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1 はじめに
Delay/Disruption/Disconnect Tolerant Network-

ing（DTN）は遅延や途絶，不通に耐性のある通信を実

現するための通信技術である．DTNは極端に長い通信

遅延時間や頻繁なパケットロスなど，従来のTCP/IP

通信が想定していない劣悪な条件での通信を現実的な

コストで克服することを目指しており，通信インフラ

が未整備の地域でのサービスに利用できると考えられ

ている．

中でも DTN を利用したインターネットアクセス

サービスは，インフラが未整備の発展途上エリアや採

掘現場などでのインターネットアクセスの実現や，都

市などのインフラが整備されたエリアでも移動体通信

事業者のトラフィックのオフロードなど様々な需要が

あると考えられる．

既存のDTN技術を用いたインターネットアクセス

に関する研究 [1]では，クライアント端末が生成した

リクエストをDTNルーティングによりインターネッ

トに接続されたアクセスポイント（以下AP）へ転送

し，そのAPからサーバレスポンスをDTNルーティ

ングによりクライアントへ配送することで，インター

ネットアクセスを実現している．既存のインターネッ

トアクセス実現方法では，サーバレスポンスはクライ

アントからのリクエストを最初に受信した APのみ

が受け取り，クライアントへ配送している．しかし，

クライアントのリクエストが複数の中継端末を経由し

てAPに転送される場合には，リクエストを受信した

APとクライアント端末が地理的に離れてしまい，結

果としてレスポンスが生成されてからクライアントに

配送されるまでの時間（配送遅延）が増加するという

問題がある．本稿では，クライアント端末への配送確

率に基づき，サーバレスポンスを転送するAPを選択

することで，レスポンスの転送効率を向上させる手法

を提案し，計算機シミュレーションにより評価する．

2 関連研究
Pitkanenらは複数のAPが存在する状況下で，DTN

ルーティングを利用したインターネットアクセス手法

を提案している [1]．DTN環境下でのインターネット

アクセスは，RSSフィードの受信や P2Pファイル受

信，ブログへの投稿など比較的遅延に耐性のあるコン

テンツでの利用に適していると考えられている．以下

に Pitkanenらの既存手法について述べる．

2.1 概要

DTN環境下でのインターネットアクセスでは，図 1

に示すように，エリア内にインターネットアクセス可

能な複数のAPを設置し，クライアントがリクエスト

をDTNルーティングにより転送することで，APを介
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図 1: 既存手法でのインターネットアクセス

したインターネットアクセスを実現する．インターネッ

トへデータを要求するクライアントノードは，DTN

ルーティングによりデータのリクエストメッセージを

転送する．リクエストメッセージを受信した APは，

インターネット上のサーバからリクエストメッセー

ジに対応するレスポンスメッセージを取得し，DTN

ルーティングにより，そのレスポンスメッセージをク

ライアントノードに配送する．このような動作によ

り，DTN環境下でのインターネットアクセスを実現

できる．

既存手法では，レスポンスメッセージの中継転送に

よる配送率の向上及び配送遅延の削減のための拡張

として，地理的に近い k − 1 個の近傍 AP へレスポ

ンスメッセージを複製することを提案している．イ

ンターネット上のサーバがレスポンスメッセージを転

送する場合，レスポンスメッセージの複製を地理的に

近い k− 1個の APに転送する．その後，k個の AP

がDTNルーティングにより，レスポンスメッセージ

をモバイルノードに配送する．この複製により，レス

ポンスメッセージがリクエストメッセージを受信し

た APだけでなく，その k近傍の AP近辺のエリア

にも拡散するため，宛先ノードへの配送遅延が削減で

きる．

2.2 問題点

既存手法では，レスポンスメッセージの配送遅延を

削減するために，リクエストメッセージの転送遅延が

大きい場合に k近傍のAPへレスポンスメッセージを

転送していた．しかし，リクエストメッセージが複数

のノードを中継して転送された場合には，リクエスト

メッセージを送信したノードが，リクエストメッセー

ジを受信するAPから地理的に離れてしまう場合があ

る．このような場合，仮にリクエストメッセージを受

信した APの k近傍の APにレスポンスメッセージ

の複製を転送したとしても，リクエストメッセージを

送信したノードが k近傍の APいずれとも離れてし

まう場合がある．その結果，レスポンスメッセージが

宛先ノードに届くまでの配送遅延が増加してしまう．
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レスポンスメッセージの配送遅延の増加は，サービス

の品質に大きな影響を与えるため，配送遅延の削減手

法が必要である．またレスポンスメッセージの複製が

複数のAPに送信される場合，複製を保持するノード

の数が増加し，それらのノードのストレージやノード

間の帯域を圧迫してしまう．

3 提案手法
提案手法では，配送遅延の短縮，配送率の向上を

実現するために，エリア内に存在する複数の APか

ら，宛先ノードへの配送確率に応じて，レスポンス

メッセージを転送するAPを適切に選択する手法を提

案する．

3.1 概要

提案手法では，PRoPHET v2 Routing[2]に基づき，

各ノードは他のノードと接続した際に，ノード間の配

送確率を算出する．APも同様に他のノードと接続し

た場合に，配送確率の情報を更新し，更新した配送確

率の情報を，すべての APを管理するサーバに集約

させる．サーバはレスポンスメッセージ転送時に，宛

先ノードへの配送確率を参照し，配送確率が最も高い

APにレスポンスメッセージを転送する．また，ノー

ドの移動により配送確率が変化し，宛先ノードへの配

送確率が最も高いAPが替わった場合には，配送確率

の最も高くなったAPに対して，レスポンスメッセー

ジの複製を転送する．これにより，時間経過に追従し

たレスポンスメッセージ転送 AP選択を実現する．

4 評価実験
評価実験ではHTTP通信を想定したアプリケーショ

ンの評価を行った．最大レスポンスメッセージサイズ

を 1および 5[MB]，モバイルノードのストレージ容

量を 10[MB]から 50[MB]で 10ずつそれぞれ変化さ

せて評価した．評価結果を図 2，図 3に示す．

図 2より，提案手法はレスポンスメッセージサイズ

が小さいケースでは配送遅延，配送率ともに既存手法

とほとんど変わらないか，悪化していることが確認で

きる．このようなケースでは，たとえ宛先ノードへの

配送確率が高くないAPにレスポンスメッセージを転

送したとしても，レスポンスメッセージが短時間で広

い範囲に拡散されるため，宛先ノードへ配送できたと

考えられる．しかし，レスポンスメッセージサイズが

大きい図 3では，提案手法は既存手法（k=1）よりも

配送遅延が削減され，配送率が向上されていることが

確認できる．これらのケースではレスポンスメッセー

ジサイズが大きいため，メッセージの転送に時間がか

かる．DTN環境ではノードの移動などにより通信の

切断が頻繁に起きるため，ノード間の接続が持続する

時間は短かくなる．そのため，複数のノードを中継し

て転送されるレスポンスメッセージ数が減少し，レス
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図 2: レスポンスメッセージ配送率，配送遅延
（レスポンスメッセージサイズ 1MB）
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図 3: レスポンスメッセージ配送率，配送遅延
（レスポンスメッセージサイズ 5MB）

ポンスメッセージがレスポンスメッセージ転送AP近

辺の狭い範囲のみに留まる．既存手法では，リクエス

トメッセージの転送遅延が大きい場合，地理的に離れ

たAPの近辺にリクエストメッセージに対応するレス

ポンスメッセージが留まり，レスポンスメッセージが

宛先ノードに届く可能性が低くなったと考えられる．

また図 3では，提案手法は既存手法（k=3）と比較し

てレスポンスメッセージの配送率が向上しているこ

とが確認できる．既存手法（k=3）では，リクエスト

メッセージを受信したAP近傍の複数のAPにレスポ

ンスメッセージを転送するため，ノードのストレージ

やノード間の帯域を圧迫し，配送率が低下したと考え

られる．提案手法では，宛先ノードへの配送確率が最

も高いAPにレスポンスメッセージが転送されたこと

で，AP近辺の範囲に留まったとしても，宛先ノード

もその近くに存在する可能性が高いため，レスポンス

メッセージの配送率の向上及び配送遅延の短縮を実現

できたと考えられる．

5 まとめ
本稿では，DTN環境下でのインターネットアクセ

スにおいて，宛先ノードへの配送確率に応じてレスポ

ンスメッセージを転送するAPを選択することで，配

送遅延の削減及び配送率の向上を実現する手法を提

案した．提案手法を計算機シミュレーションにより評

価したところ，リクエストメッセージを受信したAP

がレスポンスメッセージを転送する既存手法よりも，

配送遅延が削減され，配送率が向上されていることを

確認した．
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