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はじめに

DC

現状のネットワークは，グローバル IP アドレスの枯
渇から，NAT を利用してプライベートアドレスによる
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NTM Node
NAT

ネットワークを構築するのが一般的である．しかし，グ

Internet

ローバル側の端末からプライベート側の端末に対して通
信を開始できない問題がある (NAT 越え問題)．
この問題を解決するための技術として，筆者らは NTMobile を提案している [1]．NTMobile は，NTMobile
framework(NTMfw) と呼ばれるアプリケーションをエ
ンド端末に組み込むことにより，NAT の有無に関わら

図 1 提案システムのネットワーク構成

ず双方向通信を実現することができる．しかし，組み込

Mobile 通信用のソケットインターフェースを提供する．
NTMfw において NTMobile 通信を実現する方法は以

み型家電や安定性を重視するサーバなどは新たな機能の

下の通りである．ユーザがデータを送信する場合は，

組み込みができない場合がある．

ユーザデータを NTMfw が lwIP(lightweight IP) の機能

そこで一般端末に隣接設置し，一般端末の通信を NT-

によって，送信元/宛先アドレスが仮想 IP アドレスの IP

Mobile 通信に変換するアダプタ (以下 NTMA) の実現方
式について検討した．一般端末と NTMA との間の通信
は，RAW ソケットで実現し，NTMA と NTM 端末との
間の通信は，NTMfw を改造することにより実現する．
本稿では，NTMA をイニシエータ側の一般端末に設置

パケットを生成し，さらに NTM ヘッダを追加する．こ

した場合の動作について確認したので記述する．

NTMfw によって NTM ヘッダを除去し，さらに lwIP に

のパケットをデータとみなして，Linux が提供する UDP
ソケットによりカプセル化して送信する．また，ユーザ
がデータを受信する場合は，受信したパケットを Linux
が提供する UDP ソケットによりデカプセル化した後，
よってユーザデータを上位アプリケーションに渡す．

2 NTMobile
NTMobile は，NTMfw を実装した端末 (NTM 端末)，
NTM 端末の実 IP アドレスと仮想 IP アドレスの管理，
及び通信経路を指示する DC(Direction Coordinator) に
よって構成される．NTM 端末は，起動時に DC に対し
て実 IP アドレスを登録すると共に，位置に依存しない
仮想 IP アドレスの割り当てを受ける．NTM 端末のアプ
リケーションは，仮想 IP アドレスに基づいて通信を行
う．実際の通信は，実 IP アドレスで全パケットをカプ
セル化し，UDP トンネルによる通信を行う．DC が適切
な通信経路を両 NTM 端末に指示することで，通信経路
上に NAT が存在しても常に双方向通信が実現できる．

3 NTMfw
NTMfw は，アプリケーション層で動作する通信ラ
イブラリであり，上位アプリケーションに対して，NT-
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NTMA

4.1

ネットワーク構成

図 1 に提案システムのネットワーク構成を示す．

NTMA は物理 NIC を 2 枚用意して，一方は NAT 配
下の一般端末 GN とブリッジ接続し，他方はインター
ネット側とブリッジ接続する．DC と GN の通信相手の
NTM 端末は，インターネット上に設置する．NTM 端
末と NTMA は，起動時に DC に対して実 IP アドレスの
登録および仮想 IP アドレスの割り当てを受ける．NTM
端末と NTMA は，DC に対して定期的に Keep Alive を
行い，いつでも DC からの経路指示を受けることができ
る．GN の IP アドレスには，NTMA が DC から割り当
てられた仮想 IP アドレスを設定する．
4.2

動作シーケンス

図 2 に提案システムの通信シーケンスを示す．通信
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開始時に，GN は相手 NTM 端末の FQDN を指定し
て DNS クエリを送信する．DNS クエリを受け取った

NTMA は，NTMfw の機能を利用して，NTMobile シ
グナリング処理により，DC の指示に従って NTMA と
NTM 端末との間でトンネル構築を行う ．トンネル構
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図 3 NTMA(イニシエータ側) のモジュール構成

築終了後，NTMA は相手 NTM 端末の仮想 IP アドレ

は，GN が送信する IP パケットを RAW ソケットでそ

スを取得するので，このアドレスを DNS レスポンスに

のまま受信する．そのため，NTMfw 内部で仮想 IP パ

のせて GN へ送信する．次に GN は，相手 NTM 端末

ケットを生成する必要がない．また，相手 NTM 端末か

の仮想 IP アドレス宛てにパケットを送信する．このパ

ら受信したパケットは，仮想 IP アドレスのパケットを

ケットを受信した NTMA は，NTMfw の機能を利用し

抽出した後，IP ヘッダを除去せずに，そのまま GN へ

て NTMA と相手 NTM 端末の実 IP アドレスでカプセル

中継すればよい．IP パケットの生成と削除は，NTMfw

化してデータパケットを送信する．相手 NTM 端末から

内の lwIP で行われていたため，R-NTMfw では lwIP の

パケットが返信されてきた場合は，パケットを受信した

処理をスキップするように改造した．また，NTMfw は，

NTMA が NTM ｆｗによりデカプセル化を行い一般通
信のパケットに変換してから，GN へ送信する．

カーネルが認識する全ての NIC に対して NTMobile の

NTMobile 通信を行わない NIC を認識しないように変

実装

5
5.1

処理を行うように実装されているため，R-NTMfw では
更した．

モジュール構成

図 3 に NTMA(イニシエータ側) のモジュール構成
を 示 す ．NTMA と 相 手 NTM 端 末 と の 間 の 通 信 は ，
NTMfw が提供する NTMobile 通信で実現する．また，
NTMA と GN との間の通信は，RAW ソケットで実現
する．Init モジュールは，DC に対して実 IP アドレスの
登録を行うとともに，仮想 IP アドレスの割り当てを受
ける．また，Init モジュールは，DHCP サーバの機能を
包含し，GN からの IP アドレス要求に対して上記仮想
IP アドレスを割り当てる．イニシエータモジュールは，
GN から送信されたパケットを RAW ソケットで受信す
る．受信したパケットが DNS クエリであった場合，相
手 NTM 端末との間で NTMobile シグナリングにより

5.3

動作検証

提案方式の動作検証をするにあたって，Init モジュー
ルとイニシエータモジュールの中継処理部を C 言語で
作成した．検証方法は，NTMA と NTM 端末間でのト
ンネル構築処理はあらかじめ終了させた．また，GN の

IP アドレスとして NTMA が DC から割り当てられた仮
想 IP アドレスを静的に設定した．この状態で GN から
NTM 端末の仮想 IP アドレス宛てにパケットを送信し
た．NTMA は，このパケットを NTMobile 通信に変換
して送信し，NTM 端末で受信することを確認した．逆
に，NTM 端末から送信したパケットを NTMA が一般
パケットに変換し，GN がデータを受信することを確認
した．

トンネル構築処理を行う．また，トンネル構築終了後
に，DNS クエリの返信を GN に送信する．GN 側から受

6

信したパケットが UDP/TCP パケットであった場合は，

まとめ
本稿では，NTMobile を実装できない一般端末のため

改造した NTMfw（R-NTMfw：Remodeled-NTMfw）の

に，一般端末に隣接設置して NTMobile 通信を代行する

API を介してトンネル通信でパケットを送信する．GN
は，NTM 端末の仮想 IP アドレスをターゲットとする
ARP リクエストを送信することがあるので，NTMA は
自らの MAC アドレスで ARP リプライを返信する．

NTMA を提案した．また，試作により NTMA が動作で
きることを確認した．今後，NTMA のレスポンダ側の

5.2 R-NTMfw
NTMfw は lwIP によりユーザデータから仮想 IP アド
レスによるパケットを生成する機能があるが，NTMA

機能について検討していく．
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