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コグニティブ無線ネットワークにおける
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携帯電話，無線 LAN システムなど無線システムの普及により，無線通信の利用の多様化が急速に
進んできている．さらに，ユビキタスセンサネットワークにおいて ZigBee などの無線システムの利
用も予想される．このように，多様で異なる無線システムが混在する無線通信環境が構築されつつあ
り，また，この環境において多様なアプリケーションの利用が期待されている．以上のことから，有
限である周波数資源のさらなる有効利用が求められており，その技術として，無線通信環境に応じて，
適応的に多様な無線システムを利用可能とするコグニティブ無線が提案されている．我々は，コグニ
ティブ無線ネットワークにおいて，基地局と端末との通信経路に加え，端末間のマルチホップ通信に
より新たに創出される通信経路を用いることにより，スループットを維持しつつ，遅延時間を減少さ
れることを可能とするマルチホップアクセス経路の基本モデルを提案している．本論文では，このモ
デルに基づいたトラフィック制御方式を提案し，そのシミュレーション評価について述べる．

Traﬃc Control Method for Multi-hop Access Route
in Cognitive Radio Networks
Yasuhisa Takizawa,† Noriyuki Taniguchi,†
Sachiko Yamanaka,† Akira Yamaguchi† and Sadao Obana†
The diversiﬁcation of the use of wireless communication has been proceeding rapidly with
the diﬀusion of cellular phone and wireless-LAN. In the emerging wireless communication
environments various wireless systems coexist and various applications can be used. On the
other hand, there is increasing concern that the growing use of wireless systems will exhaust
the ﬁnite wireless resources. Cognitive radio has been proposed as a solution to this problem.
Cognitive radio aims to optimize the eﬃciency of utilization of radio resources by switching
communications among multiple radio systems. We have proposed a basic model of a multihop access route using inter-terminal multi-hop communication in cognitive radio network
including WAN and LAN radio access. In this paper, on based the basic model, we propose
traﬃc control method for muti-hop access route in cognitive radio network, and show its
performance evaluation.

1. は じ め に

スは有限であるため，無線システムの利用拡大と多様

近年，携帯電話，PHS，Wi-Fi および Bluetooth な

の問題を解決する技術として，コグニティブ無線技術

化にともない，無線リソースの枯渇が懸念される．こ

ど多様な無線システムの利用拡大が進んできている．

が提案されている1)〜4) ．

さらに，IEEE802.16 の標準規格も進み，WiMAX や

我々は，文献 3) におけるコグニティブ無線の定義

Mobile WiMAX による広域または中域の高速無線シ

に基づき，コグニティブ無線ネットワークを，異なる

ステムの利用も予想される．このように，無線システ

複数の無線システムを装備した基地局と，同様に異な

ムは急速に利用拡大と多様化が進み，無線通信環境は

る複数の無線システムを装備した端末とのネットワー

異なる周波数帯域や通信方式を持つ多様な無線システ

クとして考え，さらに，基地局までのアクセス経路と

ムが混在する環境となりつつある．一方，無線リソー

して端末間通信によるマルチホップアクセス経路を導
入し，その基本的なモデルからマルチホップアクセス
経路の特性と有効性5) （以降，マルチホップアクセス
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経路基本モデル）を次の点で示した．
2419

2420

情報処理学会論文誌

July 2007

• マルチホップアクセス経路へ経路を切り替え，適
量のパケットを分配することにより，ネットワー
ク全体のスループットを高く維持しつつ，遅延時
間を減少させることが可能である．

• 上記の最適パケット分配率は，パケット到着率と
遅延時間から算出するリンクコストと経路コスト
から求めることができる．
本論文では，マルチホップアクセス経路基本モデル
に基づき，そのトラフィック制御方式を提案する．ま
た，シミュレーションによる性能評価について述べ，
その有効性を示す．
以下，2 章で想定するコグニティブ無線ネットワー
クについて述べる．3 章で，マルチホップアクセス経
路基本モデルを概説し，4 章では，その基本モデルに

図 1 コグニティブ無線ネットワークにおける基地局アクセス経路
Fig. 1 Access routes in Cognitive Radio Network.

基づいたマルチホップアクセス経路のトラフィック制
御方式を提案する．さらに，5 章で提案制御方式のシ
ミュレーションによる評価を述べ，その有効性に関し
て議論する．

2. コグニティブ無線ネットワーク
本論文では，広域カバレッジの無線システム（以降，
無線 WAN），狭域カバレッジではあるが高速伝送可
能な無線システム（以降，無線 LAN）が混在するネッ
トワークにおいて，以下に示す構成のネットワークを
コグニティブ無線ネットワークとして想定する（図 1
参照）．

• 無線 WAN 基地局の無線システムを IEEE802.16
（以降，802.16）とする．

• 無線 LAN 基地局の無線システムを IEEE802.11j
（以降，802.11j）とする．

• マルチホップアクセス経路における端末間通信の
無線システムは IEEE802.11g（以降，802.11g）

をそれらに分配させる機能を有する．
• ネットワークはレイヤ 3 を想定し，データグラム
のパケットネットワークとする．
上記の構成において，基地局までの通信経路として
以下 3 つの経路を定義する．

• W-経路 無線 WAN 基地局と端末の直接通信に
よる経路．単一リンクからなる．
• L-経路 無線 LAN 基地局と端末の直接通信によ
る経路．単一リンクからなる．
• マルチホップアクセス経路 端末間のマルチホッ
プ通信による基地局までの通信経路．複数のリン
クが連結して構成される．
また，パケットは各端末で発生するものとする．

3. マルチホップアクセス経路基本モデル
本章では，文献 5) に基づいて，コグニティブ無線
ネットワークにおけるマルチホップアクセス経路の特

とする．
• 上記の 3 つの無線システムは相互には干渉しない

性と有効性を概説する．

とする．
• 無線 WAN 基地局セル内に，数十程度の無線 LAN
基地局が一様に分布するものとする．いずれの基

パケット到着間隔が指数分布であるリンクにおいて，
Little の定理6) が成立するため，無線リンクのコスト
はその平均パケット到着率 Fi と平均遅延時間 Tij か

地局も，共通のアクセスネットワークに収容さ
れる．

• 端末は，無線 WAN 基地局，無線 LAN 基地局と
通信可能であり，マルチホップ端末間通信におい
て無線 WAN 基地局あるいは無線 LAN 基地局へ
中継する機能も有する．

3.1 無線リンクにおけるリンクコスト

ら次のように求まる．

dij = Fi · Tij

(1)

また，上記の無線リンクによる木構造を形成するマ
ルチホップアクセス経路において，構成するリンクへ
のパケット到着は，Kleinrock の独立近似7) が成り立
ち，到着間隔が指数分布と考えられる8) ．すなわち，マ

• 端末は，無線 WAN 基地局アクセス，無線 LAN

ルチホップアクセス経路を構成するリンクへのパケッ

基地局アクセス，マルチホップ端末間通信の 3 種

ト到着率と後方リンクのパケット処理時間は独立であ

類の通信を同時に実施可能であり，トラフィック

り，その経路コストは式 (1) で示されるリンクコスト
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の和となる9),10) ．

3.2 評価値としてのリンクコスト
リンクコストは，パケット到着率 Fi に平均遅延時
間 Tij を乗じた値であり，パケット到着率と平均遅延
時間は，それぞれ次のようなネットワークのメトリッ
クとなる．

• パケット到着率：リンクへのパケット流入量を表
すメトリックである．パケット到着率が高くなる
と，処理すべきパケットが大量にリンクに到着し
ていることとなる．

図 2 W-経路からマルチホップアクセス経路へ切替え
Fig. 2 Switch from W-route to multi-hop access route.

• 平均遅延時間：平均遅延時間は，待ち行列での平
均待機時間とパケットの平均処理時間（転送時間）
からなる．パケットの平均処理時間は無線環境に
おけるリンクの品質（メディア制御遅延時間，送
信レート，パケット誤り率）に強く依存する．ま
た，待ち行列での平均待機時間は待ち行列内の前
方のパケットの処理時間（パケットの退去）に依
存し，さらに，パケット到着率（パケットの流入）
にも依存する．すなわち，平均遅延時間はリンク
品質とパケット到着率の両方に依存するメトリッ
クである．
上記のことから，リンクコストはリンクの混み具合
と品質を考慮した値となる．

3.3 マルチホップアクセス経路の特性
3.3.1 ネットワークコスト

図 3 マルチホップアクセス経路への分配率に応じたネットワーク
コスト（無線 LAN セル数 20）
Fig. 3 Dependence of cost on traﬃc distribution rate to
multi-hop access routes (number of WLAN cell is
20).

想定するコグニティブ無線ネットワークにおいて，
ネットワーク全体の総コスト（以降，ネットワークコ
スト）は次のようになる．

G = DW + DL + DM
ただし，D

W

(2)
L

は各 W-経路のコストの総和，D は各
L-経路のコストの総和，DM は各マルチホップアクセ
ス経路のコストの総和である．

3.3.2 スループットと遅延時間
文献 5) では，式 (2) を用いて，マルチホップアク
セス経路の特性および有効性を，W-経路のパケット
を経路切替えによりマルチホップアクセス経路へ移動
した場合（図 2 参照）のネットワークコストの変動

図 4 マルチホップアクセス経路への分配率に応じたスループット
と通信遅延（ホップ数 5，合流リンンク数 2）
Fig. 4 Dependence of throughput and delay on traﬃc distribution rate to multi-hop access routes (number of
hop 5, number of joined link 2).

から解析している．その結果を文献 5) から引用した
図 3，図 4，図 5 を用いて説明する．また，そのとき

ホップのマルチホップアクセス経路の 5 つのパケット

のネットワーク構成を表 1 と表 2 に示す．

分配率（0.4，0.5，0.7，0.8，0.9）における単位時間

図 3 は，マルチホップアクセス経路の構成リンク

あたりの基地局に到着するパケットの総量（以降，単

の合流リンク数が 2 の場合の，各ホップ数におけるマ

にスループット）と単位時間あたりの基地局に到着す

ルチホップアクセス経路へのパケット分配率に応じた

るパケットの端末から基地局までの遅延時間の和（以

ネットワークコストを算出した結果を示す．この図か

降，単に遅延時間）の相関を算出した結果を示す．こ

ら分かるように，いずれのホップ数においても，ネッ

の図から分かるように，パケット分配率が 0.7 の場合，

トワークコストは減少する．また，図 4 は，図 3 の 5

他の分配率と比較して，最もスループットが向上し，
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経路の総コストはマルチホップアクセス経路へのパ
ケット分配率に対して凸単調増加であり，一方，W経路総コストおよび L-経路総コストは凸単調減少と
なる．このことは，図 5 においても確認できる．ネッ
トワークコストは凸単調増加関数と凸単調減少関数の
和であるため，下向きの凸関数となり，パケット分配
率に最適解が存在する．これも図 5 で確認できる．す
なわち，次式により解析的に最適解を求めることが可
図 5 ホップ数 5，合流数 2 のマルチホップアクセス経路への分配
率に応じた各経路のコスト
Fig. 5 Dependence of each route cost on traﬃc distribution
rate to multi-hop access routes (Hop 5, Join 2).

能である．

dDL
dDM
dDW
+
+
=0
dF M
dF M
dF M
W
L
M
total
F +F +F =F

(3)

ただし，F W は W-経路へ分配されたパケットの到着
表 1 ネットワーク構成
Table 1 Network conﬁguration.

数/無線 WAN セル
無線システム

無線 WAN
基地局

無線 LAN
基地局

1
802.16

20
802.11j

率，F L は L-経路へ分配されたパケットの到着率，F M
はマルチホップアクセス経路へ分配されたパケットの
端末

1,000
802.16
802.11g/j

到着率，F total は全パケット到着率の和である．
以上のことから，想定するコグニティブ無線ネット
ワークにおいて，マルチホップアクセス経路の特性と
有効性は次のように示すことができる．

• マルチホップアクセス経路へ経路を切り替え，適
表 2 無線システムの性能
Table 2 Performance of wireless systems.

最大通信容量
通信距離

802.16
15 Mbps
1,000 m

802.11j
54 Mbps
50 m

802.11g
54 Mbps
100 m

かつ，遅延時間が減少する．パケット分配率が 0.7 の
場合は，図 3 から分かるように，ホップ数 5 のマル
チホップアクセス経路においてネットワークコストが
最小となるパケット分配率の近傍である．すなわち，

量のパケットを分配することにより，ネットワー
ク全体のスループットを高く維持しつつ，遅延時
間を減少させることが可能である．

• 上記の最適パケット分配率には，パケット到着率
と遅延時間から算出するリンクコストと経路コス
トから求めることができる．

4. マルチホップアクセス経路トラフィック制
御方式

W-経路のパケットをマルチホップアクセス経路へ移

本章では，3 章で概説した基本モデルに基づき，ス

動することによりネットワークコストを減少させるこ

ループットを維持しつつ，遅延時間を減少させるマル

とは，その結果としてスループットを維持しつつ，遅

チホップアクセス経路のトラフィック制御方式につい

延時間を減少させることとなる．しかし，マルチホッ

て述べる．

プアクセス経路へのパケット分配率が大きくなると，
ネットワークコストは増加に転じる（図 5）．これは，

4.1 変動環境におけるリンクコスト
無線リンクのコストは式 (1) により求まるが，この

パケット分配率が大きくなると，マルチホップアクセ

式は計測時間 < ∞ において成り立つ．しかし，想定

ス経路の各リンクへのパケット到着率が大きくなり，

するネットワークは次のような点において，短期間で

その結果としてそのコストが増大するためである．

変動する環境である．

3.4 パケット分配特性

• リンク品質：無線環境に応じて，MAC 遅延時間

文献 5) は，802.11g/j および 802.16 の無線システ

と送信時間が変動し，その結果として，遅延時間

ムのリンクコストと経路コストはパケット到着率に関

が変動する．
• トラフィック：個々の端末から発生するパケット

して凸単調増加関数であることを示している．さらに，
この特性に基づき，次のようにマルチホップアクセス
経路のパケット分配特性を示した．

到着率の変動，および経路切替えによりパケット
到着率の変動が発生する．

パケット到着率をマルチホップアクセス経路へのパ

そこで，小さな時間区間 [t, t + ∆t]（以降，単に区

ケット分配率として見た場合，マルチホップアクセス

間）において，リンクコストを求める必要がある．こ
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こで，時刻 t に i(t) 番目のパケットが到着し，∆t 後
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ある．

に待ち行列から取り出される区間 [t, t + ∆t] について

パケット到着率および平均遅延時間は十分に計測

考える．区間 [t, t + ∆t] において Little の定理を導出

可能なメトリックと考えられる．したがって，区間
[t, t + ∆t] において，各リンクのパケット到着率と平
均遅延時間を計測することにより，トラフィックの変

する恒等式を適用すると次のようになる．



t+∆t

N (τ )dτ

動と無線リンク品質の変動に対応したリンクコストを

t



算出することとする．



β(∆t)

α(∆t)

(t + ∆t − tk )

N (t + ∆t) は時刻 t + ∆t の待機パケット数，α(∆t)

4.2 最小コスト経路探索
スループットを維持しつつ，遅延時間を減少させる
ため，リンクコストの総和が最小となるようにマルチ

は ∆t の間に到着したパケット数，β(∆t) は ∆t の間

ホップアクセス経路を探索する．

=

Tk +

k=i(t)

(4)

k=i(t)+1

に待ち行列から取り出されたパケット数，Tk は k 番

3.1 節で述べたように経路コストは経路を構成する

目のパケットの待ち行列内滞在時間，tk は k 番目の
パケットの到着時刻である．さらに，上記の式の両辺
を ∆t で割ると，次のようになる．

リンクコストの和として求まる．想定するコグニティ



ブ無線ネットワークでは基地局が存在することから，
各端末における経路情報とリンクコストを基地局に集
めて，最小コスト経路を探索することが可能である．

t+∆t

N (τ )dτ

しかし，リンクコストは短期間に変動すること，およ

t

び無線 WAN では収容端末数が多くなることから，端

∆t



β(∆t)

α(∆t)
=
·
∆t

k=i(t)



末から基地局への情報転送による無線リソース消費は

α(∆t)

Tk +

(t+∆t−tk )

k=i(t)+1

α(∆t)

無視できない量となると考えられる．また，最小コス

(5)

式 (5) の左辺は区間 [t, t + ∆t] での平均待機パケッ

ト経路の探索は端末間で分散的に実施し，頻繁に経路
切替えが発生することが想定される．したがって，経
路切替えごとにコスト計算を最初からやり直す必要の

ト数，右辺の第 1 項は区間 [t, t + ∆t] でのパケット

ある Bellman-Ford や Dijkstra は用いず，分散環境に

到着である．右辺の第 2 項は区間 [t, t + ∆t] での平

適した分散型非同期 Bellma-Ford 11) を採用して次の

均待機時間に相当するが，時刻 t においてすでに待機

ように探索する．

しているパケットの待機時間が含まれない．Little の

• 任意の端末 d または基地局 d が d から d までの

定理では ∆t < ∞ とすることでこの時間を無視でき

経路コスト Ddd = 0 として初期化し，近傍端末 s

るとしている．しかし，短期間ではこのような前提は

へ配信する．近傍端末へ配信する情報を経路情報

導入できない．そこで，区間内に出力したパケットの

と呼び，送信先 IP アドレス，転送先 IP アドレ

遅延時間（待機時間＋パケット処理時間）を用いる．

ス，および経路コストを含む．

これにより，区間開始以前に待機していたパケットの

• 経路情報を受信した近傍端末 s は d から s まで

待機時間を考慮することが可能となる．また，区間終

の最小コストとなる経路コスト Dds を次のように

了時のパケットの待機時間は後続の区間において考慮

求める．

される．これに従うと，区間で計測されたパケット到
着率と遅延時間が異なるパケットの値となる可能性が

Dds = min (Ddm + dsm )
m∈N (s)

(7)

ある．しかし，本論文で想定している無線システムは

ただし，N (s) は端末または基地局 s の近傍端末

802.16，802.11g/j であることから，通信が高速であ

集合，dsm は端末 s と近傍端末 m のリンクコス

り，その遅延時間は計測区間と比較して十分に小さく，
上記の問題が発生する可能性は低いと考える．
したがって，区間 [t, t + ∆t] においてリンクコスト
を Little の定理を用いて次のように算出する．

トである．

• 算出した最小コストの経路コスト Dds ，送信先 IP
アドレス d，および転送先 IP アドレス s を含む
経路情報を近傍端末へ配信する（図 6 参照）．

dij (t + ∆t) = Fi (t + ∆t) · Tij (t + ∆t)
(6)
だだし Fi (t + ∆t) は端末 i の区間 [t, t + ∆t] にお

任意の端末および基地局間の最小コストとなる経路を

けるパケット到着率，Tij (t + ∆t) はリンク ij の区

算出できる．また，端末および基地局は上記通信から

間 [t, t + ∆t] に出力されたパケットの平均遅延時間で

各送信先ごとに以下の情報を保持した経路テーブルを

以上の処理を各端末で繰り返し実施することにより，
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期と比較して経路情報配信周期を十分に短い周期とす
る必要がある．しかし，分散型非同期 Bellman-Ford
などの端末の自律分散による情報配信では端末数が多
くなるとそのコスト（情報が伝達するまでの遅延時間
や通信量）が膨大となる．したがって，パケット分配
のための経路切替えと端末による最小コスト経路探索
を基地局により制御する（以降，基地局メタ制御）
．基
地局メタ制御においても，基地局を端末における経路
図 6 最小コスト経路探索における通信
Fig. 6 Communications for search of multi-hop access
route with minimum cost.

切替えの同期点（サーバ）とすると，4.2 節で述べた
基地局と端末との通信量増加と基地局での処理増加が
問題となる．以上のことから，基地局メタ制御は全端

作成する．

• 送信先 IP アドレス
• 転送先 IP アドレス
• 経路コスト

末からの要求に応答するのではなく，最適な端末を選
別し，その端末に動作指示を行う能動的な制御を実施
する．

4.3.1 パケット分配ための経路切替えメタ制御

4.3 パケット分配と経路切替え
パケット分配は 4.2 節で述べた方式により最小コス

果的に，コストの高い経路からコストの低い経路へ過

ト経路を見つけ，パスをその経路へ切り替えることに

度のパケットが移動することにある．したがって，基

よりパケットを分配する．しかし，次の点において問

地局は適量のパケットをコストの高い経路からコスト

題が発生する．

の低い経路へ徐々に移動するために，端末のパケット

• ある区間の最小コスト経路において，その近傍端
末の大部分が当該経路へパスを切り替えてパケッ

パケット分配における経路切替えの発振問題は，結

分配動作を能動的に制御する．
式 (3) を満たすようにパケットを分配すると最適解

トを分配するため，パケットが集中することとな

となる．しかし，この方式では変化量取得とパケット分

る．その結果，次の区間において当該経路のコス

配が同時である必要があり，実際の制御方式には適用

トが増大し，近傍端末はパスを他の経路へ切り替

が困難である．したがって，発見的（ヒューリスティッ

えることとなる．このような経路切替えが繰り返

ク）に最適なパケット分配量を決定することとする．

し発生し（以降，経路切替えの発振），不安定な

図 5 から分かるように，パケット分配率においてネッ

状態となる可能性が高い．

トワークコストの最適解が存在し，そのコストは下向

• 一時的にループ経路を構成する可能性がある．

き凸関数である．したがって，降下法を用いてコスト

この問題点の原因は次の点にある．
• 各端末は周期的に経路情報を近傍端末へ配信する
ため，近傍端末は他の近傍端末の経路切替えによ

の高い経路に式 (8) を繰り返し適用し最小解を求める．

る経路コスト変動は少なくとも次の周期の経路情
報を取得するまで分からない．その結果として，
経路コスト変動に気づかずに，多数の端末が前
配信周期においてコストの低い経路へパケットを
分配することとなる．すなわち，コストの高い経

DH (p) > DH (p − α(t) · ∆p)
(8)
ただし，DH は高コスト経路のコスト，p は経路の
現在のパケット量，α(t) は繰返し t 回目の α の値
（0 < α(t) ≤ 1）であり，∆p は初期のパケット移動量
である．
以下にその方式を図 7 に従い説明する．
• コストの高い経路からその一部のパケット（∆p

路からコストの低い経路へ過度のパケット（トラ

を決定．降下法では徐々に降下させることにより，

フィック）が移動する．

安定した動作と最適解へのより近傍へ到達するこ

• ループ経路も上記と同様に，いかなる情報を経路
情報に含めたとしても，他の端末の経路切替えに
よるトポロジ変動はその変動内容を含む経路情報

とから，∆p は小さな値とする）をコストの低い
経路へ移動する．
• 上記の結果から，コストの高い経路が前回と同一の

を取得するまで分からない．したがって，ループ

場合，前回と同じ量のパケット（α(t + 1) = α(t)）

経路の発生の原因は，トポロジ変動に気づかずに

をコストの低い経路へ移動する．コストの高い経

経路を決定するためである．

路が入れ替わった場合は，コストが高い新たな経

これらを解決するためには，各端末の経路切替え周

路から前回より少ない量のパケット（α(t + 1) =
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指示の応答を基地局へ W-経路を用いて返信する．
• 経路切替え応答を受信した基地局は，その応答内
容に基づいて基地局で管理する経路トポロジを更
新し，端末へ応答確認を送信する．

• 基地局から応答確認を受信した端末は経路切替え
を実施する．
• 以上の制御を繰り返し行う．
以上により，コストの高い経路からコストの低い経
路へ適量のパケットを徐々に移動させ，発振による不
安定な状態を回避する．
図 7 パケット分配による最適解検索
Fig. 7 Search of optimal solution using packet
distribution.

4.3.2 最小コスト経路探索メタ制御
最小コスト経路探索において，ループ経路が発生す
る原因は，他の端末の経路切替えによるトポロジ変動
に気づかずに経路を決定するためである．

δ · α(t), 0 < δ < 1）をコストの低い経路へ移動

最小コスト経路探索メタ制御も，経路切替えメタ制

する．
• 以上の動作を繰り返し，パケット分配量を減少さ

御と同様に，W-経路を用いて基地局と各端末の通信

せつつ，最小解の近傍へ徐々に近づける．
基地局は，上記方式をパケット分配メタ制御として，
セル内の全端末と直接通信可能な W-経路を用いて，
次のように端末におけるパケット分配を能動的に制御
する．

• 基地局において，W-経路，L-経路および複数のマ
ルチホップアクセス経路が合流する木構造のルー
ト（Root）ごとに平均遅延時間（sec/packet）と
平均スループット（packet/sec）をある時間区間
で計測し，その積を経路コストとして算出する．

を行い，次のように能動的に制御を行う．

• 基地局は周期的に初期化された経路情報を近傍端
末へ 802.11j により配信する．
• 端末がネットワークに参加した（以降，新規端末）
場合，基地局は新規端末に最小コスト経路探索指
示を行う．

• 経路探索指示を受信した端末において，無線 LAN
基地局セル内の端末は 802.11j と 802.11g を用い
て，その他の端末は 802.11g を用いて最小コスト
経路探索を開始する．

• 基地局は前述のパケット分配のための経路切替え

• 基地局において，上記経路コストで最大コストの
経路を選択し，選択経路を構成する端末へ経路切

メタ制御の端末から応答において，応答に含まれ
る転送先 IP アドレスと保持している経路トポロジ

替え指示を W-経路を用いて送信する．最大コス

からループ経路が構成されうるか検査する．ルー

ト経路がマルチホップアクセス経路の場合，最大

プ経路が構成される場合は，拒否応答確認を該当

コスト経路が前回計測区間と同一経路であれば，

端末へ返信する．

同等）に位置する端末を選択し，経路切替え指示

• 拒否応答確認を受信した端末は，拒否された経路
以外で最小コスト経路を選択し，基地局に再度応

を送信する．最大コスト経路が前回計測区間と異

答を返す．拒否された経路以外に選択がない端末

なる経路であれば，前回の切替えホップ数に 1 を

は，基地局に最小コスト経路なしの応答を返す．
• 基地局で最小コスト経路なしの応答を受信した場

前回と同じ切替えホップ数（α(t + 1) = α(t) と

加算したホップ数（α(t + 1) = δ · α(t) と同等）
に位置する端末を選択し，経路切替え指示を送信
する．切替え位置をホップの後方へ徐々に移動さ

合，同じホップ数に位置する別の端末を選択し経
路切替え指示を送る．

せること，すなわち，切替え位置の後方にある端

以上により，通信基地局において同一の経路トポロ

末数を減らすことにより，パケット分配量を減少

ジを保持し，端末の最小コスト経路探索において，ルー

させ，最小解の近傍へ徐々に近づける．

プ経路の発生を回避する．

• 経路切替え指示を受信した端末は，基地局制御と
は独立して行っている最小コスト経路探索により
見つけた経路（W-経路，L-経路も含める）へ切り
替えるため，転送先 IP アドレスを含んだ切替え

5. シミュレーション評価
本章では，提案方式のシミュレーション評価結果に
関して述べ，その有効性を議論する．

2426

情報処理学会論文誌

5.1 シミュレーション方法
シミュレーションには，以下のソフトウェアを用い
て実施した．
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トラフィックは，端末ごとに異なったトラフィック
量を発生させることを想定して，ネットワーク全体の
平均パケットサイズを設定し，さらに，それを平均と

• OPNET Core Software 11.5A PL1
• OPNET 03-Oct-2005-WiMAX

して指数分布で各端末の平均パケットサイズを分散さ

ネットワーク構成はシミュレーションの評価時間を

平均として指数分布に従ったサイズのパケットを発生

考慮して，表 1，2 に示される無線 WAN のセル空間

させる．また，そのパケット到着間隔は指数分布に従

の 10 分の 1 のスケールの空間として，次のような構

うこととした．

成とした．

• ネットワーク空間を 560 m × 560 m の正方空間
とする（面積を 1/10）．
• 無線 WAN 基地局 1 台をネットワーク空間にラン
ダムに配置する．

• 無線 LAN 基地局 2 台をネットワーク空間にラン
ダムに配置する（無線 LAN 基地局数は 1/10）．
• 100 端末をネットワーク空間にランダムに配置す
る（端末数は 1/10）．

せた．各端末は割り当てられた平均パケットサイズを

シミュレーション開始時のネットワークトポロジは
次のようにする．

• 端末が無線 LAN 基地局セル内にある場合は，無
線 LAN 基地局と接続し．L-経路を形成する．
• そのほかの場合は，無線 WAN 基地局と接続し，
W-経路を形成する．
シミュレーション評価時間は 1,000 秒とし，シミュ
レーション開始から

• 100 秒後に各端末でパケット発生を開始，

• 無線 WAN 基地局における 802.16 は 1 セルあた

• 150 秒後に基地局から新規端末（全端末）へ経路
探索開始の指示を送信，
• 300 秒後に基地局から新規端末（全端末）へ経路

りの端末数が 1/10 となるため，その端末数に比

切替え指示を送信（マルチホップアクセス経路の

さらに，10 分の 1 のスケール空間を考慮して各無
線システムの通信レートは次のようにした．

例して最大送信レートを約 1/10 の 1.45 Mbps と

効果を確認するため，すべての W-経路をマルチ

した．

ホップアクセス経路へ切り替えた状態から開始）．

• 無線 LAN 基地局における 802.11j は 1 セルあた
りの端末数は同一であるので，通信レートも同一
の最大 54 Mbps とした．

• マルチホップアクセス経路の 802.11g は近傍端
末数は同一であるので，通信レートも同一の最大

54 Mbps とした．
• 802.11j のチャネル割当ては自動，802.11g のチャ
ネル割当ては固定の同一チャネルとした．
• 802.11g/j において，MAC 遅延時間を考慮し，
RTS/CTS の代わりに CTS-to-self（CTS を自分
宛に送信する）を用いた．

802.11g および 802.11j において，電波伝搬モデル
は伝搬環境を LOS（Line-Of-Sight，見通し内）とし

以降，基地局メタ制御を繰り返し行う，
とした．上記において，各端末の最小コスト経路探索
における経路情報配信間隔を 10 秒，リンクコスト更
新間隔は 10 秒，基地局から端末への経路切替え指示
送信間隔は 20 秒とした．
評価項目は，単位時間あたりの基地局に到着したパ
ケットの遅延時間（パケットが発生してから基地局に
到着するまでの時間）の和（sec，以降，遅延時間）と
単位時間あたりの基地局に到着したパケットの総量
（bits，以降，スループット）とした．
また，提案方式の有効性を議論するため，評価項目
において以下の 3 つの方式で用いられているリンクコ
ストと比較を行った．

て，受信信号強度を距離二乗による自由空間伝搬損失

• リンクコストをホップ数とする方式．経路切替え

した値とした．また，802.11g は 100 m，802.11j は

において最小ホップ数の経路を選択する．したがっ

50 m をそれぞれ超えるとパケット誤り率を 100%と

て，コストはトラフィックおよびリンク品質を考

するように，パケット受信可能しきい値を調整した．

慮しない．

802.16 においては，使用した OPNET のバージョン
では伝搬部分が未実装である（干渉やパケット損失な

• DLAR（Dynamic Load Aware Routing）15) で
用いられているリンクコストを待機パケット数と

どが未考慮）ため，端末数で均等に分配された容量が

する方式．経路を構成する各リンクの待機パケッ

損失なしに使用可能となる．したがって，802.16 は端

ト数の和を経路コストとして，経路切替えで最小

末数で均等に分配された帯域を保証する高品質の無線

コスト経路を選択する．コストは待ち行列におけ

システムとして考える．

る系内客数に相当する．
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図 8 遅延時間の推移（平均パケットサイズ 180 bits，平均パケッ
ト到着間隔 70 msec）
Fig. 8 Delay transition (average packet size 180 bits,
average packet arrival interval 70 msec).
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図 9 スループットの推移（平均パケットサイズ 180 bits，平均パ
ケット到着間隔 70 msec）
Fig. 9 Throughput transition (average packet size
180 bits, average packet arrival interval 70 msec).

• DOSPR（Delay Oriented Shortest Path Routing）18) で用いられているリンクコストを平均通
信遅延時間とする方式．経路を構成する各リン
クの平均通信遅延時間（MAC 遅延時間+送信時
間）の和を経路コストとして，経路切替えで最小
コスト経路を選択する．コストは待ち行列におけ
るサービス時間に相当する．

5.2 リンクコストの評価
本節は，提案方式のリンクコストの有効性を議論す
るため，前述の比較対象の 3 つの方式で用いられてい
るリンクコストを基地局メタ制御による経路探索・切
替えに適用し，提案方式と遅延時間とスループットに
おいて比較をする．

図 10 遅延時間の推移（平均パケットサイズ 64 bits，平均パケッ
ト到着間隔 50 msec）
Fig. 10 Delay transition (average packet size 64 bits,
average packet arrival interval 50 msec).

W-経路（802.16）および L-経路（802.11j）で通信
している状態から，マルチホップアクセス経路探索を
行い，その結果に基づき，経路切替えした場合の各方
式における遅延時間とスループットの推移をそれぞれ
図 8，図 9，図 10，図 11 に示す．図 8 と 9 はそれぞ
れ，ネットワーク全体のトラフィック総量が 256 Kbps，
平均パケット到着間隔が 70 msec である場合の結果で
あり，図 10 と 11 はネットワーク全体トラフィック総
量が 128 Kbps，平均パケット到着間隔が 50 msec で
ある場合の結果である．
まず，図 8 において遅延時間について比較評価する．
平均パケット到着間隔が 70 msec の場合，経路切替え
後，ホップ数方式は遅延時間が減少する．DLAR 方式，

DOSPR 方式および提案方式は一時的に経路切替え前

図 11 スループットの推移（平均パケットサイズ 64 bits，平均パ
ケット到着間隔 50 msec）
Fig. 11 Throughput transition (average packet size
64 bits, average packet arrival interval 50 msec).

より遅延時間が増加する．しかし，時間が経過するに
従い遅延時間が減少し，経路切替え前の遅延時間より

が経過しデータの偏りが改善されると，徐々に最適解

小さくなり，さらに，ホップ数方式の遅延時間よりも

の近傍へ近づくためである．ホップ数方式以下の 3 つ

小さくなる．これは，切替え直後は基地局におけるリ

の方式で用いているそれぞれのリンクコストは有効で

ンクコスト計算がデータ不足から偏りがあるが，時間

あることが分かる．さらに，DLAR 方式，DOSPR 方
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式および提案方式を比較すると，提案方式は最も遅延
時間を減少させる．DLAR 方式と DOSPR 方式は提
案方式より最小コスト経路として W-経路を選択する
場合が多い．そのため，遅延時間が提案方式より大き
くなる．すなわち，提案方式は DLAR 方式と DOSPR
方式と比較して，より低いコスト経路でマルチホップ
アクセス経路を構成し，W-経路へトラフィックを戻す
ことを抑制していると考えられる．したがって，提案
方式のリンクコストが DLAR 方式および DOSPR 方
式のリンクコストより有効であると考える．
図 10 は，図 8 と比較して，推移結果とかなり異な
る．図 10 はトラフィック総量が 128 Kbps，平均パケッ
ト到着間隔が 50 msec であり，図 8 の場合より，より
小さなパケットがより頻繁に発生する．すなわち，ト

図 12 パケット損失の推移（平均パケットサイズ 64 bits，平均パ
ケット到着間隔 50 msec）
Fig. 12 Packet loss transition (average packet size 64 bits,
average packet arrival interval 50 msec).

ラフィック総量は小さいが，通信回数が増え，また 1
回の通信に占める制御通信の割合が多くなる．その結
果，遅延増加の影響を与えることとなる．このような
場合において，マルチホップアクセス経路は基地局ま
でに複数回の通信を必要とするため，W-経路や L-経
路より遅延増加の影響を受けやすい．したがって，リ
ンク品質を考慮しないホップ数方式は，経路切替え前
より遅延時間が大きくなる結果となる．DLAR 方式，

DOSPR 方式および提案方式は図 8 と同じように，経
路切替え直後は遅延時間が増えるが，時間の経過にと
もない遅延時間が減少し，経路切替え前より遅延時間
が少なくなる．さらに，DLAR 方式，DOSPR 方式
および提案方式を比較すると，提案方式が最も小さい

図 13

W-経路トラフィックの推移（平均パケットサイズ 64 bits，
平均パケット到着間隔 50 msec）
Fig. 13 W-route load transition (average packet size
64 bits, average packet arrival interval 50 msec).

遅延時間となり，図 8 の場合よりその差が拡大する．
すなわち，より小さなパケットがより頻繁に発生し，

くスループットが減少する．これは，より小さなパケッ

制御遅延，衝突およびパケット誤り率が増える状況に

トがより頻繁に到着すると，通信回数が増え，また制

おいても，提案方式のリンクコストは，DLAR 方式

御通信時間が大きくなるため，マルチホップアクセス

および DOSPR 方式より，効果的なマルチホップアク

経路は通信遅延時間が大きくなり，パケット損失が増

セス経路を構成することができる．

大するためである．しかし，DLAR 方式，DOSPR 方

次に，スループットについて比較評価する．図 9 か

式，および提案方式は，遅延時間と同様に，時間が経

ら分かるように，いずれの方式も経路切替え前後でス

過し経路探索と切替えを繰り返し行うに従い，スルー

ループットはほぼ同一である．本評価で無線 WAN と

プットが改善し最終的には経路切替え前と同一となる

して使用した OPNET の WiMAX（802.16）は，電

まで回復する．図 12 は平均パケット到着間隔 50 msec

波伝搬部分が未実装であるため，干渉やパケット損失

の場合のマルチホップアクセス経路のパケット損失の

などは考慮されない．そのため，割り当てられた容量

推移を示す．この図から分かるように，ホップ数方式

内のトラフィックであれば，結果として高品質の通信

以外のいずれの方式もパケット損失が減少し，最終的

となり，ネットワーク全体のパケット到着率とほぼ同

にほぼ 0 となる．ただし，図 13 から分かるように，

一の高いスループットとなる．すなわち，いずれの方

DLAR 方式と DOSPR 方式は，経路探索と切替えを

式も経路切替え前後でスループットがほぼ同一である

繰り返し行うに従い，W-経路のトラフィック量が線形

ことから，遅延時間を減少させつつ高いスループット

的に増える．すなわち，DLAR 方式と DOSPR 方式

を維持している．一方，図 11（パケット到着間隔が

は経路を W-経路へ切り替えることでパケット損失を

50 msec）の場合，経路切替え後，いずれの方式も大き

減少させている．提案方式も W-経路のトラフィック
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なる端末が増え，そのような端末では発生するパケッ
トサイズの分散が大きくなる．すなわち，ネットワー
ク全体の平均トラフィック総量が増えると，各端末で処
理するトラフィック量が増えると同時に，トラフィック
がトポロジと時間において大きく分散することとなる．
このようなケースでは，より効果的なトラフィック制御
が必要となる．両図から分かるように，ホップ数方式
はトラフィック量が増えるとスループットに対して急
激に遅延時間が大きくなり，明らかに他の方式に劣る．
DLAR 方式，DOSPR 方式，および提案方式は図 14
図 14 遅延時間とスループットの相関（平均パケット到着間隔
70 msec）
Fig. 14 Dependence of delay on throughput (average
packet arrival interval 70 msec).

（パケット到着間隔が 70 msec）において，あまり差は
明確でない．しかし，送信回数および MAC 制御遅延
時間が増える図 15（パケット到着間隔が 50 msec）に
おいては，トラフィック量が増えると，DLAR 方式と

DOSPR 方式はスループットに対して遅延時間が大き
く増え始める．提案方式もトラフィック量が増えると
スループットに対して遅延時間が増えるが，その増加
量は DLAR 方式と DOSPR 方式と比較して低い値で
安定している．したがって，提案方式は他の方式と比
較して，高いトラフィック量で，かつ分散が大きい場
合においても高いスループットと小さい遅延時間とす
る経路構成が可能であると考える．
以上のことから，通信遅延時間が増大するネット
ワーク状況において，さらに，トラフィック量が多く
かつ分散が大きいネットワーク状況においても，提案
図 15 遅延時間とスループットの相関（平均パケット到着間隔
50 msec）
Fig. 15 Dependence of delay on throughput (average
packet arrival interval 50 msec).

方式のリンクコストは比較対象のいずれの方式のリン
クコストより，高いスループットと小さい遅延時間と
するマルチホップアクセス経路を構成できると考える．

5.3 基地局メタ制御の評価

量が増えるが，その量は DLAR 方式，DOSPR 方式

本節では，提案方式の基地局メタ制御による端末の

の両方式と比較して少なく，かつ，次第に定常的にな

経路切替えの有効性を議論するため，各リンクコスト

る．すなわち，W-経路への経路切替えだけでなくマ

に関して基地局メタ制御を適用しない（従来の分散型

ルチホップアクセス経路の構成変更によりパケット損

非同期 Bellman-Ford を用いる，以降，自律制御）場

失を減少させている．

合の遅延時間を示す．自律制御は，各端末から経路情

最後に，各トラフィック量（平均パケット到着率）に

報配信間隔を 10 秒とし，各端末で近傍ノードから経

応じた遅延時間とスループットの相関を図 14，図 15

路情報を取得した際に，最小コスト経路が見つかれば

に示す．各図の遅延時間とスループットは，ランダム

経路切替えを行うこととした．

に生成した 10 通りのトポロジにおいて，ネットワーク
全体の平均トラフィック総量を 128 Kbps から 1 Mbps

図 16 はネットワークの平均トラフィック総量が
512 Kbps，平均パケット到着間隔が 50 msec の場合

までの各トラフィック量で計測した結果の平均である．

の提案方式，ホップ数方式，DLAR 方式，DOSPR 方

計測期間は，すべての方式の状態が安定するシミュレー

式における遅延時間の推移を示す．提案方式と DOSPR

ション時間 900 秒以降とした．

方式は，遅延時間が大きく変動し，発振現象が発生し

ネットワークの平均トラフィック総量を増やすと，

ていることが分かる．一方，ホップ数方式と DLAR 方

ネットワーク全体で端末の平均パケットサイズは指数

式は発振現象は見られない．ホップ数方式はトラフィッ

分布であるため，各端末間の平均パケットサイズの分

ク変動を考慮しないため，そもそも経路切替えが発生

散が大きくなる．また，大きな平均パケットサイズと

しない．DLAR 方式は，リンクコストが瞬時値の待
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るため，経路切替えの発振現象は発生せず，提案方式
と DOSPR 方式はトラフィック変動に敏感であるため，
経路切替えの発振現象が発生する．以上のことから，
経路切替えの発振現象はリンクコストがトラフィック
変動に敏感であるがゆえに発生する．
したがって，マルチホップアクセス経路において，
精度の高いリンクコストを用いて経路切替えによるト
ラフィック制御を行う場合，経路切替えの発振現象を
抑制する制御が必須である．提案方式における基地局
メタ制御は，図 16 を図 8，10 と比較して分かるよう
に，経路切替えによる発振現象を抑制する．したがっ
図 16 Bellman-ford による遅延時間の推移（平均パケットサイ
ズ 256 bits，平均パケット到着間隔 50 msec）
Fig. 16 Delay transition using distributed asynchronous
bellman-ford (average packet size 256 bits, average
packet arrival interval 50 msec).

て，基地局によるメタ制御は，マルチホップアクセス
経路の経路切替えによるトラフィック制御に必須と考
える．

6. 関 連 研 究
コグニティブ無線ネットワークにおいて，マルチホッ
プアクセス経路に関する研究はまだほとんど実施され
ていない．しかし，マルチホップアクセス経路を構成
する方式としてはアドホックネットワークの構成方式
に類似することから，アドホックネットワークにおけ
るリンクコストを用いた方式とその経路切替え制御方
式に関する関連研究について述べる．

6.1 リンクコスト
リンクコストとして最も一般的に用いられているメ
トリックとしてホップ数があり，多くのプロトコルで
Bellman-ford による W-経路トラフィックの推移（平均パ
ケットサイズ 256 bits，平均パケット到着間隔 50 msec）
Fig. 17 W-route traﬃc transition using distributed asynchronous bellman-ford (average packet size 256 bits,
average packet arrival interval 50 msec).

実装されている．ホップ数は単純で扱いやすいリンク

機パケット数であるため，W-経路のような，たかだ

題を解決するため，ネットワークのメトリックを計測

か 1 回の通信で済む経路では，通信遅延時間が小さく，

し，それを反映したリンクコストを用いる方式が多く

パケットが待機している時間がごくわずかであり，そ

提案されている．

の瞬時値の大部分の場合 0 になる（マルチホップアク
クコストの和であるため，0 より大きな値になる可能

ETX（Expected Transmission Count Metrix）13)
は，近傍ノード間で互いのユニキャスト通信において
送信したパケット数と受信したパケット数を交換し，

性が高い）．すなわち，DLAR 方式は，W-経路へ経

さらに，各ノードにおいて近傍ノードへの送信パケッ

図 17

コストではあるが，リンク品質を考慮しないため選択
した経路においてスループットの低下や遅延時間の増
大を招く可能性が高い12) ．
アドホックネットワークにおいて最小ホップ数の問

セス経路は複数通信による通信遅延，および複数リン

路切替えをした場合，リンクコストの解像度が低いた

ト数と近傍ノードで受信したパケット数の比率 df ，お

め，経路切り替えた後の W-経路の経路コストが 0 と

よび近傍ノードが送信したパケット数と近傍ノードか

なり，つねに W-経路を最小コスト経路として判断す

らパケットを受信した数の比率 dr から，1/(df × dr )

る可能性が高い，その結果，W-経路への経路切替え後

をリンクコストとして用いている．ETX のパケット

はその経路では経路切替えが発生しなくなる（図 17

誤り率が高いリンクを回避する経路を構成し，スルー

参照）．以上のことから，ホップ数方式はトラフィック

プットが向上することになる．しかし，遅延時間は考

変動を考慮しないため，また，DLAR 方式はリンクコ

慮されない．また，マルチレートに対応できない．

ストの解像度の低さからトラフィック変動に鈍感であ

MR-LQSR（Multi-Radio Link Quality Source
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Routing）14) は，ETX を拡張して，マルチ無線システ
ムおよびマルチレートに対応したリンクコストを算出

ている．

する．マルチレートはリンクの帯域を計測し，それに基

は，フラットなトポロジでは拡張性に欠如する問題点

づき ETX のリンクコストを修正した ETT（Expected

があることから，階層構造のトポロジを構成する経路

Transmission Time）を算出する．さらに，各無線シ

切替え制御19)〜21) が提案されている．しかし，これ

ステムごとに設定された重みと ETT から，WCETTT

らの方式は大規模なアドホックネットワークにおいて

（Weight Cumulative Expected Transmission Time）

接続性を確保することを目的としており，トラフィッ

を算出し，リンクコストとして用いている．MR-LQSR
も ETT と同様にスループット向上を目的とし，遅延
時間は考慮されない．

一方，アドホックネットワークの経路制御において

ク制御は考慮していない．
すなわち，コグニティブ無線ネットワークにおけるマ
ルチホップアクセス経路のように，基地局へ向かうト

DLAR（Dynamic Load Aware Routing）は，ト

ラフィックが経路上で合流し，一部の経路にトラフィッ

ラフィック制御，負荷分散を目的として，各無線イン

クが集中するトポロジにおいて，トラフィック制御の

タフェースごとに待機するパケット数をリンクコスト

研究は実施されていない．したがって，トラフィック

とする．DLAR で用いられているリンクコストは提

の集中による経路切替えの発振を考慮している方式は

案方式のリンクコストに似ているが，しかし，用いて

見当たらない．

いるパケット数は瞬時値であること，また，処理中の
パケットは考慮されないことの点で異なる．そのため，
提案方式と比較して，通信遅延時間が大きく異なる無

7. お わ り に
本論文では，コグニティブ無線ネットワークにおい

線システム間において，送信レートの低い無線リンク

て，文献 5) に基づき，ネットワークコストを最小化

のコストを低く見積もる傾向がある．

するマルチホップアクセス経路のトラフィック制御方

LBAR（Load-Balancing Ad-hoc Routing）16) は，
パケットサイズを一定，各端末のパケット到着率は同

式を提案し，シミュレーション評価から提案方式の有

一を前提として，ノードを経由するルート数と近傍
ノードを経由するルート数の和をコストとしている．
しかし，前提条件が実環境から乖離しており，またコ

効性を次の点で示した．

• マルチホップアクセス経路において，提案方式は，
ホップ数方式や従来のトラフィック制御を考慮した
方式と比較して，ネットワーク全体のスループッ
トを高く維持しつつ，遅延時間を減少させること

ストの精度が低い．
17)

LSR（Load-Sensitive Routing） は待機パケット
数をメトリックとしている点で，DLAR と同様である
が，当該ノードとその近傍ノードにおいて待機するパ
ケット数の総和をリンクコストとしている．しかし，

DLAR 同様に，MAC における通信遅延時間を考慮し
ていない．
DOSPR（Delay Oriented Shortest Path Routing）

が可能である．

• 端末の最小コスト経路探索および切替えを基地局
によるメタ制御により，トラフィック制御にとも
なう経路切替えの発振現象を抑制できる．
今後は，複数経路同時利用を考慮した経路探索とそ
のトラフィック制御方式を検討する予定である．
謝辞 本研究は，総務省から委託されている「コグ

は，平均パケット処理時間（平均 MAC 遅延時間と平

ニティブ無線通信技術の研究開発」により行われたも

均通信時間の和）をリンクコストとして用いている．

のである．

提案方式のリンクコストと比較すると，DOSPR の
リンクコストはパケットの待機時間とパケット到着率
（リンクの混み具合）が含まれていない．したがって，
トラフィックが多く発生しているリンクのコストを小
さく見積もる可能性が高い．

6.2 経路切替え制御
アドホックネットワークのトラフィック制御は 6.1 節
で述べたが，いずれの方式も，フラットなトポロジで
あること，および，データの送信元と受信先のノード
はネットワーク上にランダムに分散し，トラフィック
の流れは十分にランダム化されていることを前提とし
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