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プライベートネットワーク間接続の MANET における
NAT 越え P2P 通信方式の検討
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はじめに

多くのネットワークアプリケーションはクラ
イアント・サーバ型通信を使用しており，災害
時には被災域外への通信の遮断や輻輳を起こす
恐れがある．そのため災害時においてインター
ネットにつながらない場合，もしくは衛星回線
等によりインターネット接続回線が非常に細い
場合においては情報共有ができなくなってしま
う．そこで本研究では，インターネットにつな
がっていない状況でも情報共有できるアプリケ
ーション通信環境が必要であると考え，インタ
ーネット非接続時でもプライベートネットワー
ク間で NAT 越えを実現することにより，P2P 型
通信を用いた情報共有を行うことを目指す．方
法としては，シグナリングサーバと STUN サー
バ ， 必 要 に 応 じ て TURN サ ー バ を 用 意 し ，
WebRTC 技術を用いて，NAT 配下にある端末同
士の P2P 型通信を可能にすることを検討する．
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3.2
STUN と TURN
STUN (Session Traversal Utilities for NATs)とは，
NAT 越えの方法の一つである．通信するホスト
が STUN サーバに UDP 接続を行い，NAT が割り
当てたグローバル IP アドレスとポート番号を取
得する．NAT の種類にはフルコーン型・制限コ
ーン型・ポート制限コーン型・シンメトリック
型と全部で 4 種類ある．STUN が 対応できる
NAT は，フルコーン型・制限コーン型・ポート
制限コーン型の 3 つに限られる．そのため，
STUN では対応できないシンメトリック型には
TURN(Traversal Using Relay NAT)を使用すること
で，全ての NAT に対応する．しかしすべての通
信を TURN サーバ経由で行うため，P2P 通信で
はなくなってしまう．またサーバにも高負荷が
掛かってしまう．

3.3
WebRTC
WebRTC(Web Real-Time Communications)と は ，
ブラウザでリアルタイムコミュニケーションを
2. P2P (Peer to Peer)
実現するための仕組みである．つまり，P2P 通信
P2P とは，ネットワーク上で対等な関係にある
を利用して端末間の相互接続が可能である．プ
端末間を相互に直接接続し，データを送受信す
ロトコルには UDP が使われているため，高速な
る方式である．データの送り手と受け手が分か
通信ができる．WebRTC による P2P 通信をする
れているクライアント・サーバ方式などと対比
た め に は ， シ グ ナ リ ン グ と ICE(Interactive
される用語で，利用者間を直接繋いで音声やフ
ァイルを交換するシステムが実用化されている． Connectivity Establishment)という技術が必要であ
る．シグナリングとは，通信相手の IP アドレス
これにより，特定のサーバを介さずに，端末同
情報やポート番号等の情報を解決する手法であ
士の通信を可能にする．
る．ICE は後述する NAT 越え通信のためのセッ
3. NAT 越え技術と WebRTC
ション確立のための情報交換を行うプロトコル
3.1
NAT 越え
である．
多くの端末は NAT 配下にあり，端末から外の
3.4
NAT 越えと P2P 通信
ネットワークへ通信をすることが通常である．
WebRTC
を用いてプライベートネットワーク
しかし逆に，外から NAT 配下の端末へ直接通信
内の端末同士の P2P 通信を行うためには， NAT
することはできない．
越えが必要となる．この時，シグナリングと ICE
こ の 問 題 を 解 決 す る 手 法 を NAT 越 え （ NAT
という仕組みが利用される．端末同士が P2P セ
Traversal）という．
ッションを確立するには，シグナリングにより
Studies of P2P communication system using NAT traversal
between private networks within MANET
通信相手の IP アドレスや接続ポート番号等の情
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どの NAT 越えの手順をまとめたものである．

4.

ローカル環境における NAT 越え実験

4.1 動作の流れ
本研究での端末の動作の流れを図1に示す．
これには NAT 越え技術と P2P 通信技術が使用さ
れている．動作は以下の通りとなっている．

た．AP2 つとサーバは有線 LAN でつなぎ，同じ
ネットワーク内となっており，ネットワークは
全部で赤色と青色と緑色の 3 つとなっている．
そしてプライベートネットワーク間で情報共有
ができるかどうかを試す．今回は Client1 から
Client2 へ test．zip という 2MB の ZIP ファイル送
受信を行う．

図 2: 実験環境
図 1: NAT 越えと P2P 通信の処理
(1) 相手と通信するには相手の外から見た IP ア
ドレスが必要であるため，STUN・TURN サ
ーバに自分の外から見た IP アドレス情報を
問い合わせる．
(2) 自分の外から見た IP アドレス情報と様々な
相手との経路情報を獲得．これにより，
NAT 越え問題を解決．
(3) 相手と通信したいことを通知．
(4) 相手の情報や通信経路情報を交換．
(5) P2P 通信または TURN による通信の開始．

4.2 実験環境
本研究では，WebRTC のオープンソースソフ
トウェアである easyRTC， STUN サーバのオー
プンソースである STUNTMAN，STUN 兼 TURN
サーバが構築できるオープンソースソフトウェ
アである coturn を用い，実験用のローカル環境
を構築した．その環境を図 2 に示す．これによ
り，ローカル環境における NAT 越え情報共有の
実験を行う．
無線 LAN を搭載した Linux サーバ 2 台にそれ
ぞ れ hostapd を イ ン ス ト ー ル し ， Wi-Fi AP 兼
NAT ル ー タ と し て 動 作 さ せ た ． ESSID は
AP(COM3)が ”test-p2p”， AP(COM5)が ”test-nat”と
なっている．これにより 2 つの異なるプライベ
ートネットワークを作成した．Client として PC2
台をそれぞれ別の Wi-Fi AP に繋げ，設置した．
IP アドレスはそれぞれ図のように固定した．
サーバのポート番号 8080 にシグナリングサー
バとして easyRTC，ポート番号 2000 に STUN サ
ーバ，ポート番号 3478 に TURN サーバを構築し

4.3 実験結果
Client1 における Wireshark によるパケットキャ
プチャを図 3 に示す．図 3 より，TURN を使用し
て Client1 から Client2 への情報共有に成功してい
ることが分かる．このことよりローカル環境に
おける NAT 越え情報共有ができていることが確
認できた．

図3: Client1 におけるパケットキャプチャ

5.

まとめと今後の課題

ローカル環境における TURN を用いた NAT 越
えと情報共有が可能であることが確認できた．
今後は，プライベートネットワーク同士が NAT
ルータを介してアドホックに接続した際に自律
的にシグナリングサーバ，STUN/TURN サーバを
一意に検出し，NAT 越えの P2P 通信による情報
共有が行える手法を検討する．
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