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リンク・ステート型経路制御における
トポロジ・ブロードキャスト制御
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本論文では，リンク属性情報が頻繁に更新されるリンク・ステート型経路制御（LSR）技術にお
いてブロードキャストされる制御トラフィックを制御する手法を提案し，それを適用したトポロジ情
報ブロードキャスト・プロトコル Graph Configurable Topology Broadcast Protocol（GCTBP）
の詳細について述べる．従来の LSR 技術では，特定リンクへの制御トラフィック流入回避や，同一
ノード間の多重リンクとなる制御トラフィック専用リンクの利用はできない．本論文では，データト
ラフィックと制御トラフィックが流れるネットワークを区別し，Topology Broadcast Reverse Path
Forwarding（TBRPF）を拡張したプロトコル GCTBP を適用することにより，この問題を解決し
た．同一ノード間に多重リンクを付設できない場合を想定し，2 段階の優先度による特定リンクへの
制御トラフィックの流入回避をシミュレーションによって評価した．その結果高優先に設定するリン
クに依存し，全体収束速度を変えずにリンク属性情報の変化による制御トラフィックの流入を回避で
きた．

A Topology Broadcast Control on Link State Routing
Hideaki Imaizumi,† Osamu Nakamura†† and Jun Murai††
This paper proposes a technique for controlling a ﬂow of control traﬃc of Link State Routing
(LSR) Technology, and describes detail of a topology broadcast protocol called Graph Configurable Topology Broadcast Protocol (GCTBP). Due to the fact that existing LSR technology
can not control a ﬂow of control traﬃc, it is impossible for a network manager to prevent the
ﬂow of control traﬃc on a speciﬁc link or to use an exclusive link for control traﬃc. This
paper approaches such problem by using GCTBP, which is an extended protocol of Topology
Broadcast Reverse Path Forwarding (TBRPF). Simulations on random topologies with twolevel priority showed that the technique was eﬀective on link-attribute change event in terms
of communication cost and convergence time.

一般にトポロジ情報ブロードキャスト（以後，ブロー

1. は じ め に

ドキャスト）と呼ばれる．

リンク・ステート型経路制御（Link State Routing，
以後 LSR）技術

1)〜3)

一方でルータの出力キュー長が，ある閾値を超える

は，その可用性の高さからトラ

際に，そのイベントをリンクの属性情報としてブロー

フィック・エンジニアリング技術4),5) や QoS 経路制御

ドキャストし，それを基に経路制御を行う技術が研究

等の新しい技術に応用されている．LSR 技

されている7) ．この情報は非常に更新頻度が高く，最

術は対象ネットワークをノードとリンクからなるグラ

適化なしのシミュレーションではデータトラフィック

フ情報としてとらえ，重み等の属性情報をノードやリ

の 25%が制御トラフィックとなった7) ．最適化の結果，

ンクに付属させネットワーク全体にブロードキャスト

この制御トラフィックは 2〜4%程度に減少しているが，

し，このグラフ情報を基に経路計算を行う．これらの

実際のネットワーク環境で見られる複雑なトラフィッ

新しい技術は，比較的更新頻度の少ない情報を属性情

クパターンに対して同様の結果が得られるかは明らか

報としてブロードキャストし実現される．この機能は

ではない．

技術

3),6)

この例のように，更新頻度の高い情報を用いて経路
制御を行う場合は制御トラフィックがデータトラフィッ
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クに与える影響が問題となる．特に，キューイング技
術により優先制御されるデータトラフィックに対して，
元来優先されるべき性質を持つ制御トラフィックが干
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渉する可能性がある．
この問題の解決策として，(1) 問題となる特定の 2
ノード間にデータトラフィック用リンクとは異なる制

Apr. 2005

2. LSR 技術におけるブロードキャスト制御
本章では，LSR 技術においてブロードキャストされ

御トラフィック用リンクを設け両者を完全に分離する，

る制御トラフィックが流れるネットワークと，データ

(2) 代替経路が存在する場合は特定のリンク上に制御

トラフィックが流れるネットワークを別のものと考え，

トラフィックを流さない，という 2 つがあげられる．

分類・モデル化を行う．そのうえで，制御トラフィッ

制御トラフィックの伝達速度という面で (1) が望まし

クが流れるネットワークにおいて必要な操作について

いが，そのような設備がない場合は (2) を使うことも

論じる．

しかし現状の LSR 技術においてこれらは実現できな

2.1 ネットワークの分類
LSR 技術における制御トラフィックとは，本質的に

い．一般的に Flooding 8) をブロードキャスト・プロト

各ノードの現在のリンク状態情報を他のすべてのノー

コルとして利用するが，Flooding では制御トラフィッ

ドに送信するメッセージの集合からなる．

考えられる．

クはすべてのリンク上に流れる．また，別のブロー

このメッセージを配信する LSR 技術のブロードキャ

ドキャスト・プロトコルとして Topology Broadcast

スト機能は信頼性のあるブロードキャストである．こ

based on Reverse Path Forwarding（TBRPF）9) が

れは通信ネットワーク上のあるノードが送信したメッ

ある．これは主に無線アドホック・ネットワークを対

セージは，有限時間内に他のすべてのノードにエラー

象として考案され，制御トラフィックを最短ホップか

なく同じ順序で到達する，と定義される10) ．

ら計算された配送木に沿って転送する．両者ともに，

対象ネットワークを無向グラフ G = (V, E) にモデ

データトラフィックと制御トラフィックを流す対象の

ル化する．E は式 (1) で表され，n は同一ノード間の

ネットワークが同一であり，(1) のような多重リンク

多重リンクを識別する．このとき，V の要素はルータ

を扱うことはできない．また (2) のように明示的に制

を示し，E の要素はルータ間を接続するデータリンク

御トラフィックを操作することは考えられていない．

を示す．

本研究では，更新頻度の高い情報をリンク属性情報
として用いる新しい技術の支援を目的に，従来の LSR
技術では考えられなかった制御トラフィックのブロー
ドキャストを制御する手法を提案する．そのために，
まずリンクの役割を 3 つに分類し，それらに基づいた

E ⊂ {(i, j, n)|i, j ∈ V, n = 0, 1, . . .}
(1)
このグラフはその目的からブロードキャストグラ
フ GB = (VB , EB ) とルーティンググラフ GR =
(VR , ER ) に分類できる．これらの関係は，G = (VB ∪
VR , EB ∪ ER ) となる．

ブロードキャスト制御の手法について説明する．そし

ブロードキャストグラフとは，制御メッセージがブ

て TBRPF を拡張し，本手法を適用したトポロジ情

ロードキャストされるネットワークを示す．一方ルー

報ブロードキャスト・プロトコル Graph Configurable
Topology Broadcast Protocol（GCTBP）を設計し，
その詳細を示す．また，シミュレーションによって本

ティンググラフは，データトラフィックの転送に使わ

プロトコルの有用性の評価を行う．
本論文に示すプロトコルによって，ネットワーク管

れるネットワークを示す．また同時に，ルーティング
グラフは制御メッセージによって属性情報とともにグ
ラフ情報として配信される対象である．従来の LSR
技術では GR ≡ GB である．

理者は制御トラフィックを，ボトルネックとなるリン

GR は，多重リンクを扱う経路決定アルゴリズムを

クや衛星等の高遅延リンクを避けて，新たに設けた制

適用する場合には多重グラフとなりうる．データト

御トラフィック専用リンクに流したり代替経路に流し

ラフィックを転送するノード集合 VR に属するノード

たりすることが可能となる．

は，経路制御を行ううえで必ず属性情報が付属したグ

2 章では，LSR 技術におけるブロードキャスト制御

ラフ GR の情報が必要になる．この情報は制御トラ

に関して説明し，LSR 技術を成立させるための条件を

フィックとしてブロードキャストされるため，VR に

示す．3 章では，本手法を適用したプロトコル GCTBP

属するノードは必ずブロードキャストグラフのノード

の詳細について示し，4 章でその複雑度の解析，5 章

集合 VB にも属さなければならない．また，VR に属

でシミュレーションの結果と評価を示す．以上の議論

するすべてのノードへ等価な情報が送信されることを

を基に 6 章で考察を行い，7 章で関連技術をあげ，8

保証するため，GB の連結成分 w(GB ) は 1 でなくて

章にまとめと今後の課題を示す．

はならない．
したがって，グラフ G において LSR 技術による経
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フィック専用のリンクを制御できる．
特定リンクだけを回避してブロードキャストを行う
ためには，その方針を重みに反映させ，その重みが付
けられたグラフから配送木を作る必要がある．
ブロードキャストグラフに属するリンクは BoLink
あるいは RBLink である．BoLink は制御トラフィッ
ク専用であるため，重みはつねに最小と考えられる．
一方で RBLink 間ではそれぞれのリンクの重要度やボ
トルネックの度合いを考慮してネットワーク設計時に
重みが決められる．
図 1 リンク種別と 2 つのグラフ GR と GB
Fig. 1 Relationship between link-type and two graphs.

ブロードキャストの配送木を構築するには，共通
のスパニングツリーを用いる手法11),12) や Extended

ならない．実際には，GB の連結成分となる GB i の

Reverse Path Forwarding（ERPF）アルゴリズム13)
が利用できる．前者の場合，無向リンクの重みに対し
て逐次アルゴリズム Kruskal 14) を基にした分散アル

ノード集合 V (GB i) が VR を部分集合とすればよい

ゴリズムを用いて配送木を構築する．すべての制御ト

が，本論文では上述のように扱う．

ラフィックは，この配送木を通る．後者の場合は，各

路制御を成立させるためには式 (2) を満たさなければ

VR ⊆ VB , w(GB ) = 1
(2)
2.2 リンクの利用目的による分類
管理者によって各リンクは，その利用目的により次

ノードが有向リンクの重みに対して最小コスト木を構
成する．この配送木は，送信ノードによって異なる．
また後者の場合は有向リンクごとに異なる重みを設定

の 3 つに設定される．

できるため，方向によって遅延の大きさが異なるリン

ROLink（Routing-Only）：データトラフィック専用

ク15) 等に対応できる．

RBLink（Routing-Broadcast）：兼用
BOLink（Broadcast-Only）：制御トラフィック専
用

3. GCTBP 詳細

それぞれのリンクの集合を Ero ，Erb ，Ebo とする

ロジ情報ブロードキャスト・プロトコルであり，LSR

と，各グラフとの関係は次のようになる．

E = Ero ∪ Erb ∪ Ebo
GR = (VR , Ero ∪ Erb )

Graph Configurable Topology Broadcast Protocol
（GCTBP）は，TBRPF を拡張した信頼性のあるトポ

(3)
(4)

GB = (VB , Ebo ∪ Esub )
(5)
Esub = {(i, j, n) ∈ Erb |Ebo (i, j) = φ}
(6)
式 (6) で用いた Ebo (i, j) は，ノード i，j を結ぶ

技術に応用可能である．TBRPF 同様 ERPF を用い
て配送木を構成し，シーケンス番号を用いて信頼性を
確保する．

3.1 対象ネットワークの定義
GCTBP では対象となる通信ネットワークを，有向

BOLink の集合を示す．GR は，Ero と Erb の和集

グラフ G = (V, E) として表現する．このとき V は

合をリンク集合 ER として持つ．一方 EB は，デー

ルータやスイッチ等のノードの集合，E はノード間の

タトラフィックがリンク帯域を最大限利用できるよう

リンクの集合を表す．各ノードはネットワーク内で一

に，同一ノード間に RBLink と BoLink が同時に存在

意な識別子を持つ．各リンクは 1 対 1 の双方向通信路

している場合は RBLink を含まない．

であり，(i, j, n) と (j, i, n) は区別される．

図 1 に全体的な関係図を示す．
一般的に RBLink 数 |Erb | が 0 に近いグラフでは，

2.2 節で説明したとおり，グラフ G の各リンクは方
向に関係なく ROLink，RBLink，BOLink のいずれ

リンク障害あるいはノード障害によってブロードキャ

かとなる．ここで，それぞれのリンクの集合を，Ero ，

ストグラフ GB が分断され，条件式 (2) を満たせなく
なる可能性が高い．したがってこのようなグラフで表

Erb ，Ebo とする．
2 つのノード u，v 間では，必ず次のいずれかの関

されるネットワークは，障害に弱いといえる．

係になることを前提とする．

2.3 ブロードキャスト制御

(a) リンクが存在しない．

前節に示したようにリンクを分類し，ブロードキャ

(b) どれか 1 種類のリンクが 1 つ存在する．
(c) ROLink と RBLink のいずれか 1 つと，BOLink

ストグラフを分離して扱うことによって，制御トラ
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が 1 つ存在する．
経路制御の対象となるグラフ GR は式 (4) と同様
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の重みは bcost(u, v) と参照される．この重みには方
向はなく，つねに bcost(u, v) = bcost(v, u) となる．

の操作によって求められる．本論文の主眼はトポロジ

グラフ GR ，GB に属するすべてのリンク (u, v) の

情報ブロードキャスト・プロトコルであるため，ルー

リンク状態情報は，(u, v, t, atr, sn) という組でブロー

ティンググラフが多重グラフとなる場合は考えない．

ドキャストされ更新される．ここで t はリンクの種類

一方ブロードキャストを行うグラフ GB は式 (5)，

を示し，ROLink ，RBLink ，BOLink のいずれかで

(6) と同様の操作から求める．グラフ GB はグラフ G

ある．atr は重みを含む属性情報の集合であり，経路

に変化があるたびに，新たに式 (5)，(6) によって再計

制御用の重みは atr.rc，ブロードキャスト用の重みは

算される．

atr.bc と表記する．一方 sn はシーケンス番号を示す．
(u, v, t, atr, sn) のリンク状態更新は，ノード u が始

結果として求められる 2 つのグラフ GR ，GB はそ
れぞれ多重辺を持たない単純な有向グラフとなり，各
リンクは (i, j) と表現される．また同様にリンクの集
合 Ero ，Erb ，Ebo も多重辺を持たないため，以後各
リンクは (i, j) と表現する．
3.2 通信リンクの特性

GCTBP が対象とするネットワークの通信リンクは，

点となりブロードキャストを行う．
グラフ GB に属するノード i は，(1) リンク状態表，

(2) 隣接ノードの集合，(3) ブロードキャスト配送に関
する情報を保持する．
(1) のリンク状態表は，ノード i が保持するリンク状
態の表である．ROLink は RLTi ，RBLink は RBLTi ，

以下を満たすことを前提とする．

BOLink は BLTi にそれぞれ最新のリンク状態が格

(a) リンク (u, v) が使用可能状態（up 状態）である
とき，かつそのときに限り，リンク (v, u) も up
状態である．

納される．リンク (u, v) の情報は，RLTi (u, v) と表
それぞれ参照される．

(b) あるリンクがあるノードで使用不可能状態（down
状態）になった場合，有限時間内に，そのリンク

(2) は，ノード i が保持する i の隣接ノードの集合
であり，BNi と表記する．

の接続先のノードでも down 状態になる．

(c) あるリンクを通して送られたメッセージは，有限
時間内にエラーなく同じ順序で接続先のノードに
届く．

記され，RLTi (u, v).atr や RLTi (u, v).sn のように

(3) は，ブロードキャスト配送に関連する情報であ
り，ノード src(src = i) に関してそれぞれ保持される．
(a) 親ノード：ノード i は BLTi と RBLTi の情報
を基に，i を根とした最小コスト木を構成する．こ

(d) リンクの種類は両端で同じであり，片方向だけ異

の木において i から src へ到達するパスの第 1 番

なることはない．また動的には変わらない．

目のノード（すなわち次ホップノード）は，src か

(e) リンクの種類が RBLink である場合は，ブロード

らのブロードキャスト・メッセージを i へ届ける

キャスト・コスト情報が方向に関係なく付属する．

BOLink の場合は最小コストが設定され，ROLink
の場合は何も設定されない．
(f) リンクの種類が ROLink または RBLink，経路制
御用属性情報が方向それぞれに独立して付属する．
BOLink の場合は何も設定されない．
(b)，(d)，(e) は Hello プロトコル等で保証される
と仮定する．また，(c) はデータリンク層等の下位層
で実現されるものとする．

親ノードの役割を持つ．この親ノードを pi (src)
と表記する．
(b) 子ノード集合：ノード i が，あるノード src か
らのブロードキャスト・メッセージを転送する必
要のある子ノードの集合．childreni (src) と表記
する．
(c) シーケンス番号：ノード i が受信したノード src
のリンク状態更新の中で最新のシーケンス番号．

sni (src) で表記する．本論文中では，TBRPF と

3.3 GCTBP に必要な操作

同様にシーケンス番号にはタイムスタンプを利用

グラフ GR に属する各リンク (u, v) には，あらかじ

する．

め管理者によって設定された経路制御用の重みが設定
されている．この重みは cost(u, v) として参照され，

3.4 GCTBP メッセージ
GCTBP は，NewParent，CancelParent，Update

前節で述べたとおり cost(u, v) と cost(v, u) は同じと

の 3 つのメッセージから成り立つ．メッセージの送信

は限らない．

ノード，受信ノードをそれぞれ n，m とする．

一方で，リンク集合 ERB に属する各リンク (u, v)
にはブロードキャスト用の重みが設定されている．こ

NewParent：ノード z と snn (z) の組を m に
送信し，ノード z から送信されたメッセージを自分

Vol. 46

No. 4

リンク・ステート型経路制御におけるトポロジ・ブロードキャスト制御

に転送するように要求する．メッセージを受信した

m は，childrenm (z) に n を追加する．また RLTm ，
RBLTm ，BLTm に属する，z から送信されてきたリ
ンク状態の中で，snn (z) よりも新しいものをすべて

n に Update メッセージとして送る．
CancelParent：指定するノード z から送信され
たメッセージをこれ以上転送しないように要求する．
メッセージを受信した m は，childrenm (z) から n
を削除する．

Update：新しいリンク状態を送信する．受信した
ノード m は，リンクの種類によって RLTm ，RBLTm ，
BLTm の中で対応する表を検査する．表にないか保
持しているものよりも新しければ，リンクの種類に対
応した表に格納し，childrenm （リンク状態を広告し
たノード）に属する隣接ノードに Update メッセージ
として送信する．

3.5 プロトコル詳細
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11:
BLTi (i, j).atr ← atr; BLTi (i, j).sn ← ts;
12:
if ((i, j, at, sn) ∈ RBLTi ∨ at.bc = ∞)
13:
BNi ← BNi − {j};
14:
Update Parents(i);
15:
}
16:
if (j ∈ BNi )
17:
for each (node src ∈ V (BLTi ∪ RBLTi ))
18:
childreni (src) ← childreni (src) − {j};
19:
update msg ← (i, j, t, atr, ts);
20:
for each (node k ∈ childreni (i))
21:
Send update msg to node k;
22: }
1: Link Change (i, j) { /* link(i,j) */
2:
ts ← current timestamp;
3:
if ((i, j, atr, sn) ∈ RLTi ) {
4:
RLTi (i, j).atr.rc ← cost(i, j);
5:
RLTi (i, j).sn ← ts;
6:
atr ← RLTi (i, j).atr;
7:
update msg ← (i, j, ROLink , atr, ts);
8:
else if ((i, j, atr, sn) ∈ RBLTi )
9:
RBLTi (i, j).atr.rc ← cost(i, j);
10:
RBLTi (i, j).sn ← ts;
11:
atr ← RBLTi (i, j).atr;
12:
update msg ← (i, j, RBLink, atr, ts);
13:
}
14:
for each (node k ∈ childreni (i))
15:
Send update msg to node k;
16: }

GCTBP を仮想コードによって表す．
ノード i は初期状態において，隣接ノードとのリ
ンクを 1 つも持たない．したがってノード i の初期状

ルーチンは，それぞれリンク状態が down から up へ，

態では，RLTi = RBLTi = BLTi = BNi = φ と

た場合に呼び出される．Link U p，Link Down のみ，

なり，すべてのノード s について pi (s) = N U LL，

引数としてリンクタイプが追加的に渡される．これら

childreni (s) = φ，sni (s) = 0 となる．
この初期状態から始まり，すべてのノードは隣接
ノードとのリンクが確立した時点で Link U p を実行

のルーチンは共通して，リンク状態情報を作成し，自

することで，GCTBP が始動する．

の隣接ノード集合 BNi を管理し，変更があった場合は

1: Link Up (i, j, t) { /* link(i,j),t=type */
2:
ts ← current timestamp;
3:
if (t = ROLink ) {
4:
RLTi (i, j).atr.rc ← cost(i, j);
5:
RLTi (i, j).sn ← ts;
6:
atr ← RLTi (i, j).atr;
7:
} else if (t = RBLink) {
8:
RBLTi (i, j).atr.rc ← cost(i, j);
9:
RBLTi (i, j).atr.bc ← bcost(i, j);
10:
RBLTi (i, j).sn ← ts;
11:
atr ← RBLTi (i, j).atr;
12:
if (j ∈ BNi )
13:
BNi ← BNi ∪ {j}; Update Parents(i);
14:
} else if (t = BOLink ) {
15:
BLTi (i, j).atr.bc ← 1; /* constant */
16:
BLTi (i, j).sn ← ts;
17:
atr ← BLTi (i, j).atr;
18:
BNi ← BNi ∪ {j}; Update Parents(i);
19:
}
20:
update msg ← (i, j, t, atr, ts);
21:
for each (node k ∈ childreni (i))
22:
Send update msg to node k;
23: }
1: Link Down (i, j, t) { /* link(i,j),t=type */
2:
ts ← current timestamp;
3:
atr.rc ← atr.bc ← ∞;
4:
if (t = ROLink ) {
5:
RLTi (i, j).atr ← atr; RLTi (i, j).sn ← ts;
6:
} else if (t = RBLink) {
7:
RBLTi (i, j).atr ← atr; RBLTi (i, j).sn ← ts;
8:
if ((i, j, at, sn) ∈ BLTi ∨ at.bc = ∞)
9:
BNi ← BNi − {j}; Update Parents(i);
10:
} else if (t = BOLink ) {

これらの Link U p，Link Down，Link Change

up から down へ，経路制御用属性情報の変更が起き

分が送信ノードとなるときの子ノードへそれを送信し
ている．また Link U p，Link Down では，GB 内で

U pdate P arent ルーチンを呼び出して配送木を更新す
る．Link Down の 17 行目の操作 V (BLTi ∪RBLTi )
は，2 つのリンク状態表に属するすべてのノードの集
合を示す．
1: Process New Parent (i, nbr, srclist, snlist) {
2:
update list ← φ;
3:
for each (node src ∈ srclist) {
4:
childreni (src) ← childreni (src) ∪ {nbr};
5:
dr ← {(k, l, ROLink , a, s) | (k, l, a, s) ∈ RLTi

s.t.

6:

s.t.

k = src ∧s > snlist(src)};
drb ← {(k, l, RBLink , a, s) | (k, l, a, s) ∈ RBLTi
k = src ∧s > snlist(src)};
db ← {(k, l, BOLink , a, s) | (k, l, a, s) ∈ BLTi
k = src ∧s > snlist(src)};
dif f ← dr ∪ drb ∪ db;
update list ← update list ∪ dif f ;
}
Send update list to nbr;

7:
8:
9:
10:
11:
12:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:

s.t.

}
Process Cancel Parent (i, nbr, srclist) {
for each (node src ∈ srclist)
childreni (src) ← childreni (src) − {nbr};
}

Process Update (i, nbr, inmsg) {
Update Table(i, nbr, inmsg, updates);
Update Parent(i);
if ((RLTi ∪ RBLTi ) has been changed and Hop-by-Hop
routing is applied)
5:
Compute New Routes(i);
6:
for each (node k ∈ BNi )

1000
7:
8:
{

outmsg(k) ← φ;
for each (node src ∈ V (BLTi ∪ RBLTi ) s.t.

src = i)

9:
upd(src) ← {(k, l, t, a, sn) ∈ updates s.t. k = src};
10:
for each (node k ∈ childreni (src))
11:
outmsg(k) ← outmsg(k) ∪ upd(src);
12:
}
13:
for each (node k ∈ BNi s.t. outmsg(k) = φ)
14:
Send outmsg(k) to node k;
15: }

P rocess N ew P arent，P rocess Cancel P arent，
P rocess U pdate ルーチンは，対応するメッセージを
受信した際に呼び出される．基本的な動作は 3.4 節に
示したとおりである．P rocess U pdate が 1 行目に呼
び出している U pdate T able は，受け取ったリンク状
態の集合から新しいものを updates に入れて返すルー
チンである．また 4，5 行目では，経路制御用のリン
ク状態に変化があり，かつ経路制御方式としてホップ
バイホップ方式が採用されている場合は，経路表を再
構築するために Computer N ew Route を呼び出し
ている．これらのルーチンは付録に示す．
1: Update Parent (i) {
2:
Compute New Parent(i);
3:
for each (node k ∈ BNi ) {
4:
cancel list(k) ← φ;
5:
src list(k) ← φ;
6:
sn list(k) ← φ;
7:
}
8:
for each (node src ∈ V (BLTi ∪ RBLTi ) s.t. src = i)
{

9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
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if (new pi (src) = pi (src)) {
if (pi (src) = N U LL ∧ pi (src) ∈ BNi ) {
k ← pi (src);
cancel list(k) ← cancel list(k) ∪ {src};
}
if (new pi (src) = N U LL) {
k ← new pi (src);
src list(k) ← src list(k) ∪ {src};
sn list(k) ← sn list(k) ∪ {sni (src)};
}
pi (src) ← new pi (src);
}
}
for each (node k ∈ BNi ) {
if (src list(k) = φ)
Send NEW PARENT (src list(k), sn list(k)) to
node k;
if (cancel list(k) = φ)
Send CANCEL PARENT(cancel list(k)) to node k;
}

25:
26:
27:
28: }
1: Compute New Parents (i) {
2:
BG ← {(i, j, a.bc)|(i, j, a, s) ∈ BLTi , a.bc = ∞}
3:
BLTsub ← {(i, j, a, s) | (i, j, a, s) ∈ RBLTi , a.bc = ∞,
(i, j, x) ∈ BG}
4:
BG ← BG ∪ {(i, j, a.bc)|(i, j, a, s) ∈ BLTsub }
5:
for each (node src ∈ V (BG) s.t. src = i)
6:
new pi (src) ← N U LL;
7:
/* calculates SPF tree rooted at node i. */
8:
Dijkstra(i, BG);
9:
for each (node src ∈ BG s.t. src = i)
10:
new pi (src) ← nexthop-node to src;
11: }

U pdate P arent と Compute N ew P arents はサ
ブルーチン的に呼び出され，ブロードキャスト配送木を
計算し，必要であれば N ewP arent，CancelP arent

表 1 各プロトコルのメッセージ複雑度
Table 1 Message complexity of each protocol.
イベント
リンク属性変化
リンク障害
リンク復旧 A
リンク復旧 B

Flooding
O(|E|)
O(|E|)
O(|E|)
O(|E|2 )

TBRPF
O(|V |)
O(|V |2 )
O(|V |2 )
O(|E||V |)

GCTBP
O(|V |)
O(|V |2 )
O(|V |2 )
O(|E||V |)

メッセージを隣接ノードへ送信する．

Compute N ew P arents の 2 から 4 行目では，式
(5)，(6) に従って GB を求め，8 行目で最小コストパ
ス木を計算し，9，10 行目で各送信ノード src に対す
る新しい親ノードを new pi (src) に記録する．

4. 複雑度の解析
通信複雑度（Communication Complexity）と時間
複雑度（Time Complexity）に関して，GCTBP は

TBRPF とほぼ同じである．それぞれ異なる点に関し
て以降補足する．

4.1 通信複雑度
各プロトコルの通信複雑度として，各イベント時に
収束するまでに必要なメッセージ数の最悪値を表 1 に
示す．リンク復旧 A とリンク復旧 B との違いは連結
性であり，リンク復旧 A はすでに連結しているグラ
フ内でさらにリンクが復旧することを，リンク復旧 B
は分断してしまったグラフを連結させるリンクが復旧
したことを意味する．
リンク障害とリンク復旧 A に関して，TBRPF/

GCTBP は Flooding と比較して必要メッセージ数の
オーダが高く見えるが，平均のメッセージ数は少ない．
TBRPF と GCTBP は最悪値は同じであるが，木の
構成が異なるため RBLink のブロードキャスト用の重
み次第でメッセージ数が変わる．基本的には，TBRPF
はホップ数を基に木を構成するため，新たなリンクが
増えても NewParent と CancelParent のメッセージ
が発生しにくい．一方 GCTBP では，ブロードキャ
スト用の重み次第で，隣接ノード間で親子関係にあっ
たものがキャンセルされ，複数ホップの経路が選択さ
れるため，新たなリンクが増えた場合のメッセージ数
は多くなる．しかし，リンク障害時は TBRPF の場
合必ず木の構成が影響されるが，GCTBP の場合は
木に含まれないリンクが障害を起こした場合は影響さ
れない．したがってリンク障害時では，GCTBP の方
が TBRPF よりもメッセージ数が少なくなる可能性
がある．

4.2 時間複雑度
各プロトコルの時間複雑度として，各イベント時に
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表 2 各プロトコルの時間複雑度
Table 2 Time complexity of each protocol.
イベント
リンク属性変化
リンク障害
リンク復旧 A,B
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は全リンクの属性情報が同時に変化したことを指す．

GCTBP では経路制御用コストが変更されたことを意

Flooding

TBRPF

GCTBP

味するが，キューの長さを属性情報として利用する場

O(D)

O(D)

O(Dpt)

合はその変化も含む．(3)(4)，(5)(6) はリンク・ノー
ドが down 状態から up 状態へ，あるいは up 状態か
ら down 状態へ移行したことを指す．ノードが up 状

収束するまでに必要な時間の最悪値を表 2 に示す．こ

態から down 状態となる場合はそのノードに接続して

こで，D はグラフの直径を示し，Dpt はブロードキャ

いるすべてのリンクが down 状態へ移行することを意
味する．逆にノードが up 状態へ移行する場合はノー

スト配送木の最大の深さを示す．

Flooding/TBRPF と GCTBP で大きく異なること
は，前者がグラフの直径に依存して収束時間が変化す

ドに接続するすべてのリンクが up 状態へ移行するこ
とを意味する．

るのに対し，GCTBP は配送木の深さに依存して変化

各識別子のビット長は，ノード識別子を 32 ビット，

することである．これは収束時間に大きく影響を与え

経路制御用とブロードキャスト用コストを 16 ビット，

るためネットワーク設計時に熟考が必要となる．

リンクタイプを 2 ビット，シーケンス番号を 32 ビッ

5. 評

トとした．ただしブロードキャスト用コストとリンク

価

タイプは GCTBP でしか使われない．これらはプロ

本章では GCTBP の評価をシミュレーション実験
によって行う．

トコルオーバヘッドとなり，Update メッセージに含
まれる各リンク状態情報を他のプロトコルのリンク状

1 章で説明したとおり，最も情報伝達が速い方法は
既設のリンク以外に制御トラフィック専用リンクを設
けて利用することである．しかし，そのような設備が

態情報よりも約 16%増加させる．
また，対象グラフの各リンクは RBLink として扱
い，リンク遅延はすべて 1 ms とした．

なく各リンクをデータ・制御トラフィック兼用で使わ

5.1 ランダムグラフでの比較

ざるをえない場合，GCTBP を用いた特定リンクへの

ランダムに生成された 20 ノードのグラフに対し

制御トラフィックの流入回避がどの程度有効かを評価

て各プロトコルをシミュレートし，比較した．ラン

する．

ダムグラフは，BRITE 16) を利用し様々なリンク数

まず GCTBP の特性を調べるために他のプロトコ

のグラフを合計 34 個生成した．生成アルゴリズム

ルとともにシミュレーションを行い結果を比較する．

としては Barabasi 17) と Waxman 18) （parameters:

8)

α = 0.15，β = 0.2）を用いた．各リンクは RBLink

対象となるプロトコルは Flooding ，最適化された
Flooding，TBRPF である．Flooding と最適化され

としブロードキャスト用コストは 1 から 50 の間の

た Flooding の相違は，リンクが確立した際の処理で

ランダムな値とした．Waxman のグラフに関しては，

ある．Flooding はリンク状態表をすべて送信するが，

Barabasi と同様の傾向が見られたため，Waxman の

最適化された Flooding は両者の持つノード識別子と

結果は省略する．

シーケンス番号のすべての組を交換してから差分を相
互に送信する．

まず，図 2 に，初期収束するまでネットワーク全体
に流れた総トラフィック量（左）と時間（右）を示す．

その後，ブロードキャスト用コストとして二値的な

最もトラフィックが多いのは，最適化された Flooding

設定を行った GCTBP の性能についてシミュレーショ

であった．これはリンク確立時のシーケンス番号交

ンによって評価を行う．

換を行った際，共通して保持しているリンク状態情報

シミュレーションでは様々なイベントが発生した後

がないためにオーバヘッドになったと考えられる．総

から収束するまでに要した制御トラフィック量と時間

トラフィック量では TBRPF が最も少なかった．総ト

を計測する．ここで収束とは，
「すべてのノードが同じ

ラフィック量では，最適化された Flooding と比較し，

リンク状態情報の集合を保持し，制御トラフィックが

TBRPF が最大で 95.3%（Link 数=190）少なかった

これ以上発生しない状態」を指す．

のに対して GCTBP は約 89.4%（Link 数=190）少な

発生するイベントとして，(1) 初期収束，(2) リンク

かった．一方収束時間に関しては，最も短かったのは

属性変化，(3) リンク障害，(4) リンク復旧，(5) ノー

Flooding であり，GCTBP は最長で Flooding の 3.3

ド障害，(6) ノード復旧がある．(1) はすべてのリンク

倍（Link 数=85，184）であった．TBRPF は最長で

が down 状態から up 状態へ移行したことを指す．(2)

Flooding の 1.5 倍（Link 数=37，54，70）であった．
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図 2 初期収束までの総トラフィック量（左）
・時間（右）
Fig. 2 Comparative evaluation of total traﬃc/time on
initial convergence.

図 3 リンク属性変化イベントでの総トラフィック量（左）
・最大時
間（右）
Fig. 3 Comparative evaluation of total traﬃc/time on
link-attribute change.

次に図 3 に，すべてのリンク属性情報を変えた後に収

Apr. 2005

図 4 リンク障害から収束までの平均トラフィック量（左）
・時間
（右）の比較
Fig. 4 Comparative evaluation of average traﬃc/time on
link failure.

図 5 リンク復旧から収束までの平均トラフィック量（左）
・時間
（右）の比較
Fig. 5 Comparative evaluation of average traﬃc/time on
link recovery.

束するまでにネットワーク全体に流れた総トラフィック
量と最大時間を示す．トラフィック量は Flooding 系は

O(|E|) に従って増加しているが，TBRPF/GCTBP
はそれほどの増加は見られない．重要な点は，この収
束時間は TBRPF にとってはグラフの直径 D となり，

GCTBP にとっては配送木の最大の深さ Dpt となる
ことである．Flooding 系は，収束するために D + 1
単位時間必要であることが分かる．
一方，個々のリンク，ノードに対するイベントにお
いて，そのイベントが発生してから収束するまでに
必要なトラフィック量と時間のイベントごとの平均や
標準偏差を求めるために，次のようにシミュレーショ
ンを行った．リンク障害イベントでは，すべてのリン

図 6 ノード障害から収束までの平均トラフィック量（左）
・時間
（右）の比較
Fig. 6 Comparative evaluation of average traﬃc/time on
node failure.

クが up 状態で収束している状態から，リンクを 1 つ

down 状態へ移行し収束するまでを計測，再度そのリ

計測し，すべてのリンクに対して同様に計測を行った．

ンクを up 状態へ移行させ収束させてから，次のリン

ノード障害，ノード復旧では，各ノードに対して上記

クを同様に計測し，平均発生トラフィック量や平均収

と同様の方法を用いてそれぞれのノードに対して計測

束時間を求めた．逆にリンク復旧イベントでは，ある

を行った．

リンク 1 つだけが down 状態で収束している状態か
ら，そのリンクを up 状態へ移行させ収束するまでを

図 4，図 5，図 6，図 7 にそれぞれ，各イベントご
との測定結果を示す．
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図 7 ノード復旧から収束までの平均トラフィック量（左）
・時間
（右）の比較
Fig. 7 Comparative evaluation of average traﬃc/time on
node recovery.

Initial Convergence

Link Failure/Recovery

Node Failure

Node Recovery

平均トラフィック量に関してはすべてのイベントにわ
たって，Flooding 系は非常に多く，TBRPF/GCTBP
はそれ に比べると大幅に少なかった．TBRPF と

GCTBP の差は，Flooding との差と比べ非常に小さ
い．リンク復旧に関しては，Flooding の最適化が働い
ていることが分かる．ノード障害において，GCTBP
の方がプロトコルオーバヘッドがあるにもかかわら
ず，多くの場合 TBRPF よりも少なかった．GCTBP
は TBRPF よりも，最大で 15.6%（Link 数=134）減

図 8 各イベントにおける親ノード変更の総回数
Fig. 8 Total number of parent-changing times on each
event.

少させ，少なかった例すべてでは平均約 5.8%減少さ

ワークになると，TBRPF ではほとんどのノードと初

せた．TBRPF の方が GCTBP より少なかったは 34

めから隣接関係になり配送木が固定されるためである．

例中リンク数 85 以下の 9 例であり，比較的疎なネッ

一方 GCTBP はあるノード間が隣接関係であっても

トワークであった．9 例中 8 例は TBRPF に対して

ブロードキャスト用コストによっては配送木の最小コ

4%未満の増加，最大は 8.3%の増加であり，すべての

ストパスは異なるため，ネットワークが密になっても

例がプロトコルオーバヘッド 16%未満であった．

配送木の変化は依然として発生する．

収束時間に関しては，どの結果も図 3 の結果に影

リンク障害・復旧は，前節で説明したとおりの手順

響されている．すなわち直径，あるいは配送木の最大

で計測したため同一の配送木の変化が発生し，まった

の深さの影響が大きい．GCTBP は，他のプロトコル

く同じ結果となった．全リンクでの合計であるため，

に比べてばらつきが大きいが，これは特定のリンク・

リンクの平均にした場合は両者の差は非常に小さい．

ノードによって必要とされる収束時間が大きく異なる

ノード障害とノード復旧では対照的な結果となった．

ためと考えられる．

ノード障害では，GCTBP はリンク数が増加しても配

5.2 配送木の構成変更の頻度
前節でのシミュレーションにおいて，各イベント発
生から収束までに TBRPF/GCTBP が必要とした配

送木の変化が大きく変わらないのに対して，TBRPF
で最小コスト木を作るのに対して，ランダムコストの

送木の再構成の頻度について評価を行う．

設定の GCTBP では最小コストパスとして使われる

評価方法は，前節での初期収束，リンク障害・復旧，

は単調に増加する．これは TBRPF は最短ホップ数

リンクに偏りがあるためである．同様の理由でノード

ノード障害・復旧の各イベントのシミュレーションに

復旧の際は，まったく逆の結果となっている．これは

おいて，
「配送木の親ノードが up 状態にもかかわらず，
親ノードを別のノードに変更した回数」の合計回数を

TBRPF の場合，同一ノード間に同じホップ数で到達
する複数パスがある可能性が高く，そのために配送木

計測した．その結果を図 8 に示す．

を変更する必要がないことが多いためと考えられる．

初期収束では GCTBP は単調に増加しているが，

TBRPF はリンク数 100 付近までは増加し，160 く
らいから下降している．リンク数が増加し密なネット

一方で GCTBP の場合，不要な配送木変化を経てノー
ド障害前の状態へ戻っていることが分かる．
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一方リンク属性変化時は，リンク数が 37 のネット
ワーク上で 20，30%の高優先度の設定を行ったときの
み制御トラフィックが流れたが，それ以外の場合では
すべて回避できた．この時属性情報がすべてのノード
に到達するために要した時間は，高優先度の設定を行
わなかった場合の 1 から 2 倍程度であった．低優先度
の場合と収束時間が変化しなかった例は，高優先度の
設定を行っても配送木の深さが変わらなかったためで
ある．

Link-Attribute Change

6. 考

察

本論文では，更新頻度の高い情報をリンク属性情報
として用いる新しい LSR 技術を前提としている．し
たがって最も回避するべき制御トラフィックはリンク
属性情報の変化によって生成されるものとなる．
前章の二値的なブロードキャスト用コスト設定の性
能結果に示されたとおり，GCTBP によるブロード
キャスト用コストを変更することによって特定リンク
へのリンク属性変化イベントによる制御トラフィック
図 9 二値的な設定の際の平均トラフィック量（左）
・時間（右）の
割合
Fig. 9 Traﬃc/time ratio of two-criteria control.

の流入を回避できた．
しかし，問題として収束速度があげられる．これに
関しては図 9 に見られるように，配送木の深さ Dpt が
ネットワークの直径 D よりも大きくならないように

5.3 二値的コスト設定の性能
GCTBP の具体的な適用手法の 1 つとして，2 段階

することで，収束時間を変化させずに特定リンクへの

の優先度をブロードキャスト用コストに反映した設定

現するには適切にブロードキャスト用コストを設定す

を行い，その性能を評価する．

る必要があるが，この計算はネットワークが大きくな

制御トラフィックの流入回避を実現できる．これを実

ブロードキャスト用コストとして 2 段階の優先度を

るにつれ困難となるため，何らかのツールを用いてシ

用意して，前節までに利用したランダムグラフの全リ

ミュレーションを行う必要があると考えられる．コス

ンク数のうち，ランダムに選出した 5，10，20，30%の

ト変更の対象としているリンクによってはつねに Dpt

リンクを高優先度に，他のリンクは常に低優先度とし

が D よりも大きくなるが，この場合は新しいブロー

た．低優先度の場合はブロードキャスト用コストを 1

ドキャスト用リンクを当該ノード間に用意することに

とし，高優先度の場合は 1000 とした．

よって収束速度の増加は回避できる．

この設定で，初期収束時に高優先度リンクを流れた

GCTBP のその他の特性として，各イベントにおい

平均トラフィック量と収束時間，リンク属性変化イベン

て全体トラフィック量はフラッディングに比べ非常に

ト時の高優先度リンクを流れた平均トラフィック量と

少ないが，収束時間が他と比べ長く標準偏差も大きい．

収束時間を測定した．またすべてのリンクを低優先に

特に初期収束・ノード復旧イベントではブロードキャ

した場合に関して各リンクに流れた平均トラフィックと

スト用コストの設定次第では，図 8 に示されるとお

収束時間を測定した．この場合の収束時間は TBRPF

り配送木の再構成が非常に多くなる可能性があり，収

と等価である．

束に時間がかかる．GCTBP の各イベントにおける

図 9 に，すべてのリンクを低優先度にした場合の平

最小の収束速度はすべてのブロードキャスト用コスト

均トラフィックと収束時間に対する，高優先度の設定

を同一にしたときであり，それは TBRPF の各イベ

を行ったリンクと収束時間の結果を割合で示す．

ントにおける収束速度と等しい．TBRPF の収束速度

初期収束の場合，高優先リンクではトラフィック量

は，ノード障害・ノード復旧を除いて Flooding の性

は設定を行わなかった場合よりも減少している．収束

能よりも高い．したがって上述のような注意深い設定

時間に関しては 1.5 倍になる場合があった．

によって，リンク属性変化以外のイベントにおいても
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が配送木の深さに大きく影響を受けることが分かった．

収束速度のオーバヘッドを小さくできる．
また GCTBP の付加的な性質として，ネットワーク

また，2 段階の優先度を反映した GCTBP のシミュ

上に他のノードと比べ著しく性能が劣るノードがある

レーションの結果，最も制御トラフィックを発生させ

等の場合そのノードのリンクのブロードキャスト用コ

るリンク属性変化イベントにおいて，高優先度のリン

ストを大きくすることで，そのノードに制御トラフィッ

クに制御トラフィックの流入を回避できた．また，高

クを転送させることを回避し，さらにそのノードに障

優先度に設定するリンクによっては収束速度に影響な

害が発生した場合に配送木の再構成が少なくなりネッ

しに制御トラフィックを操作できることが分かった．
謝辞 有益な助言を下さった慶應義塾大学環境情報

トワークへの影響が少なくできると考えられる．

学部の南政樹氏に感謝する．また，本質的な問題点を

7. 関 連 研 究

指摘していただいた査読者の方々に感謝する．

関連研究として他のトポロジ・ブロードキャストプ
ロトコルと，トラフィックを削減するために考えられ
たいくつかの LSR プロトコルをあげる．
19)

SPTA（Shortest Path Topology Algorithm）

は，トポロジ・ブロードキャストプロトコルの 1 つ
であり，シーケンス番号等の付属的な情報や定期的な
再送なしに信頼性を保証する．制御トラフィックの発生
パターンは Flooding と等しい．これに対し GCTBP
は，制御トラフィックの流れを制御することを目的と
したプロトコルである．
また，制御トラフィックを抑える LSR プロトコ
ルとして LVA（Link Vector Algorithm）20) ，ALP
（Adaptive Link-state Protocol）21) ，OLSR（Opti-

mized Link State Routing）22) をあげる．これらは
部分グラフ伝搬型であり，必要最小限の情報だけを隣
接ノードに対して送信する．これに対し GCTBP は，
全グラフ伝搬型であり，冗長な情報を伝搬する．これ
によって，トラフィックエンジニアリング技術や QoS
経路制御技術等，新しい技術に応用可能となる．

8. お わ り に
本論文では，リンク属性情報として更新頻度の高い
情報を用いる新しい LSR 技術を対象として，ブロー
ドキャストされる制御トラフィックを操作する手法と
して，(1) 特定の 2 ノード間にデータトラフィック用リ
ンクとは異なる制御トラフィック用リンクを設け両者
を完全に分離する，(2) 代替経路が存在する場合は特
定のリンク上に制御トラフィックを流さない，という

2 つをあげた．また，これらを実現するトポロジ情報
ブロードキャスト・プロトコル GCTBP を提案した．
制御トラフィックの伝達速度という面で (1) が望ま
しいが，そのような設備がない場合は (2) を使うこと
も考えられる．その際の GCTBP の特性，有効性を
評価するためにシミュレーション測定を行った．
ランダムなブロードキャスト用コスト設定のシミュ
レーションの結果，様々なイベントにおいても収束時間
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録

Compute New Route を呼び出すルーチン
1: Update Table (i, nbr, in, out) {
2:
out ← φ;
3:
for each ((u, v, t, atr, sn) ∈ in) {
4:
if (pi (u) = nbr) {
5:
ignore; /* nbr isn’t parent */
6:
} else {
7:
if (t = ROLink )
8:
LT ← RLTi ;
9:
else if (t = RBLink)
10:
LT ← RBLTi ;
11:
else

12:
LT ← BLTi ;
13:
if ((u, v, a, s) ∈ LT ∧ sn > s) {
14:
out ← out ∪ (u, v, t, atr, sn);
15:
LT (u, v).atr ← atr;
16:
LT (u, v).sn ← sn;
17:
if (sn > sni (u))
18:
sni (u) ← sn;
19:
} else if ((u, v, a, s) ∈ LT ) {
20:
LT ← LT ∪ (u, v, atr, sn);
21:
out ← out ∪ (u, v, t, atr, sn);
22:
if (sn > sni (u))
23:
sni (u) ← sn;
24:
}
25:
}
26:
}
27: }
1: Compute New Routes (i) {
2:
RG ← {(i, j, a.rc)| (i, j, a, s) ∈ (RLTi ∪ RBLTi ), a.rc
= ∞}

3:
/* calculates SPF tree rooted at node i. */
4:
Dijkstra(i, RG);
5:
Update Routing Table;
6: }
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