換が不要かつ，実現
も容易である一方，[8] に比べメッセージ到達の確実性は
低い．逆に [8] の手法は，Hello パケットを常に交換して，

R（region）:複製配布範囲

RM：メタ情報配布範囲

ズが十分小さければ，端末の記憶容量に与える影響も少
なく，情報の複製本体に比べネットワーク内により多く
配布しておくことが可能である．

RM

メタ情報を配布する範囲としてメタ情報配布半径（R M )

R

を定義する．R M は，より多くの端末が情報の存在を確か
められるように複製の配布範囲より広くなるようにする
（R M  R）. メタ情報の配布範囲内の端末かつ複製の配布
範囲外の端末で，メタ情報を中継する端末が，情報取得
情報取得端末
複製
メタ情報

端末から s ホップごとにメタ情報を保持する（図 7）．こ
うすることで，複製配布範囲から遠い端末でも自分自身
が要求する情報が存在するかどうか高い確率で知ること
ができる．つまり，要求を送信する端末は，情報を探すと

図 7: メタ情報の配布（複製密度決定パラメータ s = 2）
各マネージャが隣接セルの状態を把握しているため，よ
り確実に目的地域へメッセージを到達させることができ
る一方，Hello パケットを常に交換により，通信コストが
増大し，端末のモビリティが高い環境には適さない．

同時にその情報のメタ情報も検索する．要求者は，情報
の返送がなく，メタ情報のみが得られた場合，その存在
は過去のある時点において，要求する情報が複製配布さ
れたこと意味しているため，2 段目の要求送信を行う．
このメタ情報は 4.2 で述べた NDA に含めることができ
る．情報を新たに取得した端末は，そのデータサイズが
閾値 S r より大きければ，NDA を複製配布範囲外，つま

4.3.2 要求到達性改善手法
[7] の手法のように定期的にパケット交換が不要な単純
な Geocast を用いた場合に，要求の到達性を向上させるた
め，情報への要求を 2 段階に分けて送信することを提案
する．1 段階目は要求送信時に，ブロードキャストの頻発
を防ぐため，送信待ち時間を加えた単純な Geocast を使
用する．2 段階目は迂回路での到達可能性も考え，フラッ
ディングを行う範囲を広げて要求を配信するが，要求する
情報の存在が確かな場合にのみ行う．具体的には，[7] の

りメタ情報配布範囲までフラッディングする．複製配布
範囲内で NDA を受信した端末は，4.1.2，4.2 の方針に従
い複製を保持する．複製配布範囲外でメタ情報配布範囲
内の端末は，前述したようなルールでメタ情報を保持す
る．情報のデータサイズが閾値 S r より小さければ，情報
取得端末は，情報本体とともにメタ情報もメタ情報配布
範囲内において待ち時間を用いたフラッディングを行い，
メタ情報配布範囲内の端末が，前述したようなルールで
メタ情報と情報の複製本体を保持する．

手法で要求をフラッディングする範囲を広くしたり，ネッ
トワーク全体にフラッディング行う（図 6）．

4.4

複数端末による応答への解決策

ここで，要求する情報の存在の確かさについて考える．
我々が想定している環境においては，要求した情報が確実

複数の端末による応答に対しては，次のように対処する．

にネットワーク内に存在しているという保証はない．な

要求に対し該当する情報を保持している端末が，要求メッ

ぜなら，ある地点の情報を要求しても，その情報そのも

セージを受信した場合は，情報そのものを返すのではな

のが生成されていない場合もあり，たとえ情報が生成さ

く情報の存在を知らせる小パケット（DER:Data Existance

れていても，携帯端末には記憶容量に制限があり，古く

Reply）を返す．要求元は一定時間 DER の到着を待ち，複

なった情報の複製は，新しい複製を保持するために破棄

数の DER の中から 1 番新しい情報，自分自身に 1 番近い

されてしまうからである．そのため要求をフラッディング

情報の複製の優先順位で情報保持端末へ転送要求を送信

する範囲を広げて該当する情報の要求を送信しても，情

する．情報転送要求を受信した端末は TCP を用いて要求

報がネットワーク内に存在しない場合には，トラフィック

元へ情報を返送する．これにより，複数の大きな情報を

が増加するだけとなってしまう．

含む応答が返信されることを防ぎ，情報本体を含む応答

そこで，情報が存在しているかどうかを判別するため，

を確実に返送できる．

複製配布時に情報の複製だけではなく，情報についての
メタ情報も配布する．ここで位置依存情報のメタ情報と
は，情報の属性，情報発生位置，情報発生時刻などある．
このメタ情報を入手できたか否かによって情報の存在を
確認することとする．メタ情報が本体の情報に比べサイ

4.5

複製再配置の最適化

SC 方式での複製再配置は，要求に対する応答時に中継
端末が応答端末からのホップ数と複製配布範囲に従って，

中継経路上に複製時と同様のルールで複製の再配置を行っ

情報Aの応答回数

ていた．これはアプリケーションレベルでマルチホップ通
信を行うことを想定して設計されていた．しかし，要求

情報A

元と応答端末間を接続する 1 つの TCP コネクションのみ

方向

回数

d1

0

d2

0

d3

0

d4

2

×
a

R

R’

③時刻t2に
情報要求

を用いて要求に対する応答の転送を行った場合には，情
報の転送経路上で中継端末がパケットの中身を扱うこと

n=4の場合

ができないため，従来の方法で，応答の転送経路上に複

d2

d1

製の再配置を行うことはできない．そこで，応答返信時

d3

d4

×

④aがcに
応答返信

⑤d4に複製再配置
①時刻t1に
情報要求
②aがbに
応答返信

に応答を返送する端末が，応答返信とは別のプロセスで

c

b

× 情報発生位置

情報要求端末

複製

複製再配置を行う機構を提案する．

複製再配置

図 8: 複製再配置の最適化
要求に対する応答を返す端末は，自身が保持する複製

検討

5

毎にアクセス回数・要求が来た方向を記録しておき，それ
らに基づき，ある方向からのアクセス回数があらかじめ

5.1

ブロードキャストの待ち時間

決められた閾値を超えた場合に，その複製に対する需要
が多いと判断し，アクセス回数が多い方向へ複製を再配

提案手法では，前中継端末からの距離（d ）と端末の移

置する．特定の方向からのアクセスが多い場合には，そ

動速度（v）により待ち時間（T ）を設定し，中継端末を

の方向への複製配布範囲を広げ需要が多いところには複

選択している．待ち時間が短すぎると，他の端末の送信

製が多く再配置されるようにする．

を知る前に自身の送信をキャンセルすることができない．
しかし，待ち時間が長すぎると要求メッセージをフラッ
ディングする際に大きな遅延が生じ，結果的に応答を得
るまでに時間がかかってしまう．そのため，適切な待ち時

図 8 に示すように，端末 b，端末 c が順に情報に対す

間の設定が重要となる．

る要求を送信したとする．すると端末 a はその要求に対
し応答を返す．この時，端末 a は要求が来た方向と回数
を情報の複製ごとに履歴を保持する．ここでいう方向と
は，情報発生位置を中心とする複製配布範囲の円を n 分

5.2

ルーティングプロトコルの必要性

大容量の情報配布時には，TCP を用いて複製を配布す

割し，それぞれを d1 , d2 , …, dn としたものである（図 8）．

る手法を提案した．これにより，大容量の情報でも確実

図 8 の例では，d4 からの要求が多いと判断した端末 a は，

に配布されることが期待されるが，端末が何らかのルー

情報 A という複製に限り複製配布範囲を広げ，複製時と

ティングプロトコルを搭載している必要性が生じる．

同様のルール，すなわち新しい複製配布範囲（R ）内で
応答端末から s ホップごとに複製を配布する．複製配布
範囲を広げる際には，複製配布範囲が無限に広がること

5.3

2 段階の要求送信によるトラフィックの増大

を避けるため，複製配布範囲に最大値を設けてその抑制
をはかる．再配置対象の情報のデータサイズが閾値 S r よ

Geocast による要求の到達性を向上させるため，2 段階

り大きければ，複製そのものではなく，再配置を知らせ

に分けて要求を送信する手法を提案した．これにより，ア

る小メッセージ RDA（Relocation Data Advertisement ）を

クセス成功率の上昇が期待されるが，一方で，メタ情報

待ち時間を用いたフラッディングにより配信する．RDA

を情報発生位置から離れた場所まで配布するため，トラ

には複製対象となる情報のメタ情報が含まれる．新しい

フィックの増大が引き起こされる．また，端末がメタ情報



複製配布範囲（R ）内で応答端末から s ホップごとの端末

を保持することによって，余分な記憶容量がメタ情報保

が RDA を受信すると，複製再配置元の端末に情報の転送

持に必要となる．さらに要求の 2 段階目には，要求をフ

要求を送信する．転送要求を受信した複製再配置元の端

ラッディングする範囲を広げるため，多くの端末がフラッ

末は，TCP により情報の複製を送信する．なお，情報の

ディングを行う可能性が高い．つまり，アクセス成功率を

データサイズが閾値 S r 以下ならば，情報本体をそのまま

上昇させることと要求メッセージによるトラフィックの増

フラッディングして複製配布する．

加はトレードオフの関係にある．

5.4

DER 導入に伴う遅延の増大

効果について評価する．

複数端末が応答を返してくる問題に対し，要求者が情報
転送端末を選択することによって応答端末を減らし，TCP

謝辞 本研究の一部は，文部科学省科学研究費補助金若

を用いて情報を転送することで応答が確実に得られるよ

手研究（A）（16680002），および情報通信研究機構地域

うにした．しかし，転送要求を送信する端末を選択するた

提案型研究開発制度の研究助成によるものである．ここ

めには，一定時間 DER（Data Existance Reply）の到着を

に記して謝意を表す．

待ち合わせなければならず，それによる遅延が発生する．
さらに，情報転送端末は DER を要求者に返送し，その後
転送要求により情報本体を転送するため，これによって
も要求を送信してから応答を得るまでの遅延が発生して
しまう．
また，要求に対する応答端末は，DER 返信時に待ち時
間を設定して，周囲の端末が応答を返信した場合は，自身
の DER 返信をキャンセルする．そのため，待ち時間を発
生させずに，直ちに DER を返信した場合と比べると，多
くの DER が要求者へ返信されてくることは回避できる．
しかし，DER の絶対数は減少するため，DER がパケット
ロスした場合には，アクセスが成功せず，アクセス成功
率の低下につながることも考えられる．

6

まとめ
アドホックネットワークにおける複製配布の一方式と

して提案されてきた SC 方式での問題点を明らかにし，そ
の解決策を提案した．新方式では，複製配布時，情報へ
の要求・応答時のフラッディングを効率化し，無駄なトラ
フィックの発生を抑えるようにした．さらに，端末密集時
に複製配布を行う際に，無駄な複製配置が起こらないよ
う，端末の位置とホップ数を考慮した複製配置機構を提
案した．また，要求先への直線的な経路が存在しない場
合にも高いアクセス成功率を得るため，メタ情報を用い
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