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既存ルータ混在環境におけるモバイル IP ハンドオーバの
高速・高信頼化の提案
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はじめに

近年、モバイル IP[1] と呼ばれる端末の移動をサポー
トするプロトコルが検討されている。しかし、モバイ
ル IP ではハンドオーバに時間を要することや、それ
に伴うパケットの損失が発生する。そこで本稿ではハ
ンドオーバ時間を短縮し、パケットロスを抑制する方
式を提案する。
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モバイル IP プロトコル

2.1 標準的なモバイル IP
モバイル IP は、移動端末 (MN) が本来属するホー
ムネットワークから離れ、別なネットワークに接続し
た場合でもホームネットワークでのアドレス (ホーム
アドレス) を使い通信の継続を可能とするプロトコル
である。これは、MN が移動先のネットワークで得ら
れる IP アドレス (CoA) を、ホームネットワークに
存在するホームエージェント (HA) へ登録し、HA が
通信の転送を行なうことで実現される。また、通信相
手 (CN) に対しても CoA を通知し、HA を経由しな
い通信を行なうことも可能となっている (経路最適化:
Route Optimization)。
2.2 高速ハンドオーバ
モバイル IP を利用することで接続先のネットワー
クが変っても通信を継続することが可能となるが、通
常のモバイル IP では HA への登録処理 (BU) が完了
するまでの数秒間は通信が出来ないという問題点が存
在する。この問題点を解決する方法として、高速ハン
ドオーバ [2] と呼ばれる方式が現在検討されている。
高速ハンドオーバでは、事前に移動先における MN の
CoA などの情報を移動先ネットワークのルータから取
得しておき、MN のアドレス設定に要する時間短縮を
図る。さらに、BU 完了までの間にハンドオーバ前の
ネットワークのルータ (PAR) とハンドオーバ後のルー
タ (NAR) の間でトンネルを設定しパケット転送を行
ない、ハンドオーバ前のネットワークで取得したアド
レス (PCoA) を使用して通信が行なえるようにする。
このようにして高速ハンドオーバでは事前にハンド
オーバ先の予測を行なうことを前提とし、MN の移動
前後のネットワークに存在するルータ (PAR, NAR)
の助けを借り、ハンドオーバに要する時間の短縮な
どを図る。しかし、通信メディアに無線 LAN(IEEE
802.11) を想定すると、ハンドオーバ先を適切に予測
することは難しく、高速ハンドオーバ方式の実現は困
難と思われる。また、実際のネットワークでは、移動
前と移動後のルータのどちらも高速ハンドオーバに対
応しているとは限らない場合も考えられ、このような
場合には高速ハンドオーバ機能は利用できない。
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提案概要

3.1 前提条件
本稿では、ハンドオーバによる移動先のネットワー
クを予測できない状況を想定する。また、高速ハンド
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オーバなどに対応してない通常ルータが混在する環境
を想定し、このような環境においてハンドオーバを高
速に行なう方式を提案する。
さらに、無線 LAN を用いた場合にはハンドオーバ
時に最低でも数百ミリ秒は通信が不可となる [3] よう
に、下位レイヤにおいて発生する避けられない通信不
能な時間に対処するために、本方式でもハンドオーバ
時のパケットバッファリングについても検討する。

3.2 解決法
前述の前提条件をふまえ、本方式では通常ルータの
配下に MN が移動した際には、MN が自らトンネル
の設定を行なう。また、移動先のルータに応じ、PAR
あるいは HA でのパケットバッファリング動作を切り
替える。
3.3 プロトコル概要
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図 1: ネットワーク構成図
ネットワークとして図 1 に示す構成を想定する。高速
ハンドオーバと同様に MN は常にレイヤ 2 のリンク状
態を監視し移動の検出を行なう。移動先ネットワークを
事前に予測できないため、MN はリンクダウン状態か
らリンクアップを検出し、Router Solicitation(RtSol)
メッセージを送信して CoA 取得などを試みる。
また、PAR, NAR の各ルータが本方式に対応し
たルータ (PARp, NARp) か通常のルータ (PARc,
NARc) かにより図 2 のように動作を行なう。
(a) 対応ルータ間の移動: 高速ハンドオーバと同様に
PARp と NARp 間でトンネルを設定するが、この際
NARp から PARp へトンネル設定を行なう。
(b) 対応ルータから通常ルータへの移動: MN 自身が
CoA 取得後に PARp へトンネルを設定する。その後、
PARp のバッファからパケットを受け取り、加えて BU
完了まで PCoA を使用した通信を再開する。また、HA
への BU メッセージで HA にバッファリングの開始を
指示し、MN のハンドオーバ完了後は HA がバッファ
リングを行なう。
(c) 通常ルータから対応ルータへの移動: NARp から
HA へトンネルを設定し、同様にして NARp は HA の
バッファから受取り MN へ送り、加えて BU 完了まで
の間 PCoA を使用した通信を再開する。そして、HA
でのバッファリングから NARp でのバッファリング
に切り替える。
(d) 通常ルータ間の移動: 通常のモバイル IP のハン
ドオーバと同様になる。但し、HA への BU 完了後に
HA からバッファリングパケットを受け取る。
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通信シーケンス

まず、対応ルータ間ネットワークの移動におけるパ
ケットシーケンスは図 3 になる。
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図 2: 動作概要
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信のシーケンスは図 4 のようになる。前述の対応ルー
タ間の移動の場合との違いは、(3)MN が自ら PARp
との間でトンネル設定を試みる点、(5) ハンドオーバ
後に HA で MN 宛てのパケットをバッファリングす
る点である。また、MN と CN の間で経路最適化を行
なっている場合には、この動作をやめ HA 経由のルー
トを使い HA でバッファリングを行なうことで、次の
ハンドオーバ時におけるパケットロスを防ぐ。
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図 3: 対応ルータネットワーク間の移動時のパケット
シーケンス
MN

NARc

PARp

HA

CN

Link Up
(1) RtSol
(2) RtAdv
(3) HI
(3) BU
(4) HAck
Bufferd Packets /
Tunneled DATA(PCoA)

DATA(PCoA)

(5) BAck
Tunneled DATA(NCoA)

DATA(NCoA)

図 4: 対応ルータから通常ルータネットワークへの移
動時におけるパケットシーケンス

(1) RtSol メッセージは、通常の ICMP パケットに加
えて MN のホームアドレス、トンネルの端点ノードア
ドレス (この場合 PARp の IP アドレス)、PCoA、MN
のレイヤ 2 アドレスを含むオプションが付加される但
し、このオプションは通常のルータには無視される。
(2) RtAdv メッセージを拡張し、NARp が対応ルータ
であることを示すフィールドが存在し、これを利用し
て NAR が本方式に対応していることを通知する。
(3) RtAdv を受け取った MN は、送信ルータが対応
ルータであることを知る。
(4) トンネル設定後、PARp からバッファに蓄えられ
ていたパケットをトンネルを経由して受け取り MN へ
渡すと同時に PCoA を用いた通信を可能にする。さ
らに、NARp において MN 宛てのパケットのバッファ
リングを開始する。
次に、対応ルータから通常ルータへの移動の場合、通

検討課題

5.1 セキュリティ
モバイル IP や高速ハンドオーバでは、本来のネッ
トワーク上の位置とは異なる場所へ通信を転送する。
このため第三者によるなりすましなどを避けるための
セキュリティに関する検討がされている。本方式にお
いても同様に、なりすましなどの攻撃から保護するた
めの対策を行なう必要がある。
5.2 バッファリング
パケットロスに対しパケットのバッファリングを行
なうが、TCP のように輻輳や再送制御を行なってい
る場合には、これらの制御に悪影響を及ぼすことも考
えられる。また VoIP 等のようにリアルタイム性が重
要とされる場合には、バッファリングにより大きな遅
延が生じることも好ましくない。そのため、バッファ
リングの利用方法や対象となるパケットの量や時間な
どを検討する必要がある。
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まとめ

既存の通常ルータが混在する環境においてモバイル
IP ハンドオーバ処理を高速に行ない、またバッファリ
ングを行なうことでパケットロスを抑える方式を提案
した。今後、セキュリティ上の課題を解決し実装を行
なう予定である。本研究は通信・放送機構からの委託
研究「ユビキタスコンピューティング環境を実現する
基盤ネットワークプロトコルの研究開発」に基づき行
われたものである。
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