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(57)【要約】
【課題】
従来のテーブル駆動型や蓄積転送型のルーティングよ
りも効率的なスター型のネットワーク接続トポロジに基
づくルーティング方式において、３ホップ以上のマルチ
ホップ通信を実現することができる通信制御方法および
移動端末を提供する。
【解決手段】
グループの解散／再構成の反復実行によって、グルー
プ解散以前から移動端末内に蓄積されていた転送データ
を、グループ外から新たにグループ仲間になった移動端
末に中継する動作が何度でも繰り返し実行される。その
結果、本発明は、スター接続型ルーティング方式におけ
る中継ホップ数の上限（２ホップ）を超えて転送データ
を中継転送するためのマルチホップ通信を実現する。
【選択図】図４

10

(2)

JP WO2016/002404 A1 2016.1.7

【特許請求の範囲】
【請求項１】
２個以上の移動端末の中から選出された中継端末および前記中継端末と接続する一つ以
上の移動端末から成る端末グループを単位としてパケットの端末間通信が中継される無線
網において：
第１端末グループ内における端末間の通信アクティビティが所定の閾値を下回ったこと
が前記第１端末グループ内のいずれかの端末により判定された場合、前記第１端末グルー
プ内のいずれかの端末が、移動端末毎に算出された優先度に基づいて新たな中継端末を選
出した上で前記第１端末グループを解散するステップ；および、
前記選出された新たな中継端末と無線接続可能な移動端末と共に、前記選出された新た
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な中継端末が第２端末グループを形成し、前記第２端末グループ内の各移動端末に通信を
開始させるステップ、
を反復的に実行する通信制御動作を具備する通信制御方法であって、
前記優先度は、前記第１端末グループの解散と前記第２端末グループの形成を介して不
特定多数の移動端末間での前記パケットの拡散効率を改善するように算出され、
前記第１と第２の端末グループ内において前記中継端末と接続する移動端末は、前記中
継端末との間の通信経路が所定の安定性条件を充足することを特徴とする通信制御方法。
【請求項２】
前記優先度は、各移動端末を新たな中継端末として形成される第２端末グループに対し
て前記第１端末グループの外から新たに参加する移動端末の個数に応じて算出される、
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ことを特徴とする、請求項１記載の通信制御方法。
【請求項３】
前記優先度を前記算出する動作は：
前記第１端末グループの外から前記第１端末グループ内の各移動端末に１ホップで無線
接続可能な移動端末の個数を前記第１端末グループ内の各移動端末毎に算出する動作；お
よび、
前記移動端末毎に算出した個数を、前記移動端末毎の優先度の値として設定する動作；
を含み、
前記新たな中継端末を前記選出する動作は、前記中継端末が前記第１端末グループ内の
移動端末毎に優先度の値を収集し、前記第１端末グループの中から前記優先度の値が最大
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となる移動端末を前記新たな中継端末として選出する動作を含むことを特徴とする、請求
項２記載の通信制御方法。
【請求項４】
前記優先度は、端末グループを単位とする前記パケットの端末間通信によって端末グル
ープ内の各移動端末内に蓄積されたパケットの個数に応じて算出されることを特徴とする
、請求項１記載の通信制御方法。
【請求項５】
前記移動端末毎の優先度を算出する命令を、前記第１端末グループ内において各移動端
末が前記中継端末から受信したことに応答して、前記優先度を前記算出するために、前記
各移動端末は：
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端末グループを単位とする前記パケットの端末間通信によって端末グループ内の各移動
端末内に蓄積されたパケットの個数を前記第１端末グループ内の各移動端末毎に算出する
動作；および、
前記移動端末毎に算出した前記パケットの個数を、前記移動端末毎の優先度の値として
設定する動作；
を実行するように構成されることを特徴とする、請求項４記載の通信制御方法。
【請求項６】
前記優先度は、端末グループ内において前記中継端末を中心とした各移動端末の相対的
な位置に応じて算出され、端末グループ内における各移動端末と前記中継端末との間のホ
ップ数又は距離が大きいほど、高い優先度が算出されることを特徴とする、請求項１記載
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の通信制御方法。
【請求項７】
前記移動端末毎の優先度を算出する命令を、前記第１端末グループ内において各移動端
末が前記中継端末から受信したことに応答して、前記優先度を前記算出するために、前記
各移動端末は：
前記第１端末グループ内の各移動端末毎の前記優先度として、端末グループ内において
前記中継端末を中心とした各移動端末の相対的な位置に応じて前記優先度を算出する動作
であって、端末グループ内における各移動端末と前記中継端末との間のホップ数又は距離
が大きいほど、高い優先度が算出される、動作；および、
前記移動端末毎に算出した前記移動端末毎の優先度の値を自端末内に設定する動作；
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を実行するように構成されることを特徴とする、請求項６に記載された通信制御方法。
【請求項８】
前記優先度は、各移動端末の過去一定時間内に参加したグループへの平均参加継続時間
Ｓ[sec]、各移動端末の過去一定時間内の転送データの送信時間もしくは受信時間の平均
時間Ａ[sec]、または、これら２つの時間を、パラメータＷで重み付けを行って、優先度
Ｐ＝Ｗ×Ｓ＋（１−Ｗ）×Ａ（Ｗは１〜０の値）として求めたものから成ることを特徴と
する、請求項１記載の通信制御方法。
【請求項９】
前記移動端末毎の優先度を算出する命令を、前記第１端末グループ内において各移動端
末が前記中継端末から受信したことに応答して、前記優先度を前記算出するために、前記
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各移動端末は：
前記第１端末グループ内の各移動端末毎の前記優先度として、各移動端末の過去一定時
間内に参加したグループへの平均参加継続時間Ｓ[sec]、各移動端末の過去一定時間内の
転送データの送信時間もしくは受信時間の平均時間Ａ[sec]、または、これら２つの時間
を、パラメータＷで重み付けを行って、優先度Ｐ＝Ｗ×Ｓ＋（１−Ｗ）×Ａ（Ｗは１〜０
の値）として求めたものを算出する、動作；および、
前記移動端末毎に算出した前記移動端末毎の優先度の値を自端末内に設定する動作；
を実行するように構成されることを特徴とする、請求項８に記載された通信制御方法。
【請求項１０】
前記選出された新たな中継端末が前記第２端末グループを前記形成する動作は、前記中
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継端末から送出された端末発見信号に応答した移動端末のうち、前記中継端末との間の地
理的な直線距離および／または前記中継端末との間の通信経路のホップ数が所定の閾値を
下回る移動端末のみを前記中継端末と接続させることによって、端末グループを形成する
動作を具備することを特徴とする、請求項１乃至請求項９の中のいずれか一項に記載され
た通信制御方法。
【請求項１１】
前記選出された新たな中継端末が前記第２端末グループを前記形成する動作は、前記中
継端末から送出された端末発見信号に応答した移動端末の各々について：
前記中継端末との間で診断用ビーコンを複数回にわたって往復させる段階；
前記診断用ビーコンの通信成功率および／または前記診断用ビーコンの平均ラウンド・
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トリップ時間を計測する段階；および、
前記通信成功率および／または前記平均ラウンド・トリップ時間が所定の閾値を下回る
場合にのみ、前記中継端末との接続を許可する段階；
を具備することを特徴とする、請求項１乃至請求項１０の中のいずれか一項に記載され
た通信制御方法。
【請求項１２】
前記無線網内において前記端末グループが一つも形成されていない初期状態においては
、前記無線網内の移動端末の各々が、自端末の優先度を算出した上で、他の移動端末との
間で前記算出した優先度を交換し合い、
移動端末毎に算出される前記優先度は、各移動端末に１ホップで無線接続可能な状態の
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他の移動端末の個数に応じて算出され、
前記無線網内の移動端末の中で、自端末の前記優先度が最高であると判定した移動端末
が、前記初期状態から最初に形成される端末グループの中継端末としての動作を開始する
、
ことを特徴とする、請求項１乃至請求項１１の中のいずれか一項記載の通信制御方法。
【請求項１３】
各移動端末は通信用のチャネルを複数有し、他の移動端末との間で多重通信を行うよう
構成されており、分割された各周波数領域および／または各時間領域を各チャネルに割り
当てると共に、各チャネルを互いに異なる用途の通信に使用するよう設定されていること
を特徴とする、請求項１乃至請求項１２の中のいずれか一項記載の通信制御方法。
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【請求項１４】
２個以上の移動端末の中から選出された中継端末および前記中継端末と接続する一つ以
上の移動端末から成る端末グループを単位としてパケットの端末間通信が中継される無線
網において動作する移動端末であって：
移動端末の通信動作を制御する制御部；および、
他の移動端末との間でデータを送受信する無線送受信部；
を具備し、第１端末グループ内において自端末が前記中継端末として選出されているな
らば、前記制御部は、
前記第１端末グループ内において端末間の通信アクティビティが所定の閾値を下回ると
判定した場合、前記第１端末グループ内の各移動端末に対して移動端末毎の優先度を算出
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する命令を送出するように前記無線送受信部に指示する動作；および、
前記第１端末グループ内において移動端末毎に算出した優先度を各移動端末から収集し
、前記収集された優先度に基づいて選出した移動端末に対して、新たな中継端末として選
出された旨の通知を送出するように前記無線送受信部に指示する動作；
を実行するように構成され、
前記優先度は、前記第１端末グループの解散と前記第２端末グループの形成を介して不
特定多数の移動端末間での前記パケットの拡散効率を改善するように算出され、
前記第１と第２の端末グループ内において前記中継端末と接続する移動端末は、前記中
継端末との間の通信経路が所定の安定性条件を充足することを特徴とする、移動端末。
【請求項１５】
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前記第１端末グループ内において自端末が前記中継端末として前記選出されていないな
らば、前記制御部は、
前記無線送受信部を介して前記通知を受信した際に、第２端末グループを形成するため
に他の移動端末に対して端末発見信号を送出するように、前記無線送受信部に指示する動
作；および、
前記無線送受信部を介して前記新たな中継端末から前記端末発見信号を受信した際に、
前記無線送受信部を介して自端末を前記新たな中継端末に無線接続する動作；
を実行するようにさらに構成されていることを特徴とする、請求項１４記載の移動端末
。
40
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、移動端末間における新規なパケット中継制御方式に関し、より具体的には、
無線アクセス・ポイントを介さずに移動端末間でEnd‑To‑End通信を行う際の信頼性や効率
を改善するために移動端末間で実行されるパケット中継制御方式の通信制御方法および移
動端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、例えば、無線アドホック・ネットワークのように無線アクセス・ポイントを介さ
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ずに移動端末間でEnd‑To‑End通信を行うための技術が知られてきている。無線アクセス・
ポイントを介さずに移動端末間でEnd‑To‑End通信を行うためのパケット中継制御に関して
現在広く知られている実現方式は、「テーブル駆動型（例えば、下記の非特許文献１と非
特許文献２を参照）」および「蓄積転送型（例えば、下記の非特許文献３と非特許文献４
を参照）」に大別される。
【０００３】
上述した蓄積転送型のパケット中継方式においては、データを蓄積している中継移動端
末が近隣の２つ以上の移動端末と同時に無線通信可能な状態であり、これら２つ以上の移
動端末を隣接ノードとして有している場合、データが最終宛先へ到達する確率を高めるた
めに以下の経路制御方式を採用している。すなわち、データを蓄積した各中継移動端末が
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複数の隣接ノードにデータの複数のコピーを転送するデータ中継動作が順次繰り返され、
相互に通信可能な移動端末間でデータの多数のコピーを拡散させる。このようなデータ拡
散の仕組みは、感染型経路制御（Epidemic Routing）、評価型経路制御（Estimation Rou
ting）または符号化型経路制御（Coding Routing）などとして知られている（例えば、下
記の非特許文献９乃至非特許文献１１を参照）。
【０００４】
また、非特許文献５乃至非特許文献８が開示する「スター接続型のパケット中継方式」
は、上述した蓄積転送型のパケット中継方式において、端末グループを単位として移動端
末間の通信を制御するように改変した改良型の方式である。また、スター接続型のパケッ
ト中継方式においては、端末グループ毎に、親ノード端末であるグループ・オーナー（Ｇ
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Ｏ：Group Owner）を中心として子ノード端末となる他の一つ以上の移動端末が無線接続
することによりスター型のネットワーク接続トポロジが形成される。
【０００５】
上記のように無線アクセス・ポイントを介さずに移動端末間通信を行うための無線ネッ
トワーク環境においては、多種多様なパケット中継方式を使用する形でネットワーク運用
がされることが今後予想される。上述した多種多様なパケット中継方式には、テーブル駆
動型および蓄積転送型などが含まれ、当該蓄積転送型の方式においては、パケットを中継
転送するための経路制御方式として感染型経路制御（Epidemic Routing）、評価型経路制
御（Estimation Routing）または符号化型経路制御（Coding Routing）などの様々な方式
が使用される。その結果、上述した無線ネットワーク環境において、移動端末間の伝送デ
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ータのパケット中継制御をシームレスに実現することを目的として、互いに異なるパケッ
ト中継制御方式同士の間で互いに連携動作する形で、ネットワーク運用がされることも今
後予想される。また、データを中継転送する移動端末の各々は、自端末が置かれている状
況（例えば、無線チャネル状態の安定性、端末モビリティまたは周辺エリア内の端末密度
など）の変化に応じて適切なパケット中継制御方式に切り替えながらパケット中継動作を
継続することが必要となるだろう。
【０００６】
上述した無線ネットワーク環境において、上述した様々なパケット中継方式を状況に応
じて適切に使い分けたり、組み合わせて使用したとしても、以下のような問題が依然とし
て残る。すなわち、各方式に起因する通信の到達性の問題、通信容量のスケーラビリティ
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の問題および通信の効率化や端末電力の消費効率の最適化の問題が依然として解決されな
い。具体的には、以下のとおりである。
【０００７】
（１）テーブル駆動型の中継方式においては、各移動端末のモビリティが高くなり、移
動端末間の無線チャネル状態が不安定になってくると、ネットワーク全体のトポロジが不
安定化するので、End‑To‑Endにおけるパケット到達失敗率は急激に増加する。すなわち、
テーブル駆動型のパケット中継転送方式においては、End‑To‑End通信経路が非常に不安定
化する状況が生じ得る。
【０００８】
（２）テーブル駆動型の中継方式では、複数の移動端末相互間で常にルーティング情報
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を交換し合うことによる端末バッテリーの著しい消耗や通信容量の圧迫が生じる。
【０００９】
（３）蓄積転送型の中継方式においては、End‑To‑Endでのデータ転送に関してランダム
で制限のない通信遅延が発生し得る。しかも、パケットが最終宛先に到達するまでEnd‑To
‑Endの通信経路が決まらない蓄積転送型のパケット中継転送方式では、End‑To‑Endにおけ
るパケットの到達を保証することは通信状態の良否に関わらず不可能である。
【００１０】
（４）中継転送される通信量が、各中継端末上のバッファ・メモリ容量に応じてサポー
ト可能な通信容量の上限を超えると、転送データが当該バッファ・メモリから溢れてしま
うので、蓄積転送型のパケット中継転送方式においては中継転送データのドロップが発生
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し得る。
【００１１】
（５）蓄積転送型の方式が採用する経路制御方式として上記において例示した感染型経
路制御（Epidemic Routing）、評価型経路制御（Estimation Routing）または符号化型経
路制御（Coding Routing）などの方式は、以下の問題点を有する。すなわち、これらの経
路制御方式は、データが最終宛先へ到達する確率を高めることができる反面、ネットワー
ク内の多数の中継移動端末間で同時並列的に非常に多数のデータ転送が発生し、通信の効
率や端末消費電力の効率を低下させてしまう。
【００１２】
上述した（１）〜（５）の問題点に共通する点として、無線ネットワーク内におけるパ
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ケットの送信元端末から最終宛先端末に至るEnd‑To‑End通信経路のホップ数が長くなれば
長くなるほど、以下の問題が生じる。つまり、テーブル駆動型の中継方式を使用する場合
、無線ネットワーク内の無線チャネル状態や電波状況が理想的な状態に維持されていない
限り、その通信経路が安定して存在する期間が短くなったり安定に維持されている確率が
低くなってしまうという問題が生じる。また、蓄積転送型の中継方式を使用する場合、En
d‑To‑End通信経路のホップ数が長くなれば長くなるほど、パケットが最終宛先に到達する
確率が低下し、到達に要する通信遅延時間が増加するという問題が生じる。
【００１３】
他方、上述した「スター接続型の中継方式」においては、以下の理由により、テーブル
駆動型と蓄積転送型に関する上記のとおり検討した種々の問題点の多くが克服される。
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【００１４】
「スター接続型の中継方式」においては、ネットワーク全体のトポロジが非常に単純な
スター型トポロジに単純化される。そのため、この方式においては、移動端末上で実行さ
れるパケットの中継転送制御が単純化されるだけでなく、移動端末上のＣＰＵによるパケ
ット中継転送制御の処理負担も軽くなる。さらに、この方式においては、端末グループ内
の移動端末同士の間でデータを共有するために実行する必要があるメッセージ送受信回数
は、「テーブル駆動型」や「蓄積転送型」と比較して非常に少なくすることが出来る。そ
の結果、端末グループ内の移動端末同士の間でデータを共有する際に端末グループ内の各
移動端末が消費する端末電力を節約することが可能となる。このような利点は、「スター
接続型の中継方式」に限らず、多数の移動端末を端末グループ毎にグループ化し、端末グ
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ループ毎にグループ内での端末間通信によるパケット中継転送を行う中継方式に共通の利
点である。以下、上記のように多数の移動端末を端末グループ毎にグループ化し、端末グ
ループ毎に端末間通信を行う中継方式を「端末グループに基づく中継方式」と呼ぶことに
する。
【００１５】
上述した「端末グループに基づく中継方式」においては、パケットの送信元端末から最
終宛先端末に至るEnd‑To‑End通信経路は、送信元端末が属する端末グループの外縁より先
には伸びない。つまり、当該End‑To‑End通信経路のホップ数は、送信元端末が属する端末
グループのサイズに依存し、端末グループのサイズとは、端末グループの外縁に位置する
子ノード端末から親ノードであるＧＯに至る通信経路のホップ数の最大値である。
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【００１６】
「端末グループに基づく中継方式」においては、送信元端末を中心とする周辺エリア内
における無線チャネル状態、電波状況、他の移動端末の存在密度や地理的配置状況に応じ
て端末グループのサイズを適切に選択することが可能である。そこで、端末グループのサ
イズを上記のような状況に応じて適切に選択することにより、End‑To‑End通信経路のホッ
プ数の上限を状況に応じて適切に制限することが出来る。その結果、End‑To‑End通信経路
のホップ数が長くなることに伴う上述した問題を回避することが出来る。
【００１７】
従って、近年の無線ネットワーク環境においては、「テーブル駆動型」や「蓄積転送型
」の方式に見られる通信容量のスケーラビリティ、通信の効率化、端末電力の消費効率の
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最適化およびEnd‑To‑End通信経路の安定性の問題を解決可能なパケット中継方式として、
「端末グループに基づく中継方式」が有望とされている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】RFC3626

Optimized Link State Routing Protocol (OLSR)

In

ternet Engineering Task Force, 2003年10月
【非特許文献２】RFC3561

Ad hoc On‑Demand Distance Vector (AODV) Routing

Internet Engineering Task Force, 2003年７月
【非特許文献３】RFC4838

Delay‑Tolerant Networking Architecture

Internet Eng
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ineering Task Force, 2007年４月
【非特許文献４】RFC5050

Bundle Protocol Specification

Internet Engineering Ta

sk Force, 2007年11月
【非特許文献５】Wi‑Fi Direct、 http://www.wi‑fi.org/discover‑and‑learn/wi‑fi‑dir
ect、 Wi‑Fi Alliance.
【非特許文献６】LTE Direct、 http://www.qualcomm.com/solutions/wireless‑networks
/technologies/lte/lte‑direct、 Qualcomm Incorporated.
【非特許文献７】Zigbee（登録商標）、 http://www.zigbee.org/ 、Zigbee Alliance.
【非特許文献８】Bluetooth（登録商標）、http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth‑
Home.aspx 、Bluetooth.com
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【非特許文献９】落合秀也他：「DTN環境を想定したトポロジ変化に強いメッセージルー
ティング」、情報処理学会論文誌第50巻、第９号、第2312ページから第2326ページ、2009
年９月
【非特許文献１０】鶴正人他著：「ＤＴＮ技術の現状と展望」、電子情報通信学会、通信
ソサイエティマガジン、Ｎｏ．１６、2011年春号
【非特許文献１１】A. Lindgren, A. Doria and O. Schelen著：「Probabilistic Routin
g in Intermittently Connected Networks」Mobile Computing and Communications Revi
ew, vol. 7, no. 3, pp. 19‑20, Jul. 2003
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１９】
しかしながら、各移動端末を端末グループ毎にグループ化し、これらの端末同士をグル
ープ・オーナー（ＧＯ：Group Owner）を中心とした接続トポロジによって相互接続しよ
うとすると、以下の問題が生じる。上記のようなネットワーク接続トポロジに基づいて端
末グループ単位で通信を中継する方式では、データを転送可能な最大のホップ数は、端末
グループのサイズによって制限されてしまう点が問題である。言い換えると、上記のよう
なネットワーク接続トポロジに基づいて端末グループ単位で通信を中継転送する「端末グ
ループに基づく中継方式」では、End‑To‑Endのパケット中継転送動作が端末グループ内に
閉じられており、所定ホップ数以上のマルチホップ通信が実現できない点が問題である。
【００２０】
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例えば、「端末グループに基づく中継方式」の一例として上述した「スター接続型の中
継方式」を仮定する。スター型のネットワーク接続トポロジに基づいて端末グループ単位
で通信を中継する方式では、データを転送可能な最大のホップ数は、２ホップまでである
点が問題である。言い換えると、スター型のネットワーク接続トポロジに基づいて端末グ
ループ単位で通信を中継転送する方式では、End‑To‑Endのパケット中継転送動作が端末グ
ループ内に閉じられており、３ホップ以上のマルチホップ通信が実現できない点が問題で
ある。
【００２１】
以上から、上述した無線ネットワーク環境において、パケット中継方式として上述した
「端末グループに基づく中継方式」を使用したとしても、当該方式に起因する通信の到達
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性の問題が依然として解決されない。
【００２２】
上述した問題点に鑑み、本発明は、上記のようなネットワーク接続トポロジに基づいて
端末グループ単位で通信を中継する「端末グループに基づく中継方式」をパケット中継方
式として採用すると同時に、所定ホップ数の制限を超えて任意のホップ数にわたってデー
タ中継転送が可能なマルチホップ通信を実現することができる通信制御方法および移動端
末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
本発明に係る通信制御方法は、２個以上の移動端末の中から選出された中継端末および
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前記中継端末と接続する一つ以上の移動端末から成る端末グループを単位としてパケット
の端末間通信が中継される無線網において：第１端末グループ内において、端末間の通信
アクティビティが所定の閾値を下回ると前記中継端末が判定した場合、移動端末毎に算出
された優先度に基づいて前記中継端末が新たな中継端末を選出した上で前記第１端末グル
ープを解散するステップ；および、前記選出された新たな中継端末と無線接続可能な移動
端末と共に、前記選出された新たな中継端末が第２端末グループを形成し、前記第２端末
グループ内の各移動端末に通信を開始させるステップ、を反復的に実行する通信制御動作
を具備する通信制御方法であって、前記優先度は、前記第１端末グループの解散と前記第
２端末グループの形成を介して不特定多数の移動端末間での前記パケットの拡散効率を改
善するように算出され、前記第１と第２の端末グループ内において前記中継端末と接続す
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る移動端末は、前記中継端末との間の通信経路が所定の安定性条件を充足することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００２４】
以上より、本発明においては、例えば、既存のグループの解散と再構築によって今まで
グループ外であった移動端末が解散前の中継データを蓄積している移動端末と新たにグル
ープ仲間になるので、当該中継データが再構築後の新グループ内において当該新たにグル
ープ仲間になった端末に中継転送される。従って、本発明においては、グループの解散／
再構成の反復実行によって、グループ解散以前から移動端末内に蓄積されていた転送デー
タを、グループ外から新たにグループ仲間になった移動端末に中継する動作が何度でも繰
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り返し実行される。その結果、本発明は、端末グループ毎に端末間通信を行う中継転送方
式における中継ホップ数の上限（例えば、２ホップ）を超えて任意のホップ数にわたって
転送データを中継転送するためのマルチホップ通信を実現することが可能となる。
【００２５】
その際、例えば本発明においては、グループ解散の直前におけるグループ外の隣接ノー
ド端末数が最も多い移動端末を再構築後のグループのＧＯとするので、ＧＯから見た場合
に、グループ再構築後に、グループ外から新たにグループ仲間に加わる端末個数を最大化
することが出来る。隣接ノード端末とは、自端末が発した近隣探索ビーコンに応答したこ
とにより、自端末に対して次ホップ・ノードとして無線接続されることが可能な近隣の移
動端末である。その結果、本発明においては、上述したグループの解散と再構築を繰り返
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すプロセスにおいて、上述したグループ内中継転送による蓄積データの拡散効率と拡散速
度を最大化することが可能となる。
【００２６】
その結果、本発明は、多種多様なパケット中継転送方式と併用することにより、上述し
た通信の到達性、通信容量のスケーラビリティおよび通信の効率化や端末電力の消費効率
の最適化に関する問題を解決可能な仕組みを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ＭＡＮＥＴ網において、経路ホップ数の増加に伴ってEnd‑To‑End送信が失敗する
確率が増加するシナリオを説明する図である。
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【図２】ＤＴＮ網において、単位時間あたりのEnd‑To‑End伝送情報量の増加に伴って通信
経路上でデータ・ドロップの発生も増加するため、End‑To‑Endで単位時間あたりに送信可
能な情報量が制限されるシナリオを説明する図である。
【図３】スター型ＤＴＮ網においてパケット中継転送可能なホップ数の上限が２ホップま
でに限定されるシナリオを説明する図である。
【図４】MANET標準に基づくパケット中継転送制御プロトコルとDTN標準に基づくパケット
中継転送制御プロトコルとが混在した形で運用されるアドホック・ネットワークの一例を
示す図である。
【図５】MANET端末間において、ルーティング制御テーブルを使用したパケット中継とル
ーティング情報の交換を実行するネットワーク層とそれより下位のプロトコル層を示す図
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である。
【図６】DTNに基づくパケット中継転送制御の例として、Internet Engineering Task For
ceのRFC5050において標準化がされているパケット中継転送制御を例示する図である。
【図７】本発明に係る移動端末の構成例として、移動端末100の構成を複数の回路モジュ
ールから構成されるハードウェア構造として表した図である。
【図８】本発明に係る移動端末の（ａ）第１の作動状態における構成例、（ｂ）第２の作
動状態における構成例として、移動端末100内の構成を抽象的な機能ブロックの集まりと
して表した図である。
【図９】本発明に係る移動端末の構成例として、複数のソフトウェア構成要素および複数
のデータ構造によって構成される移動端末100内のソフトウェア構造を表した図である。
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【図１０】MANET‑DTN間の切り替え機能の例示のために、複数の移動端末100‑(a)乃至100‑
(k)および無線アクセス・ルータ200から形成される無線アドホック・ネットワークを表す
図である。
【図１１】MANETモードとDTNモードとの間でパケット中継転送制御の実行を切り替える動
作の流れを説明するフローチャートである。
【図１２】グループの解散／再構成のプロセスを介してデータが拡散するシナリオを説明
する図である。
【図１３】感染（Epidemic）型経路制御における複製配布制御の効果を説明する図である
。
【図１４】感染（Epidemic）型経路制御における複製配布制御の効果を説明する図である
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。
【図１５】評価（Estimation）型経路制御における複製配布制御の効果を説明する図であ
る。
【図１６】評価（Estimation）型経路制御における複製配布制御の効果を説明する図であ
る。
【図１７】符号化（Coding）型経路制御における複製配布制御の効果を説明する図である
。
【図１８】符号化（Coding）型経路制御における複製配布制御の効果を説明する図である
。
【図１９】本実施の形態に係る第２実施例における端末グループ形成の様子を示す図であ

50

(10)

JP WO2016/002404 A1 2016.1.7

る。
【図２０】初期状態におけるIntent Valueの決定法を説明する図である。
【図２１】既存のグループが一旦解散され、新たなグループを再構築しようとする際のIn
tent Valueの決定法を説明する図である。
【図２２】自端末の通信可能範囲内に２つ以上のＧＯ（グループ・オーナー）が同時に存
在する場合において自端末から何れか一つのＧＯに選択的に接続するシナリオを説明する
図である。
【図２３】本実施の形態に従い、初期状態において実行される一連の処理動作を説明する
フローチャートである。
【図２４】本実施の形態に従い、グループ解散／再構築の反復実行プロセスが開始された
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後の一連の処理動作を説明するフローチャートである。
【図２５】本実施の形態に従い、グループ形成後のグループ内通信の制御動作を説明する
フローチャートである。
【図２６】本実施の形態に従うパケット中継転送制御を実行する各移動端末の動作状態の
遷移を示す状態遷移図である。
【図２７】本実施の形態に関して図２６に示した状態遷移図において、各状態遷移の発生
に必要なトリガー条件を説明する表である。
【図２８】同一の端末グループ内でＭＡＮＥＴモード端末とＤＴＭモード端末とが直接通
信するネットワーク構成を示す図である。
【図２９】本実施の形態と従来技術（ＭＡＮＥＴおよびＤＴＮ）との比較について説明す
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る図である。
【図３０】本実施の形態と従来技術（ＭＡＮＥＴおよびＤＴＮ）との比較について説明す
る図である。
【図３１】本実施の形態と従来技術（ＭＡＮＥＴおよびＤＴＮ）との比較について説明す
る図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
無線基地局や無線アクセス・ポイントが未整備の山間部、離島などの地域において、あ
るいは地震や台風などの災害により無線基地局や無線アクセス・ポイントが損壊した地域
においては、通信事業者などが提供する移動端末用の無線ネットワーク通信基盤が一切利
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用できない。そのため、そのような無線ネットワーク通信基盤を一切使用することなく移
動端末同士の間で直接無線通信することを可能とする技術が必要とされる。そのような技
術の一例として、アドホック・ネットワーク技術が挙げられる。
【００２９】
アドホック・ネットワーク・システムとは、携帯電話における基地局に代表されるよう
な集中制御局を必要とせずに、複数の移動端末の各々が周囲の所定の範囲内にある通信可
能な他の移動端末とデータ通信し、送信元の移動端末から送信先の移動端末まで途中の移
動端末がデータをバケツリレーのように順次中継することで遠方までのデータ通信を可能
とする技術である。現在、アドホック・ネットワークを形成するための多くのパケット中
継転送制御プロトコル(アドホック・ルーティング制御プロトコル)として上記の非特許文
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献１乃至非特許文献８に記載されたパケット中継転送プロトコルやその関連技術が提案さ
れている。
【００３０】
これらの移動端末間パケット中継転送技術に共通しているのは、移動端末同士の間で協
調してマルチホップ通信を実現する点である。その結果、上記のような移動端末間パケッ
ト中継転送技術は、無線基地局などに依存せずに相互に通信可能な複数の移動端末同士が
集まって自律的に無線ネットワークを構築することを可能にする。また、上記のような移
動端末間パケット中継転送技術は、相互に通信可能な複数の移動端末同士が集まって状況
に応じた適切なネットワーク・トポロジを柔軟に形成することを可能にする。
【００３１】
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本実施の形態が実現される無線ネットワーク環境は、無線アクセス・ポイントや基地局
を介さずに移動端末同士が自律的にネットワークを形成し、移動端末間で相互に通信しあ
う無線ネットワーク環境である。同時に、本実施の形態が実現される無線ネットワーク環
境は、多種多様なパケット中継方式が動作するネットワーク環境である。上述した多種多
様なパケット中継方式には、以下において後述するテーブル駆動型、蓄積転送型（転送制
御のために感染型経路制御（Epidemic Routing）、評価型経路制御（Estimation Routing
）または符号化型経路制御（Coding Routing）などを使用する場合を含む）およびスター
接続型の中継方式が含まれる。
【００３２】
本実施の形態においては、上述した無線通信ネットワーク環境において、移動端末を端

10

末グループ毎にグループ化し、端末グループ毎に端末間通信を行う中継方式（端末グルー
プに基づく中継方式）を採用することが前提となる。これにより、本実施の形態は、通信
容量のスケーラビリティ、通信の効率化や端末電力消費の効率化およびEnd‑To‑End通信経
路の不安定性に関する問題を解決する。その上で、端末グループに基づく中継方式では不
可能であった３ホップ以上にわたるパケット中継転送を実現することが出来るマルチホッ
プ通信が可能な仕組みを実現することが本実施の形態の狙いである。
【００３３】
本明細書の以下の説明においては、まず、本実施の形態の説明に先立って、本実施の形
態と関連する関連技術について図１乃至図３を参照しながら説明する。続いて、本実施の
形態が実現される無線ネットワーク環境の具体例について図４乃至図６を参照しながら説
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明する。続いて、本実施の形態において使用され得る移動端末の構成例を図７乃至図９を
参照しながら説明する。続いて、本実施の形態の基本的な動作原理および従来技術と比較
した場合の技術的優位性について図１０乃至図２２を参照しながら説明する。また、本実
施の形態を実施するための詳細な動作手順について図２３乃至図２５を参照しながら説明
する。また、本実施の形態に従うパケット中継転送制御を実行する各移動端末の動作状態
の遷移を示す状態遷移について図２６と図２７を使用して説明する。また、本実施の形態
と従来技術（ＭＡＮＥＴおよびＤＴＮ）との比較について図２８乃至図３１を使用して説
明する。
【００３４】
＜１＞

本実施の形態と関連する関連技術
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（１−Ａ）テーブル駆動型の中継方式
OLSRやAODVが規定するパケット中継制御によって形成されるアドホック・ネットワーク
は、MANET（Mobile Ad Hoc Network）としてInternet Engineering Task Forceにおいて
標準化されている（非特許文献１および２）。MANETは、テーブル駆動型のパケット中継
転送制御プロトコルに基づき、複数の移動端末間で経路情報を含むルーティング情報を常
時交換し、交換したルーティング情報によりルーティング制御テーブルを最新の状態に更
新する方式である。これにより、MANETに基づくパケット中継転送では、通信の要求が生
じた際に保持する経路情報をもとに通信の開始が可能となっている。このとき、無線通信
カバレージが相互に重なっており、直接の無線通信が可能な移動端末同士がネットワーク
内での隣接ノードとなる。このようなアドホック・ネットワークにおいては、ルーティン
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グ情報を隣接ノードである移動端末相互間で常に交換し合うために、無線ネットワーク内
に存在する複数の移動端末は常に相互に直接無線通信が可能である必要がある。テーブル
駆動型のパケット中継転送においては、各移動端末のモビリティが低く、移動端末間の無
線チャネル状態が安定していれば、ネットワーク全体のトポロジも安定した状態のままで
ある。従って、ネットワーク全体のトポロジが安定している限りにおいては、テーブル駆
動型のパケット中継転送においては、ネットワーク内で互いに隣接ノードとなる移動端末
間のリンクがEnd‑To‑Endで安定である。その反面、テーブル駆動型のパケット中継転送に
おいては、各移動端末のモビリティが高くなり、移動端末間の無線チャネル状態が不安定
になってくると、ネットワーク全体のトポロジが不安定化するので、End‑To‑Endにおける
パケット到達性は急激に低下する。
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【００３５】
MANETなどのテーブル駆動型のパケット中継転送制御に従い、相互に無線接続された複
数の移動端末１００Ａ乃至１００Ｆの間でデータがルーティングされてゆく様子を図１に
示す。図１においては、移動端末１００Ａが内部に記憶している経路制御テーブル（ルー
ティング情報）が例示されており、当該経路制御テーブル（ルーティング情報）には移動
端末１００Ａを送信元とする以下の転送経路情報が含まれている。
【００３６】
（ｒ１）移動端末１００Ｂは移動端末１００Ａと１ホップで直接無線接続している。
（ｒ２）移動端末１００Ｃは、移動端末１００Ａから移動端末１００Ｂを経由して２ホ
ップで間接的に無線接続している。
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（ｒ３）移動端末１００Ｄは、移動端末１００Ａから移動端末１００Ｂを経由して２ホ
ップで間接的に無線接続している。
（ｒ４）移動端末１００Ｅは、移動端末１００Ａから移動端末１００Ｂを経由し、さら
に移動端末Ｄを経由して３ホップで間接的に無線接続している。
（ｒ５）移動端末１００Ｆは、移動端末１００Ａから移動端末１００Ｂを経由し、さら
に移動端末Ｄを経由して３ホップで間接的に無線接続している。
【００３７】
図１においては、移動端末１００Ａを送信元とする転送データが、移動端末１００Ａ内
の経路制御テーブルに記録されている経路（ｒ５）を介して最終宛先である移動端末１０
０Ｆにルーティングされる様子を示している。
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【００３８】
（１−Ｂ）蓄積転送型のパケット中継転送方式
他方、通信相手までのEnd‑to‑End通信経路が常に発見できるとは限らないという点、即
ち、無線ネットワーク内に存在する複数の移動端末は常に相互に通信可能であるとは限ら
ないという点に鑑み、DTNは、いわゆる蓄積転送(Store and Forward)型の中継方式を採用
する。DTNに基づくアドホック・ネットワークは、Internet Engineering Task Forceにお
いて標準化されている（非特許文献３および４）。この方式では、送信すべきデータを有
する送信元端末は、宛先端末との間に直接的なEnd‑to‑End通信経路が存在しない場合、宛
先端末との間に介在する中継移動端末へ、該データを送信する。中継移動端末は、自身が
送出した近隣探索ビーコンに対して近隣の他の中継移動端末のいずれかが応答するまで自
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身が受信した該データを内部に一旦蓄積する。その後、他の中継移動端末のいずれかが近
隣探索ビーコンに応答し、当該他の中継移動端末と通信可能となった時点で、当該他の中
継移動端末へ該データを転送する。複数の中継移動端末がこのような転送を繰り返すこと
によって、蓄積転送型のパケット中継転送は、最終的に、該データを宛先端末へ転送する
。蓄積転送型のパケット中継転送においては、ネットワーク層内の経路制御の実行によっ
てEnd‑To‑Endの通信経路が事前に確定しているテーブル駆動型のパケット中継転送とは異
なり、このような前提が不要である。すなわち、DTNのような蓄積転送型のパケット中継
転送は、End‑To‑End伝送経路をパケット中継転送の開始前に識別することなく、単に、パ
ケット蓄積中の移動端末が発した近隣探索ビーコンにたまたま応答した他の移動端末に対
してパケットを中継転送する手順を繰り返すだけである。
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【００３９】
なお、DTNのような蓄積交換型のパケット中継転送においては、データを蓄積している
中継移動端末からの近隣探索ビーコンに応答した隣接ノードとして、２つ以上の他の中継
移動端末が存在する場合がある。この場合、データを蓄積している中継移動端末がデータ
の転送先を選択するために実行可能な方法として、全ての隣接ノードに対して該データを
転送する手法（感染型経路制御（Epidemic Routing））、または隣接ノードの全数にデー
タ送信確率ｐを乗算して得られる個数の隣接ノードを所定の条件で選択し転送する手法な
どがある。感染型経路制御（Epidemic Routing）などを含むこれらの手法は、ＤＴＮなど
の蓄積転送型のパケット中継転送動作を実行中の多数の移動端末間でデータを拡散してゆ
くための手法であり、蓄積転送型のパケット中継動作の一部として実行されるデータ拡散
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方式である。これらのデータ拡散方式においては、データを蓄積した各中継移動端末が複
数の隣接ノードにデータの複数のコピーを転送するデータ中継動作が順次繰り返される。
その結果、これらのデータ拡散方式は、無線ネットワーク内でデータの多数のコピーを拡
散させ、データが最終宛先へ到達する確率を高めることができる。その反面、これらのデ
ータ拡散方式では、ネットワーク内の多数の中継移動端末間で同時並列的に非常に多数の
データ転送が発生し、通信の効率や端末消費電力の効率が低下する。上記のような問題が
生じる理由は、無線ネットワーク内に存在する多数の移動端末の間でデータの多数のコピ
ーを拡散させるための感染型経路制御（Epidemic Routing）などの仕組みにおいて、下記
の仕組みが欠如しているからであることが理解されよう。すなわち、最終宛先に配送すべ
きデータを蓄積している移動端末は、同時に通信可能な複数の隣接ノード端末の中から蓄
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積データを最終宛先に配送するために最も効率が良いデータ中継先となる隣接ノード端末
を適切に取捨選択する仕組みを持たない。
【００４０】
図２は、近隣探索ビーコンの送信とこれに対する応答によって相互に相手の存在を識別
し相互に繋がりあった移動端末間で転送データがバケツリレーのように中継転送されてゆ
く様子を示す。図２においては、転送データの送信元は移動端末１００Ａであり、転送デ
ータの最終宛先は移動端末１００Ｆであるとする。図２のシナリオにおいては、移動端末
１００Ａからの近隣探索ビーコンに応答した移動端末１００Ｂと１００Ｃに対して移動端
末１００Ａから転送データが中継転送され、同様の中継転送をバケツリレー式に繰り返す
ことによって転送データが移動端末１００Ｅに到達する。すると、図２の移動端末１００
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Ｅは、自身が発した近隣探索ビーコンに応答した移動端末１００Ｆと１００Ｇに転送デー
タを中継転送するので、転送データは最終宛先である移動端末１００Ｆに到達する結果と
なる。
【００４１】
（１−３）スター接続型のパケット中継転送方式
スター接続型のパケット中継転送方式による転送データの中継が実行されるネットワー
ク構成を図３に示す。スター接続型のパケット中継方式の具体例としては、Wi‑Fi Direct
としてWi‑Fi Allianceにおいて標準化されている方式（非特許文献５を参照）やその他の
方式（非特許文献６乃至非特許文献８を参照）がある。この方式では、相互に無線通信が
可能な複数の移動端末同士はグループを形成し、各グループ内で移動端末間の通信を行う
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。このグループは、ＩＥＥＥ８０２．１１無線ＬＡＮのアドホックモードにおけるＩＢＳ
Ｓ（Independent Basic Service Set）やインフラストラクチャ・モードにおけるＢＳＳ
（Basic Service Set）と同様の概念である。各グループ内に属する複数の移動端末の中
の一つはグループ・オーナー（ＧＯ：Group Owner）として動作する。各グループ内のＧ
Ｏは、自身の制御下にあるグループ全体の通信を管理し、グループ内において無線アクセ
ス・ポイントとして振る舞うので、ＧＯ以外の他の移動端末からはＧＯは無線アクセス・
ポイントであるかのように見える。すなわち、各グループ内においてＧＯが果たす役割は
、ＩＥＥＥ８０２．１１無線ＬＡＮのインフラストラクチャ・モードにおいてＢＳＳ内に
属する無線端末機器間の通信をＢＳＳ全体にわたって管理する無線アクセス・ポイントの
役割と同様である。ＧＯの近隣に位置する１つ以上の他の移動端末がＧＯからの近隣探索
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ビーコンに応答する形でＧＯに対して無線接続することにより、ＧＯを中心とするグルー
プが形成される。従って、スター接続型のパケット中継転送方式において、一の移動端末
から発した近隣探索ビーコンに対して、偶然近くにいた別の移動端末が応答することによ
り、これら２つの移動端末間でデータの中継転送が可能な無線接続が形成される点はＤＴ
Ｎ方式と共通である。そのため、スター接続型のパケット中継転送方式はスター型ＤＴＮ
方式とも呼ばれる。
【００４２】
上記のようなＧＯを中心とするスター型ネットワーク接続トポロジを図３に示す。図３
においては、グループ内においてＧＯに無線接続している移動端末間の通信をＧＯがハブ
となって中継転送する様子が示されている。具体的には、図３においては、送信元である
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移動端末１００Ａから送信された転送データがＧＯによって最終宛先である移動端末１０
０Ｃに中継される様子が示されている。
【００４３】
（１−４）検討
以上より、MANETのようなテーブル駆動型のパケット中継転送は、ネットワーク内で隣
接した移動端末間のリンクがEnd‑To‑Endで安定であることにより、送信元から発したパケ
ットがEnd‑To‑Endの最終宛先に高い確率で到達し、通信遅延が発生し難い。その反面、テ
ーブル駆動型のパケット中継転送では、複数の移動端末相互間で常にルーティング情報を
交換し合うことによる端末バッテリーの著しい消耗や通信容量の圧迫が問題となる。
【００４４】
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また、テーブル駆動型のパケット中継転送では、ルーティング情報を隣接ノードである
移動端末相互間で常に交換し合うために、無線ネットワーク内に存在する複数の移動端末
は常に相互に直接無線通信が可能である必要がある。さらに、テーブル駆動型のパケット
中継転送においては、ネットワーク全体のトポロジが安定的であることにより、移動端末
毎のルーティング情報テーブルの整合性が一定以上に維持されていることが安定動作のた
めに必要不可欠である。従って、テーブル駆動型のパケット中継転送においては、各移動
端末のモビリティが高くなり、移動端末間の無線チャネル状態が不安定になってくると、
ネットワーク全体のトポロジが不安定化するので、End‑To‑End 通信経路の不安定化に伴
い、End‑To‑Endにおけるパケット到達性は急激に低下する。
【００４５】
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他方、DTNのような蓄積転送型のパケット中継転送は、ランダムで制限のない通信遅延
の代償として大きな通信容量を可能にし、ルーティング情報の交換による端末電力の消耗
も無い。その反面、パケットが最終宛先に到達するまでEnd‑To‑Endの通信経路が決まらな
い蓄積転送型のパケット中継方式においては、安定稼働時のテーブル駆動型のパケット中
継転送よりも送信元から最終宛先までのEnd‑To‑Endにおけるパケットの到達率がテーブル
駆動型のパケット中継転送よりも小さいという問題がある。
【００４６】
また、DTNのような蓄積転送型のパケット中継転送では、データを中継転送する各移動
端末上のバッファ・メモリ容量に応じて、一連のパケット中継転送動作により中継転送が
可能な通信容量の上限が制限される。つまり、中継転送される通信量が、各移動端末上の
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バッファ・メモリ容量に応じてサポート可能な通信容量の上限を超えると、転送データが
当該バッファ・メモリから溢れてしまうので、蓄積転送型のパケット中継転送においては
中継転送データのドロップが発生し得る。
【００４７】
さらに別の問題として、無線ネットワーク内に存在する複数の移動端末が常に相互に通
信可能であるか否かは、移動端末や無線アクセス・ポイントの地理的配置または無線通信
カバレージの到達範囲などに応じて時々刻々と変化する。
【００４８】
スター接続型のパケット中継転送方式では、ＧＯを中心とするスター型のネットワーク
接続トポロジを採用することにより、他のパケット中継方式と比べて、パケット中継転送

40

処理を大幅に簡素化し、各移動端末によるパケット中継転送処理負担を軽減することが出
来る。その反面、スター接続型のパケット中継転送方式では、各グループ内において、複
数の移動端末同士がＧＯを中心とするスター型接続を介して互いに通信するので、パケッ
ト中継転送によりデータを転送可能な範囲は同一グループ内に限られる。従って、スター
接続型のパケット中継転送方式では、一つのグループ内においてＧＯ以外の２つの移動端
末を第１端末および第２端末とした場合、移動端末間のパケット中継転送によりデータを
転送可能な最大のホップ数は、第１端末からＧＯを経由して第２端末へと至る２ホップま
でである。
【００４９】
本実施の形態が想定する無線ネットワーク環境は、上述した複数の異なるパケット中継
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転送方式を使用して運用されるネットワーク環境である。しかしながら、上述した無線ネ
ットワーク環境においては、通信の到達性、通信容量のスケーラビリティおよび通信の効
率化や端末電力の消費効率の最適化に関する問題を依然として解決することができていな
い。
【００５０】
（１−５）その他の関連技術
非特許文献９では、DTNに基づく無線アドホック・ネットワークにおいては、移動端末
のモビリティが高いため、物理的なネットワーク・トポロジが絶えず不安定に変化してお
り、現在の全体像を把握することが困難であるという問題を踏まえ、この問題の解決策を
提案している。具体的には、ネットワークの現在の全体像を知るために、全ノードがルー

10

ティング情報を相互拡散するなどによってネットワーク全体で同期を取る代わりに、近隣
ノードとの関係を知るだけでデータ配送を行う方式を提案している。例えば、非特許文献
９は、各隣接ノードが有するポテンシャル値を参照し、ポテンシャル値が低い隣接ノード
には蓄積したデータを反復的に転送する。
【００５１】
非特許文献９記載のパケット中継転送方式は、DTNに基づいて動作するネットワーク全
体のトポロジが常に変化して不安定である問題に鑑み、ネットワーク・トポロジの不安定
性に起因するEnd‑To‑Endのデータ伝送の脆弱性を克服しようとするものである。しかし、
非特許文献９記載の技術は、本発明のように移動端末毎の電力消費効率や通信容量のスケ
ーラビリティの改善を直接の目標としてネットワーク全体の動作を最適化するものではな

20

い。
【００５２】
従って、本実施の形態が想定する上述した無線ネットワーク環境において、非特許文献
９記載の発明を従来の様々なパケット中継方式と併用したとしても、通信の到達性、通信
のスケーラビリティおよび通信の効率化や端末電力の消費効率の最適化に関する問題を効
果的に解決することができない。
【００５３】
＜２＞例示的な無線ネットワーク環境
本実施の形態が実現される無線ネットワーク環境は、テーブル駆動型、蓄積転送型およ
びスター接続型を含む様々な中継転送方式を使用して動作するネットワーク環境である。
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以下において後述するとおり、当該無線ネットワーク環境においては、各移動端末が周囲
の状況変化に応じて適切なパケット中継転送方式に切り替えながらパケット中継転送動作
を実行する。以下、図４乃至図６を参照しながら、このような無線ネットワーク環境の一
例について説明する。
【００５４】
図４は、MANET標準に基づく中継転送制御プロトコルとDTN標準に基づく中継転送制御プ
ロトコルとを併用する無線ネットワークの一例を示す。以下、図４において、MANET標準
に基づく中継転送制御プロトコルを実行する移動端末をMANET端末と呼び、DTN標準に基づ
く中継転送制御プロトコルを実行する移動端末をDTN端末と呼ぶ。
40

【００５５】
図４のアドホック・ネットワークにおいては、通信エリア内に存在する複数のMANET端
末１

100(a)〜MANET端末５

る。そのために、MANET端末１

100(e)は、常に相互に直接無線通信が可能である必要があ
100(a)〜MANET端末５

100(e)の無線通信カバレージは相

互に重なっている状態にある。そして、MANET端末同士は、無線ＬＡＮのアドホックモー
ドによって無線ＬＡＮルータ200に直接接続して通信するか、そうでなければ、該直接接
続したMANET端末から他のMANET端末へと信号（パケット）をバケツリレーのように順次中
継して通信する。これにより、MANET端末同士は、MANETに基づくアドホック・ネットワー
クを形成することができる。
【００５６】
なお、各MANET端末は、無線通信カバレージが相互に重なっている他の全てのMANET端末
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との間でルーティング情報を一定周期で交換し合い、交換したルーティング情報によりル
ーティング制御テーブルを最新の状態に更新する。このルーティング制御テーブルは、ル
ーティング経路上で受信したパケットを中継すべき次ホップ・ノードとなる他のMANET端
末のアドレスを検索することが可能な検索テーブルである。図５に示すとおり、このよう
なルーティング制御テーブルを使用したパケット中継とルーティング情報の交換は、各MA
NET端末においてネットワーク層（例えばＩＰ層）とそれより下位のプロトコル層（例え
ばWi‑Fiプロトコル）により実行される。
【００５７】
他方、図４に示すDTN端末１

100(f)およびDTN端末２

100(g)は、MANET端末１

100(a

)〜MANET端末５

100(e)のいずれとも通信カバレージが繋がっておらず、DTN端末１

(f)とDTN端末２

100(g)とが互いに遠く離れている時には、これらのDTN端末間において

も通信は不可能である。そして、DTN端末１
可能な距離に近付いた時には、DTN端末１

100(f)とDTN端末２

２

10

100(g)とが互いに通信

100(f)およびDTN端末２

おいた送信データを互いに相手に転送する。この場合、DTN端末１

100

100(g)は、蓄積して
100(f)およびDTN端末

100(g)は、DTNに基づくアドホック・ネットワークを形成することができる。図６は

、DTNに基づくパケット中継転送の例として、Internet Engineering Task ForceのRFC505
0において標準化がされている中継転送制御を例示する。図６に示すように、上記した送
信データの蓄積と転送の制御は、互いに通信可能な距離に近付いた隣接するDTN端末のBun
dle層同士の間において実行される。図６において、Bundle層は、TCP/IPなどの広く普及
した一般的なトランスポート層／ネットワーク層よりも上位に位置し、送信データの蓄積
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と転送のためにストレージにアクセスしながら、アプリケーション層とトランスポート層
との間でデータをやり取りする。
【００５８】
図４において、MANETとDTNの２種類の中継方式に基づいてそれぞれ形成された２つのア
ドホック・ネットワークを一体的な単一ネットワークとして動作させるためには、以下の
機能を実現することが必要となる。
【００５９】
すなわち、複数の移動端末が置かれている状況や状態に応じて、各移動端末が実行する
パケット中継転送動作をMANETに基づく中継転送またはDTNに基づく中継転送のいずれか最
適な方に自動的に切り替える機能が必要である。具体的には、以下のとおりである。複数

30

の移動端末の地理的配置または無線カバレージの到達範囲などが時々刻々と変化すること
により、各移動端末が他の移動端末と継続的かつ安定的に通信可能であるのか、断続的に
しか通信可能ではないのかが変動する。従って、各移動端末が置かれたその時々の状況や
状態に応じて、各移動端末が実行すべきパケット中継転送動作をMANETに基づく中継転送
またはDTNに基づく中継転送のいずれか最適な方に自動的に切り替える機能が必要となる
。
【００６０】
＜３＞本実施形態に係る移動端末の構成
以下、図７乃至図９を使用して、本実施形態において使用され得る移動端末の構成例を
説明する。

40

【００６１】
図７は、本実施形態に係る移動端末の構成例として、移動端末100の構成を複数の回路
モジュールから構成されるハードウェア構造として表した図である。図７において、移動
端末100は、制御プロセッサ11、メモリ12、ストレージ13、ユーザ入出力装置14、送受信
アンテナ15A、GPS用アンテナ15B、RF送受信回路16、ベースバンド・プロセッサ17、３軸
加速度センサー18、バッテリー残量メーター19、GPS送受信機20およびバス21から構成さ
れている。制御プロセッサ11、メモリ12、ストレージ13、ユーザ入出力装置14、ベースバ
ンド・プロセッサ17、３軸加速度センサー18、バッテリー残量メーター19、GPS送受信機2
0は、バス21によって電気的に接続され、バス21を介して互いに情報をやり取りする。RF
送受信回路16は信号線23によってベースバンド・プロセッサ17と電気的に接続され、送受
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信アンテナ15は、信号線22によってRF送受信回路16と電気的に接続されている。
【００６２】
制御プロセッサ11は、揮発性メモリであるメモリ12内に記憶されたソフトウェアを実行
することによって移動端末100全体を制御すると同時に、生成した一時データや外部から
読み込んだデータをメモリ12に記憶させる。ストレージ13は、メモリ12上にロードされる
データおよびメモリ12上から保存されるデータを長期的に記憶する不揮発性メモリである
と同時に、移動端末100が、DTNのような蓄積交換型のパケット中継動作を実行中にデータ
・パケットを蓄積しておく蓄積場所として機能する。ユーザ入出力装置は、移動端末100
におけるユーザ・インターフェースを提供する。
【００６３】

10

移動端末100が他の端末から情報信号を受信する際、ベースバンド・プロセッサ17は、
以下の処理を行う。まず、送受信アンテナ15Aによって受信され、RF送受信回路16によっ
てRF周波数帯域からベースバンド周波数帯域へとダウンコンバートされ信号処理されたベ
ースバンド信号をRF送受信回路16から受信する。続いて、受信したベースバンド信号を処
理してベースバンド・シンボルを生成する。最後に、生成したベースバンド・シンボルを
デジタル・ビット系列に変換し、バス21を介して当該デジタル・ビット系列を制御プロセ
ッサ11に送信する。移動端末100が他の端末に対して情報信号を送信する場合には、ベー
スバンド・プロセッサ17は、上記とは逆の処理を行う。
【００６４】
３軸加速度センサー18は、移動端末100が物理的に移動する際に移動端末100に加わる加

20

速度ベクトルを検出し、制御プロセッサ11からの要求に応じて、バス21を介して当該加速
度ベクトルを表すデータを制御プロセッサ11に送信する。バッテリー残量メーター19は、
移動端末100のバッテリー残量を検出し、制御プロセッサ11からの要求に応じて、バス21
を介して当該バッテリー残量を表すデータを制御プロセッサに送信する。GPS送受信機20
は、GPS用アンテナ15Bを介してGPS衛星（図示なし）との間で衛星信号を通信し、GPS衛星
から受信した衛星信号に基づいて移動端末100の現在位置を計算するために、バス21を介
して受信した衛星信号の位相タイミング情報を制御プロセッサ11に送信する。
【００６５】
図８（ａ）および図８（ｂ）は、本実施形態に係る移動端末の構成例として、移動端末
100内の構成を相互に連携する抽象的な機能ブロックの集まりとして表した図である。図
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８（ａ）および図８（ｂ）において、移動端末100は、ユーザ・インターフェースを含む
アプリケーション110、MANET/DTN切り替え判断部111、メッセージ受信部112、受領メッセ
ージ解析部113、MANET送信部120、ルーティング制御テーブル130、DTN送信部140、IPND送
受信部141および受領IPND解析部142、プロトコル下位層150および対応表160から構成され
る。図８（ａ）と図８（ｂ）とでは、移動端末100が現在実行中の動作状態によって上述
した機能ブロック同士の間の接続関係や機能ブロック間の情報の流れが異なっている。す
なわち、図８（ａ）は、ユーザからアプリケーション110を介してデータ・パケットのEnd
‑To‑End伝送を指示されたことに応じて、移動端末100が、End‑To‑End伝送を開始する動作
を実行している際における、移動端末100内の機能ブロック同士の間の接続関係を表す。
他方、図８（ｂ）は、移動端末100が、パケット中継転送動作によって他の移動端末から
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転送されて来たパケットを受信してさらに中継する動作を実行している際における、移動
端末100内の機能ブロック同士の間の接続関係を表す。
【００６６】
アプリケーション110、MANET/DTN切り替え判断部111、メッセージ受信部112、受領メッ
セージ解析部113、MANET送信部120、DTN送信部140、IPND送受信部141および受領IPND解析
部142およびプロトコル下位層150は、図７におけるメモリ12内に常駐し、制御プロセッサ
11により実行されるソフトウェア・プログラムとすることが可能である。
【００６７】
まず、図８（ａ）における各機能ブロックの機能と役割について説明する。ユーザから
指示を受けたアプリケーション110は、所望の宛先端末に対するデータ・パケットのEnd‑T
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o‑End伝送の開始を、MANET/DTN切り替え判断部111を介して、MANET送信部120またはIPND
送受信部141に要求する。具体的には、所望の宛先端末がユーザによって端末ＩＤの形で
指定されると、アプリケーション110は、まず最初に、後述する対応表160を参照して当該
端末ＩＤを対応するＩＰアドレスに変換する。続いて、アプリケーション110は、当該Ｉ
ＰアドレスとEnd‑To‑End伝送すべきデータ・パケットをMANET/DTN切り替え判断部111に渡
して、当該データ・パケットの中継転送動作の開始を要求する。MANET/DTN切り替え判断
部111は、移動端末100がMANETに基づくルーティングを使用して通信を行うMANETモードと
移動端末100がDTN基づくパケット中継転送を使用して通信を行うDTNモードとの間で移動
端末100の動作モードを状況に応じて切り替える。MANET/DTN切り替え判断部111が、移動
端末100の動作モードをどのような状況でMANETモードに切り替え、どのような状況でDTN

10

モードに切り替えるべきかの具体的判断基準については後述する。
【００６８】
MANET/DTN切り替え判断部111が移動端末100の動作モードをMANETモードに切り替える際
、MANET/DTN切り替え判断部111は、MANET送信部120に対して起動指示を発する。その後、
MANET送信部120は、ルーティング制御テーブル130を参照しながら、データ・パケットの
中継処理を実行するのと並行して、直接無線通信が可能な他の移動端末である隣接ノード
との間で周期的にルーティング情報を交換し、ルーティング制御テーブル130の内容を更
新する。
【００６９】
ルーティング制御テーブル130は、各移動端末がMANET方式に基づいてパケットのルーテ
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ィングを行うために使用される経路制御情報の一覧であり、テーブルを構成する各ルーテ
ィング情報エントリーは、特定のEnd‑To‑End伝送経路に対応付けられる。具体的には、各
ルーティング情報エントリーは、自身に対応付けられた特定のEnd‑To‑End伝送経路上にお
ける最終宛先のＩＰアドレスと自端末がパケットを直接中継する先である隣接ノードのＩ
Ｐアドレスを対にして保持している。各移動端末により構成される無線アドホック・ネッ
トワークのトポロジは時々刻々と変化するので、各移動端末は隣接ノードとの間で経路情
報を定期的に交換することにより、ルーティング制御テーブル130を一定時間間隔で最新
の内容に更新する必要がある。すなわち、MANET方式において使用されるルーティング制
御テーブル130は、隣接ノード間での経路情報の定期的な交換により全体として同期がと
られたネットワーク内において、End‑To‑End伝送経路とパケット中継先となる特定の隣接
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ノードとの間の最新の対応関係を常に保持する。何らかの理由により、隣接ノード間での
経路情報の定期的な交換が滞り、ルーティング制御テーブル130内の一部のエントリーに
関して、End‑To‑End伝送経路とパケット中継先となる隣接ノードとの間の対応関係が最新
の状態ではなくなる場合がある。この場合、MANET送信部120は、当該対応関係が最新の状
態に更新されていないエントリーを無効であるとして削除する。
【００７０】
次に、DTN送信部140、IPND送受信部141および受領IPND解析部142の機能と役割について
説明する。アプリケーション110が移動端末100の動作モードをDTNモードに切り替える際
、アプリケーション110は、IPND送受信部141に対して起動指示を発する。その後、IPND送
受信部141は、移動端末100と直接無線通信が可能な隣接ノードとなる他の移動端末を探索
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するために、近隣探索ビーコンであるIPND（IP Neighbor Discovery）パケットを送出し
、近隣のいずれかの移動端末が当該IPNDパケットに応答するのを待つ。この時、移動端末
100が近隣の移動端末に中継すべきパケットを受信済みであれば、移動端末100は当該応答
を待ちながら、受領IPND解析部142を経由して当該受信済みパケットをDTN送信部140内に
蓄積する。近隣のいずれか一つ以上の移動端末から当該応答が受信できた場合、DTN送信
部140は当該応答内に含まれる無線接続情報を使用して応答送信元である移動端末に無線
接続し、無線接続した移動端末に対して蓄積していた当該受信済みパケットを転送する。
【００７１】
移動端末100内のIPND送受信部141が近隣の他の移動端末からのIPNDパケットの送信を検
知し、これを受信した場合には、受領IPND解析部142は、以下の動作をする。まず、受領I
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PND解析部142は、当該IPNDパケットをIPND送受信部141から受信し、受信したIPNDパケッ
ト内の送信元情報に基づいて応答をIPNDパケットの送信元であるDTN端末に返信する。続
いて、受領IPND解析部142は、IPNDパケットの送信元であるDTN端末から転送されてくるデ
ータ・パケットに関して、その中継先である次ホップ・ノードに対応する他の移動端末を
決定するために、受信したIPNDパケットに対する解析処理を実行する。その後、IPNDパケ
ットの送信元であるDTN端末からデータ・パケットが転送されて来たならば、受領IPND解
析部142は、当該解析処理によって決定した次ホップ・ノードに対応する移動端末に当該
データ・パケットを転送するために、当該データ・パケットをDTN送信部140内に蓄積した
上で、IPND送受信部141に制御を渡す。最後に、制御を渡されたIPND送受信部141は、上記
と同様の手順によって次ホップ・ノードに対応する近隣の移動端末に対してデータ・パケ

10

ットの転送を実行する。
【００７２】
以上より、DTNに基づいてDTN送信部140、IPND送受信部141および受領IPND解析部142に
より実行される一連のパケット中継転送制御は、End‑To‑End伝送経路をパケット中継動作
開始前に識別することなく、パケットの最終宛先に到達するまで以下の動作を繰り返すだ
けである。すなわち、DTNに基づくパケット中継転送制御は、パケット蓄積中の移動端末
が送出したIPND（すなわち、近隣探索ビーコン）にたまたま応答した一つ以上の他の移動
端末を隣接ノードとして認識し、当該隣接ノードに対してパケットを中継転送する動作を
繰り返す。
【００７３】
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プロトコル下位層150は、移動端末100がMANETモードまたはDTNモードで動作中にルーテ
ィング情報、IPNDパケット又はその応答のような制御情報およびデータ・パケットを近隣
の移動端末と通信し合うためのデータリンク・レベルの無線伝送手段を提供する。
【００７４】
対応表160は、上述したように、ユーザから指定された端末ＩＤと対応するＩＰアドレ
スとの間の変換のために使用されることに加え、以下のような場合にアプリケーション11
0によってアクセスされ、使用される。即ち、MANETモードで動作中の移動端末100がDTNモ
ードで動作中の近隣の移動端末に対してデータ・パケットの中継転送をする必要がある場
合、またはその逆の場合である。これらの場合において、アプリケーション110は、DTNモ
ード固有のパケット宛先識別情報であるEIDと各移動端末を識別するIPアドレスや端末ID
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との間で変換処理を行うために対応表160を使用する。MANET端末とDTN端末間におけるパ
ケット中継処理の詳細とその際に実行される対応表160を使用した変換処理については後
述する。
【００７５】
次に、図８（ｂ）における各機能ブロックの機能と役割について説明する。パケット中
継転送により他の移動端末から転送されて来たデータ・パケットを、移動端末100内のプ
ロトコル下位層150が受信すると、メッセージ受信部112は、プロトコル下位層150から当
該データ・パケットを受け取る。続いて、受領メッセージ解析部113は、当該データ・パ
ケットをメッセージ受信部112から受け取り、当該データ・パケットの宛先ＩＰアドレス
を解析し、その解析結果に応じて、当該データ・パケットをアプリケーション110、MANET
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送信部120およびIPND送受信部141のうちの何れに渡すかを判定する。具体的には、以下の
とおりである。
【００７６】
（ａ）当該宛先ＩＰアドレスが移動端末100自身のＩＰアドレスと一致する場合には、
当該データ・パケットの最終的な宛先は移動端末100であると判断できるから、当該デー
タ・パケットをアプリケーション110に渡す。
（ｂ）当該宛先ＩＰアドレスに対応するルーティング情報エントリーがルーティング制
御テーブル130内から検索できた場合には、ルーティング制御テーブル130を使用してMANE
Tモードでのルーティングの実行が可能である。そこで、このような場合であって、なお
かつ、MANET/DTN切り替え判断部111が移動端末100の動作モードをDTNモードに切り替えて
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いないならば、当該データ・パケットをMANET送信部120に渡す。
（ｃ）上記（ａ）および（ｂ）の何れの場合にも該当しない場合には、DTNモードでの
パケット中継転送の実行が必要となるので、当該データ・パケットをIPND送受信部141に
渡す。
【００７７】
図８（ｂ）において、アプリケーション110、MANET送信部120、ルーティング制御テー
ブル130、DTN送信部140、IPND送受信部141、受領IPND解析部142、プロトコル下位層150お
よび対応表160の構成と動作は図８（ａ）の場合と同様である。
【００７８】
図９は、本実施形態に係る移動端末の構成例として、複数のソフトウェア構成要素およ

10

び複数のデータ構造によって構成される移動端末100内のソフトウェア構造を表した図で
ある。図９において、ユーザ１によって操作される移動端末100は、アプリケーション110
、アプリケーションからランタイム・ライブラリとして呼び出される切り替え制御モジュ
ール101、第１のアプリケーション・レベル（APL）ソケット・インターフェース102を介
して切り替え制御モジュール101と接続されたMANETモジュール103、第２のAPLソケット・
インターフェース104を介して切り替え制御モジュール101と接続されたDTNモジュール105
を含む。移動端末100はさらに、アプリケーション110、切り替え制御モジュール101、MAN
ETモジュール103およびDTNモジュール105をソフトウェアとして実行する実行環境である
ＯＳ／ＡＰＩ

106を含む。ＯＳ／ＡＰＩ

106は、アプリケーション110、MANETモジュー

ル103およびDTNモジュール105からアクセスすることが可能な内部データ構造として図８

20

（ａ）および図８（ｂ）と同様のルーティング制御テーブル130および対応表160を含んで
いる。加えて、ＯＳ／ＡＰＩ

106は、アプリケーション110から指示を受けた切り替え制

御モジュール101がMANETモードのルーティング機能を使用してデータ・パケットをEnd‑To
‑Endで送受信するためのインターフェースとして、TCP/IPソケット・インターフェース10
7をさらに含んでいる。一実施形態においては、移動端末100は、ＯＳ／ＡＰＩ

106とし

てAndroid OS（登録商標）を採用することが可能である。
【００７９】
アプリケーション110、切り替え制御モジュール101、MANETモジュール103、DTNモジュ
ール105およびＯＳ／ＡＰＩ

106は、図７におけるストレージ13からロードされてメモリ

12上に常駐し、図７における制御プロセッサ11によって実行されるソフトウェア・プログ
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ラムとすることが出来る。ルーティング制御テーブル130および対応表160は図７のメモリ
12上に常駐するデータ構造として実装され、これらのデータ構造の内容は、一定周期毎に
、移動端末100の通信ログと共に、不揮発性メモリであるストレージ13（図７）内に退避
される。
【００８０】
図９のアプリケーション110の機能と役割は、図８（ａ）および図８（ｂ）のアプリケ
ーション110の機能と役割と同一であるため、説明は省略する。切り替え制御モジュール1
01は、アプリケーション110にリンクされたランタイム・ライブラリ・モジュールであり
、図８（ａ）および図８（ｂ）におけるMANET/DTN切り替え判断部111、メッセージ受信部
112、受領メッセージ解析部113の三者の機能を実装するモジュールである。切り替え制御
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モジュール101は、移動端末100の動作モードをMANETモードに切り替える際には、第１のA
PLソケット・インターフェース102を介してMANETモジュール103に対して起動指示を送信
し、MANETモジュール103の動作をアクティブにする。切り替え制御モジュール101は、移
動端末100の動作モードをDTNモードに切り替える際には、第２のAPLソケット・インター
フェース104を介してDTNモジュール105に対して起動指示を送信し、DTNモジュール105の
動作をアクティブにする。
【００８１】
MANETモジュール103は、切り替え制御モジュール101からの起動指示によりアクティブ
化されると、図８（ａ）および図８（ｂ）のMANET送信部120が実行する機能のうち、直接
無線通信が可能な他の移動端末（隣接ノード）との間で周期的にルーティング情報を交換
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し、ルーティング制御テーブル130の内容を更新する機能を実行する。DTNモジュール105
は、切り替え制御モジュール101からの起動指示によりアクティブ化されると、図８（ａ
）および図８（ｂ）のDTN送信部140、IPND送受信部141および受領IPND解析部142と同様の
機能を実行する。
【００８２】
ＯＳ／ＡＰＩ

106は、MANETモジュール103およびDTNモジュール105の実行環境を提供

することに加えて、MANETモジュール103およびDTNモジュール105から見て、図７のプロト
コル下位層150と同様の機能を実行する役割も有している。さらに、ＯＳ／ＡＰＩ

106は

、図８（ａ）および図８（ｂ）のMANET送信部120が実行する機能のうち、ルーティング制
御テーブル130を参照しながらデータ・パケットをルーティングする機能を実行する。

10

【００８３】
なお、移動端末100がMANETモードで動作しているときは、アプリケーション110から指
示を受けた切り替え制御モジュール101によるEnd‑To‑Endでのデータ・パケットの送受信
動作はＯＳ／ＡＰＩ

106内のTCP/IPソケット・インターフェースを介して行われる一方

、DTNモードで動作しているときは、当該アプリケーション110による当該End‑To‑End送受
信動作は、第２のAPLソケット・インターフェース104 およびDTNモジュール105を介して
行われる。
【００８４】
＜４＞中継移動端末が実行するパケット中継転送動作をMANET‑DTN間で切り替える機能を
実現するための実施形態
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図１０および図１１は、中継移動端末が実行するパケット中継動作をMANET‑DTN間で切
り替える機能を実現するために移動端末間で実行される通信動作を説明するための図であ
る。以下、図１０および図１１を使用して、中継移動端末が実行するパケット中継動作を
MANET‑DTN間で切り替える機能を実現する通信動作の実施形態を説明する。
【００８５】
図１０は、MANET‑DTN間における上述した切り替え機能の例示のために、複数の移動端
末100‑(a)乃至100‑(k)および無線アクセス・ルータ200から形成される無線アドホック・
ネットワークを表す。今、図１０において、MANETモードで動作中の移動端末100‑(a)のバ
ッテリー残量が残り僅かとなったことを移動端末100‑(a)上で実行中の切り替え制御モジ
ュール101が検知したとする。この時、切り替え制御モジュール101は、隣接ノードである
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他の移動端末100‑(d)および100‑(e)との間の周期的なルーティング情報の交換とルーティ
ング制御テーブル130の更新による電力消耗に移動端末100‑(a)が耐えられないと判断する
。その結果として、切り替え制御モジュール101は、移動端末100‑(a)上でのパケット中継
制御の実行をMANETモードから電力消耗の少ないDTNモードに切り替える。
【００８６】
また、図１０において、MANETモードで動作中の移動端末100‑(b)が高速で移動している
ことにより、隣接ノードである移動端末100(f)および無線アクセス・ルータ200との間の
無線チャネル状態が良好ではなくなったことを移動端末100‑(b)上で実行中の切り替え制
御モジュール101が検知したとする。この時、切り替え制御モジュール101は、移動端末10
0‑(b)が隣接ノードとの間のルーティング情報の交換を良好な無線チャネル状態下で実行
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することが困難となり、同時に、安定したルーティング経路を維持することが困難である
と判断する。その結果として、切り替え制御モジュール101は、移動端末100‑(b)上でのパ
ケット中継制御の実行をMANETモードから安定したルーティング経路の維持を前提としな
いDTNモードに切り替える。
【００８７】
また、図１０において、MANETモードで動作中の移動端末100‑(c)と直接無線通信が可能
な相手（隣接ノード）がいなくなったことを移動端末100‑(c)上で実行中の切り替え制御
モジュール101が検知したとする。このような状況は例えば、移動端末100‑(c)が元の場所
から長距離を移動したために、無線アクセス・ルータ200の無線通信カバレージおよび他
の全ての移動端末の無線通信カバレージから大きく離れてしまった場合などに起こり得る
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。この時、切り替え制御モジュール101は、移動端末100‑(c)がいずれの隣接ノードともル
ーティング情報を交換することが不可能であると判断する。そしてそれにより、切り替え
制御モジュール101は、移動端末100‑(c)がルーティング制御テーブル130内においてルー
ティング情報エントリー毎に保持する隣接ノードとEnd‑To‑End伝送経路との間の対応関係
を最新の状態に更新することが不可能であると判断する。その結果として、切り替え制御
モジュール101は、移動端末100‑(c)上でのパケット中継制御の実行をMANETモードから隣
接ノードとの間の連続的な経路情報の交換を必要としないDTNモードに切り替える。
【００８８】
図１１は、移動端末100内の制御プロセッサ11（図７）により実行される切り替え制御
モジュール101（図８、図９）がMANETモードとDTNモードとの間でパケット中継制御の実
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行を切り替える動作の流れを説明するフローチャートである。
【００８９】
図１１においては、処理フローはＳ１０の実行から開始し、切り替え制御モジュール10
1は、バス21（図７）を介してバッテリー残量メーター19（図７）から現在のバッテリー
残量を受信する。続いて、Ｓ２０において、切り替え制御モジュール101は、受信したバ
ッテリー残量を第１閾値と比較し、当該バッテリー残量が当該第１閾値以上であるか否か
を判定する。この判定結果がYESならば、処理フローはＳ３０に進み、NOならば処理フロ
ーはＳ７０に進む。Ｓ３０において、切り替え制御モジュール101は、バス21（図７）を
介して３軸加速度センサー18（図７）から移動端末100に関する加速度ベクトルを受信し
、移動端末100の現在の移動速度と加速度を計算する。Ｓ４０において、切り替え制御モ
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ジュール101は、受信した移動速度または加速度のいずれか一方を第２閾値と比較し、当
該移動速度または加速度のいずれか一方が当該第２閾値以下であるか否かを判定する。こ
の判定結果がYESならば、処理フローはＳ５０に進み、NOならば処理フローはＳ７０に進
む。Ｓ５０において、切り替え制御モジュール101は、自端末と直接に無線通信が可能な
隣接ノードに相当する他の移動端末が存在するか否かを判定する。この判定結果がYESな
らば、処理フローはＳ６０に進み、NOならば処理フローはＳ７０に進む。自端末から見た
隣接ノードの有無の判定は、例えば、以下の２通りの方法で実現することが出来る。一つ
目は、切り替え制御モジュール101が、メモリ12（図７）内に記憶されているルーティン
グ制御テーブル130を検索し、ルーティング制御テーブル130内に隣接ノードとして他の移
動端末のアドレス情報又は識別情報が登録されているか否かを判定する方法である。二つ

30

目は、移動端末内に内蔵された孤立ノード監視タイマー（図示せず）が通知する周期的な
時点において、自端末が他のMANET端末からのビーコン送信の有無を判定する方法である
。いずれにしても、ルーティング制御テーブル130内の特定のルーティング情報エントリ
ーが保持している隣接ノードとEnd‑To‑End伝送経路との間の対応関係が最新のものでなけ
れば、当該ルーティング情報エントリーは無効なエントリーとして削除される。その結果
、上記対応関係に関して最新の内容を保持するルーティング情報エントリーをルーティン
グ制御テーブル中から一つも検索できなければ、切り替え制御モジュール101は、隣接ノ
ードが存在しないと判断する。Ｓ６０においては、移動端末100が実行中のパケット中継
動作がDTNモードであるならば、それをMANETモードに切り替える。Ｓ７０においては、移
動端末100が実行中のパケット中継動作がMANETモードであるならば、それをDTNモードに

40

切り替える。
【００９０】
本発明に係る一変形実施例においては、図１１に示すフローチャートのＳ３０において
、移動端末100の移動速度や加速度を計算するために、３軸加速度センサー18（図７）か
ら取得した加速度ベクトルのデータではなく、GPS送受信機20（図７）から取得したGPS衛
星信号の位相タイミング情報を使用することが可能である。具体的には、制御プロセッサ
11が、GPS送受信機20から連続的に取得した衛星信号の位相タイミング情報に基づいて、
移動端末100の現在位置の時系列データを計算し、当該時系列データの解析結果から移動
端末100の移動速度や加速度を計算する。以上より、制御プロセッサ11が、移動端末100の
移動速度（または加速度）を上記手段により計算することは、制御プロセッサ11が、３軸
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加速度センサー18から取得される加速度ベクトルに基づいて移動速度（または加速度）を
計算することの代替的な手段として採用することが出来る。
【００９１】
＜５＞本実施の形態の基本的な動作原理
本実施の形態は、図７に示す移動端末１００において、メモリ１２の上に読み込まれ、
制御プロセッサ１１によって実行される通信制御ソフトウェアとして実施することが可能
である。より具体的には、本実施の形態は、図９に示す移動端末１００のソフトウェア構
造図において、アプリケーション１１０の機能の一部として実装することが可能である。
また、本実施の形態は、図４に示された無線ネットワーク環境内において、複数の移動端
末同士がパケットを中継転送し合う協調動作によって実行されるパケット中継転送方法と

10

して実施することが可能である。また、図３において例示される端末のような本実施の形
態に係る移動端末は、本実施の形態に係るパケット中継転送方法を実行するための装置と
して実施することが出来る。
【００９２】
図４に示す無線ネットワーク環境においては、ＭＡＮＥＴモードとＤＴＮモードを含む
複数の異なる種類のパケット中継方式が混在する形でネットワーク運用がされる。加えて
、図４に示す無線ネットワーク環境においては、各移動端末が周囲の状況変化に応じて適
切なパケット中継転送方式に切り替えながらパケット中継転送動作を実行する。本実施の
形態はこのような無線ネットワーク環境を基盤として実現され、本実施の形態において使
用される各移動端末は、図１０に示すように自端末が置かれている状況の変化に応じて、
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自端末のパケット中継動作をＭＡＮＥＴモードとＤＴＮモードとの間で切り替える。この
ような状況の変化には、例えば、無線チャネル状態の安定性、端末モビリティまたは周辺
エリア内の端末密度などの変化が含まれる。本実施の形態においては、ＭＡＮＥＴモード
とＤＴＮモードとの間でパケット中継動作を切り替えながらデータの中継転送動作を実行
中の多数の移動端末を、ＧＯを中心として構成されるネットワーク接続トポロジを有する
端末グループの単位で組織化する。
【００９３】
すなわち、本実施形態が使用する「端末グループに基づく中継方式」においては、端末
グループを構成する移動端末の各々は、ＭＡＮＥＴモードとＤＴＮモードとの間でパケッ
ト中継動作を状況に応じて切り替えながらデータの中継転送動作を実行中の端末である。

30

言い換えると、本実施形態が使用する「端末グループに基づく中継方式」においては、各
端末グループは、ＭＡＮＥＴモード端末およびＤＴＮモード端末が混在した端末集合とし
て構成される。また、本実施形態が使用する「端末グループに基づく中継方式」において
は、端末グループ内で行われる端末間通信は、パケット中継動作を状況に応じてＭＡＮＥ
ＴモードとＤＴＮモードとの間で切り替えながら実行することによって実現される。従っ
て、各端末グループ内においては、ＭＡＮＥＴモード端末とＤＴＮモード端末とが互いに
次ホップ・ノードとして直接通信し合うことにより、パケットの中継転送を実行する必要
が生じる場合がある。互いに異なるパケット中継転送の仕組みを具備するＭＡＮＥＴモー
ド端末とＤＴＮモード端末とが同一の端末グループ内において次ホップ・ノードとして直
接通信し、パケットの中継転送を実行する具体的な方法については後述する。

40

【００９４】
また、本実施形態が使用する「端末グループに基づく中継方式」においては、パケット
の送信元端末から最終宛先端末に至るEnd‑To‑End通信経路は、送信元端末が属する端末グ
ループの外縁より先には伸びない。つまり、当該End‑To‑End通信経路のホップ数は、送信
元端末が属する端末グループのサイズに依存し、端末グループのサイズとは、端末グルー
プの外縁に位置する子ノード端末から親ノードであるＧＯに至る通信経路のホップ数の最
大値である。
【００９５】
「端末グループに基づく中継方式」においては、送信元端末を中心とする周辺エリア内
における無線チャネル状態、電波状況、他の移動端末の存在密度や地理的配置状況に応じ
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て端末グループのサイズを適切に選択することが可能である。そこで、端末グループのサ
イズを上記のような状況に応じて適切に選択することにより、End‑To‑End通信経路のホッ
プ数の上限を状況に応じて適切に制限することが出来る。その結果、「テーブル駆動型」
や「蓄積転送型」のパケット中継転送を行う無線ネットワークにおいて、End‑To‑End通信
経路のホップ数が長くなることに伴う上述した問題を回避することが出来る。
【００９６】
本実施形態においては、送信元端末を中心とする周辺エリア内における無線チャネル状
態、電波状況、他の移動端末の存在密度や地理的配置状況に応じて端末グループのサイズ
を適切に選択するために、以下の基準に基づいて端末グループのサイズの選択を行う。
【００９７】

10

本実施形態においては、端末グループ毎に子ノード端末としてＧＯに無線接続しようと
する一つ以上の移動端末は、当該ＧＯとの間のEnd‑To‑End通信経路の安定性の度合いを評
価する。当該ＧＯと各子ノード端末との間のEnd‑To‑End通信経路の安定度は、以下のよう
な指標によって評価することが出来る。例えば、子ノード端末としてＧＯと新たに接続し
ようとする端末とＧＯとの間の地理的な直線距離、当該ＧＯと当該接続しようとする端末
との間の通信経路のホップ数などを通信経路の安定度の指標とすることが出来る。加えて
、当該ＧＯと当該接続しようとする端末との間で通信経路診断用のビーコンを複数回にわ
たって往復させ、当該診断用ビーコンの通信成功率や当該診断用ビーコンの平均ラウンド
・トリップ時間を計測し、これらの値を通信経路の安定度の指標とすることも出来る。
【００９８】

20

ＧＯに接続しようとする当該端末が当該ＧＯとの間のEnd‑To‑End通信経路の安定性を評
価した結果、当該通信経路の安定性の度合いが所定の閾値よりも高ければ、当該端末は当
該ＧＯに子ノード端末として無線接続して、当該ＧＯを中心とする端末グループに参加す
る。ＧＯに接続しようとする当該端末が当該ＧＯとの間のEnd‑To‑End通信経路の安定性を
評価した結果、当該通信経路の安定性の度合いが所定の閾値よりも低ければ、当該端末は
当該ＧＯに無線接続せず、当該ＧＯを中心とする端末グループには参加しない。このよう
にして、ＧＯを中心として当該ＧＯとの間のEnd‑To‑End通信経路の安定度が所定閾値以上
となる一つ以上の子ノード端末により、端末グループのネットワーク接続トポロジを構成
し、その結果得られた端末グループのサイズを適切なサイズとして選択する。
【００９９】

30

本実施の形態の狙いは、上述したグループ・オーナー（ＧＯ：Group Owner）を中心と
して端末グループ単位で構成されるネットワーク接続トポロジにおいて、データを中継転
送するためのホップ数に制限の無いマルチホップ通信を実現することである。すなわち、
本実施の形態は、ＧＯを中心として端末グループ単位で構成されるネットワーク接続トポ
ロジに基づいてパケットを中継する「端末グループに基づく中継方式」において、転送デ
ータを中継可能なホップ数の上限を超えて転送データを中継可能とする技術を開示する。
【０１００】
なお、図４に示す無線ネットワーク環境において複数の移動端末の各々が本実施の形態
に係るパケット中継転送を実行しているときに各移動端末がとり得る複数の端末状態を図
２６にしめす。本実施の形態に係るパケット中継転送の実行過程において生じる種々のト
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リガー事象に応じて、各移動端末の端末状態は、図２６に示した複数の端末状態の間を状
態遷移する。この状態遷移の契機となるトリガー事象の発生条件を図２７に示す。本実施
の形態に係るパケット中継転送の実行過程については、本明細書の後の記述において詳細
に後述する。
【０１０１】
図３に示す「スター接続型の中継方式」は、ＧＯを中心として端末グループ単位で構成
されるネットワーク接続トポロジに基づいてパケットを中継する方式（端末グループに基
づく中継方式）の最も単純な例である。
【０１０２】
そこで、本明細書の以下の説明においては、まず「端末グループに基づく中継方式」の
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最も単純な例である「スター接続型の中継方式」を実行するスター接続型のネットワーク
接続トポロジにおいて、本実施の形態に係るパケット中継方式を実現する仕組みを第１実
施例として説明する。
【０１０３】
続いて、「端末グループに基づく中継方式」のより複雑な例として、一つの端末グルー
プ内において２ホップ以上を隔ててＧＯ（親ノード端末）と子ノード端末が接続し得るよ
り大きな規模の端末グループを対象としたパケット中継方式を実現する仕組みを第２実施
例として説明する。
【０１０４】
＜５−１＞第１実施例

10

第１実施例は、本実施形態に係る「端末グループに基づくパケット中継方式」において
、ＧＯとなる親ノード端末までのEnd‑To‑End通信経路の安定度に基づいて端末グループの
サイズを選択した結果、何れの端末グループについてもサイズが常に１ホップとなる特別
な場合に対応する。第１実施例においては、何れの端末グループについてもサイズが常に
１ホップとなるので、端末グループ毎のネットワーク接続トポロジは、図３に示すスター
型ネットワーク接続トポロジとなり、端末グループ内ではパケットは「スター接続型のパ
ケット中継方式」で中継転送される。
【０１０５】
図３に示す「スター接続型のパケット中継方式」が実行されるスター型接続ネットワー
クにおいては、転送データを中継可能なホップ数が２ホップに制限されていた。そこで、
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第１実施例は、図３に示すスター型接続ネットワークにおいて上述したホップ数の上限を
超えて転送データを中継可能とする技術を開示する。図３に示す「スター接続型の中継方
式」の具体例には、Wi‑Fi DirectとしてWi‑Fi Allianceにおいて標準化されている方式（
非特許文献５を参照）やその他の方式（非特許文献６乃至非特許文献８を参照）がある。
例えば、Wi‑Fi Direct標準において規定される「スター接続型の中継方式」には以下の実
装上の制約がある。
【０１０６】
・ＧＯ（Group Owner）は一つの端末グループ内で一つだけ存在する。
・親ノードであるＧＯに対して他の移動端末が子ノードとして無線接続するスター型接
続形態での通信が可能である。
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・端末グループの稼働中にＧＯとしての役割を親ノードから子ノードへ移管することは
不可能であり、ＧＯとして動作する端末を変更するためには、端末グループの再構成が必
要となる。
・端末グループに参加していない各移動端末は自端末が通信可能な範囲内にＧＯが存在
する場合には、当該ＧＯに無線接続して端末グループに参加する。
・少なくとも２台以上の移動端末が何れの端末グループにも参加していなければ、これ
らの移動端末同士が集まって端末グループを形成するための動作が実行される。
【０１０７】
上述した実装上の制約の下では、Wi‑Fi Direct方式は、転送データを送信元から最終宛
先までマルチホップ通信によりEnd‑To‑End伝送するために端末グループを動的に構成変更
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することができない。また、上述した実装上の制約の下では、Wi‑Fi Direct方式は、マル
チホップ通信によりEnd‑To‑End伝送するために、時々刻々と変化する通信状況に応じて最
適なＧＯを動的に選出することも出来ない。また、上述した実装上の制約の下では、Wi‑F
i Direct方式は、転送データをマルチホップ通信によりEnd‑To‑End伝送するために、各端
末グループに参加させる子ノード端末の取捨選択を最適化することも出来ない。その結果
、上述した実装上の制約の下では、Wi‑Fi Direct方式は、データを中継転送するためのホ
ップ数に制限の無いマルチホップ通信を実現することができない。
【０１０８】
そこで、第１実施例では、例えばWi‑Fi Direct標準などにおいて規定されるような「ス
ター接続型の中継方式」において、上述したホップ数の上限（２ホップ）を超えて転送デ
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ータを中継可能とする仕組みを実現する。具体的には、図３に示す「スター接続型の中継
方式」に基づく転送データの中継動作を実行しながら、状況に応じて既存のグループの解
散と再構成を繰り返し行い、グループの解散／再構成のたびにグループのメンバー構成や
グループ形状を変化させる。その結果、古いグループが解散され、新しいグループが形成
された際に、古いグループの解散以前からの転送データを蓄積している移動端末と古いグ
ループの外から新たにグループ仲間になった移動端末との間で当該転送データの中継が実
行される。
【０１０９】
グループの解散／再構成の反復実行によって、グループ解散以前から移動端末内に蓄積
されていた転送データが新グループ形成後に新たにグループ仲間になった移動端末に中継
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される動作が何度でも繰り返し実行される。その結果、ＤＴＮのような蓄積転送型のパケ
ット中継方式と同様に、転送データを蓄積済みの移動端末が別の移動端末と新たに無線接
続可能となるたびに、転送データをバケツリレー式に中継してゆく形で、ホップ数に制限
の無いマルチホップ通信を実現することができる。
【０１１０】
その際、第１実施例は、グループ解散の直前の時点においてグループ外の隣接ノード端
末数が最も多い移動端末を再構築後のグループのＧＯとするので、ＧＯから見た場合に、
グループ再構築後に、グループ外から新たにグループ仲間に加わる端末個数を最大化する
ことが出来る。その結果、本実施例においては、上述したグループの解散と再構築を繰り
返すプロセスにおいて、上述したグループ内中継転送による蓄積データの拡散効率と拡散
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速度を最大化することが可能となる。
【０１１１】
具体的には、現在の端末グループの解散とグループ再構成の必要があるとＧＯが判断し
た場合、端末グループに所属する全ての移動端末の各々は、端末毎のＧＯ選出優先度を算
出する。ＧＯ選出優先度の典型的な具体例には、以下に述べるようなＩｎｔｅｎｔ値が含
まれる。その他に、端末毎のＧＯ選出優先度の具体例としては、各端末が端末グループ外
への中継転送のために蓄積しているメッセージ（パケット）の個数や、グループ解散前に
おける各端末の端末グループ内での相対的な位置、各端末の過去一定時間内に参加したグ
ループへの平均参加継続時間、各端末の過去一定時間内の転送データの送信時間または受
信時間の平均時間、これらのうちの複数を組み合わせたものなどを挙げることが出来る。
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ＧＯ選出優先度として、Ｉｎｔｅｎｔ値、各端末が端末グループ外への中継転送のために
蓄積しているメッセージ（パケット）の個数、またはグループ解散前における各端末の端
末グループ内での相対的な位置、各端末の過去一定時間内に参加したグループへの平均参
加継続時間、各端末の過去一定時間内の転送データの送信時間または受信時間の平均時間
、これらのうちの複数を組み合わせたものなどを採用することができる。
【０１１２】
例えば、ＧＯ選出優先度として、「グループ解散前における各端末の端末グループ内で
の相対的な位置」を使用する場合、自端末とＧＯとの間の距離が長いほど、または自端末
とＧＯとの間のホップ数が大きいほど、自端末に関して算出されるＧＯ選出優先度が大き
くなる。Ｉｎｔｅｎｔ値については、以下において詳しく後述する。これにより、ＧＯか
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ら見た場合に、グループ再構築後に、グループ外から新たにグループ仲間に加わる端末個
数を最大化することが出来る。その結果、本実施例においては、上述したグループの解散
と再構築を繰り返すプロセスにおいて、上述したグループ内中継転送による蓄積データの
拡散効率と拡散速度を最大化することが可能となる。
【０１１３】
ＧＯ選出優先度として、各端末の過去一定時間内に参加したグループへの平均参加継続
時間Ｓ[sec]を使用する場合、その平均参加継続時間が長いほどＧＯ選出優先度が大きく
なるため、グループとしての継続時間が長く、安定したグループを形成することができる
。また、ＧＯ選出優先度として、各端末の過去一定時間内の転送データの送信時間または
受信時間の平均時間Ａ[sec]を使用する場合、その平均時間が長いほどＧＯ選出優先度が
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大きくなるため、転送データの送受信が活発なグループを形成することができる。また、
ＧＯ選出優先度として、これら２つの時間Ｓ[sec]およびＡ[sec]を組み合わせたものを使
用する場合、例えば、パラメータＷで重み付けを行って、優先度Ｐ＝Ｗ×Ｓ＋（１−Ｗ）
×Ａ（Ｗは１〜０の値）として求めた優先度Ｐを使用することができる。この場合、場面
に応じてＷの値を変化させることにより、安定性と活性度とのバランスを考慮したグルー
プを形成することができる。
【０１１４】
以下においては、ＧＯ選出優先度としてＩｎｔｅｎｔ値を使用する場合を例として使用
する。
例えば、現在の端末グループの解散とグループ再構成の必要があるとＧＯが判断した場

10

合、ＧＯは、端末グループ内の全ての子ノード端末にＩｎｔｅｎｔ値を算出させるために
、自端末についてのＩｎｔｅｎｔ値を算出すべき旨の命令を全ての子ノード端末に送信す
る。端末グループ内において当該命令を受信した子ノード端末の各々は、自端末に隣接す
る隣接ノード端末のうち、自端末と同じ端末グループに属していない端末の個数をＩｎｔ
ｅｎｔ値として算出し、ＧＯに送信する。その際、隣接ノード端末とは、自端末が発した
近隣探索ビーコンに応答したことにより、自端末に対して次ホップ・ノードとして無線接
続された近隣の移動端末である。その結果、本実施の形態は、グループ解散の直前の時点
においてグループ外の隣接ノード端末数が最も多い移動端末を再構築後のグループのＧＯ
とするので、ＧＯから見た場合に、グループ再構築後に、グループ外から新たにグループ
仲間に加わる端末個数を最大化することが出来る。
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【０１１５】
端末グループ内の各移動端末がＧＯから受信した命令に応じて自身に関するＩｎｔｅｎ
ｔ値を算出しようとする場合、各移動端末は近隣探索ビーコンを送出する。さらに、上述
した端末グループ内の各移動端末は、当該近隣探索ビーコンに応答した近隣の移動端末の
うち、上述した端末グループに属していない端末の個数をカウントすることによって自端
末についてのＩｎｔｅｎｔ値を算出する。端末グループ内の各移動端末が自身に関するＩ
ｎｔｅｎｔ値を計算する動作の詳細については、以下の説明において図１９および図２０
を参照しながら後述する。
【０１１６】
端末グループ内の全ての子ノード端末からＩｎｔｅｎｔ値を受信したＧＯは、最大のＩ
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ｎｔｅｎｔ値を送信した子ノード端末を次の新たなＧＯとして選出する。続いて、ＧＯは
、当該選出された子ノード端末に対して次の新たなＧＯとして選出されたことを通知する
選出通知を送信し、現在の端末グループを解散する。当該選出通知を受信した子ノード端
末は、次の新たなＧＯとして動作を開始し、次の新たな端末グループを形成するために、
近隣探索ビーコンを送出する。最後に、当該次の新たなＧＯとして動作を開始した端末は
、当該近隣探索ビーコンに応答した近隣の移動端末を子ノード端末として当該次の新たな
ＧＯに無線接続させるべきか否かを判定する。具体的には、当該ＧＯが送出した近隣探索
ビーコンに応答した近隣の移動端末と当該ＧＯとの間の通信経路の安定性の度合いを評価
し、当該安定性の度合いが所定の閾値を上回るか否かを判定する。当該安定性の度合いが
所定の閾値を上回るならば、当該近隣の移動端末を当該ＧＯに無線接続させることによっ
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て次の新たな端末グループを形成する。それによって、当該近隣の移動端末は、当該ＧＯ
をネットワーク接続トポロジの中心とする端末グループに新たに参加する。当該安定性の
度合いが所定の閾値を以下であるならば、当該近隣の移動端末を当該ＧＯに無線接続させ
ない。
【０１１７】
なお、上記においては、各端末について算出されたIntent値を集約して次の新たなＧＯ
を選出する動作はＧＯが実行していたが、そのような動作を同一の端末グループ内に属す
る子ノード端末が実行することも可能である。その場合、次の新たなＧＯの選出が必要で
あると現在のGOが判断して時点で、同じ端末グループ内から無作為に選んだ一の子ノード
端末に対して指名メッセージを送信する。続いて、当該指名メッセージを受信した子ノー
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ド端末は、現在のGOを含む各端末について算出されたIntent値を集約して次の新たなＧＯ
を選出する動作を実行する。さらに、当該指名メッセージを受信した子ノード端末は、次
の新たなＧＯを選出する動作に続いて、現在の端末グループを解散する動作を現在のGOに
代わって実行することもまた可能である。
【０１１８】
以上の説明から理解できる通り、端末グループ内において移動端末毎に算出されるＩｎ
ｔｅｎｔ値は、端末グループ内の各移動端末が同じグループ内の他の端末よりも優先的に
次の新たなＧＯとして選出されるか否かを表す相対的な優先度としての役割を果たす。
【０１１９】
さらに本実施の形態においては、端末グループ内における通信のアクティビティが高い
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間は、端末グループ内のＧＯは、グループを解散せずに維持し続け、グループ解散時には
、実行可能な全てのグループ内通信要求の処理が完了している状態にしておく。従って、
既存のグループが解散／再編された直後においては、以前のグループ内に未処理の通信要
求は残存していない。その結果、本実施の形態においては、グループ再構築直後には、グ
ループ解散前から蓄積されていた中継データをグループ外から新たにグループ仲間に加わ
った端末に直ちに転送することができるので、通知遅延を可能な限り低く抑えることがで
きる。
【０１２０】
特別な場合として、無線網内において端末グループが一つも形成されていない初期状態
においては、無線網内の移動端末の各々は、近隣探索ビーコンを送出することによって自
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端末の隣接ノード端末の個数をＩｎｔｅｎｔ値として算出する。続いて、無線網内におい
て自身のＩｎｔｅｎｔ値を算出した複数の移動端末は、互いのＩｎｔｅｎｔ値を交換し合
いながらＩｎｔｅｎｔ値の大きさに基づいて互選によりＧＯを選出する。例えば、無線網
内において自身のＩｎｔｅｎｔ値を算出した移動端末の各々は、自端末の近隣に存在する
他の移動端末との間でＩｎｔｅｎｔ値を互いに交換し合う。その際に、各移動端末が近隣
に存在する他の移動端末との間でＩｎｔｅｎｔ値を互いに交換し合う通信動作は、上述し
た蓄積転送型方式（例えば、ＤＴＮ方式）における感染型経路（Epidemic Routing）制御
と同様のデータ拡散方法を使用することにより実現することができる。その結果、無線網
内の移動端末の各々は、自身のＩｎｔｅｎｔ値に加えて近隣の全ての移動端末のＩｎｔｅ
ｎｔ値の一覧表を生成し、当該一覧表の中で自端末のＩｎｔｅｎｔ値が最大であると判定

30

した移動端末がＧＯとしての動作を開始することが可能となる。
【０１２１】
なお、図４を参照しながら上述した無線ネットワーク環境においては、ＭＡＮＥＴモー
ドで動作中の移動端末のみがＧＯとして選出される可能性のある候補となることができ、
ＤＴＮモードで動作中の移動端末は子ノード端末としてＧＯに無線接続することしかでき
ない。図４のようにＭＡＮＥＴモードとＤＴＮモードのパケット中継方式が混在して使用
されている無線ネットワーク環境においては、ネットワーク接続トポロジが安定している
のは、ＭＡＮＥＴ端末同士の相互接続により形成されるネットワーク・ドメインだけであ
る。つまり、本実施の形態においては、ネットワーク接続トポロジが安定した移動端末群
との間における無線接続状態が常に安定している移動端末だけがＧＯとして選出される可
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能性のある候補となり得る。言い換えると、本実施の形態においては、移動端末間で相互
に経路制御テーブル（ルーティング情報）を交換しながらテーブル駆動型のパケット中継
動作を実行中の移動端末群に属している移動端末だけがＧＯとして選出される候補となり
得る。
【０１２２】
従って、端末グループの解散／再構築の繰り返し実行に基づくマルチホップ転送によっ
て多数の移動端末間に転送データが拡散してゆくプロセスにおいて、当該転送データは、
図４におけるMANET網とDTN網の境界を超えてＤＴＮドメイン内に拡散してゆくことは出来
ない。ここで、ＤＴＮドメインとは、図４に示す無線ネットワーク環境において、ＤＴＮ
モードで動作中の端末だけで構成されるネットワーク・ドメインを指して言う。
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【０１２３】
本実施の形態において、上述した端末グループの解散／再構築の繰り返し実行プロセス
に基づくデータ拡散プロセスがＤＴＮドメイン内に拡散してゆくことが出来ない構成とし
ている理由は以下のとおりである。
（理由１）ルーティング・テーブルが全く使用されないＤＴＮドメイン内においては、任
意メッシュ型のネットワーク接続トポロジをスター型のネットワーク接続トポロジに単純
化することによるパケット中継転送処理負担の軽減効果がＭＡＮＥＴを使用する場合と比
べてそれほど期待できない。
（理由２）無線チャネルが不安定でモビリティが非常に高いＤＴＮドメインでは、ネット
ワーク接続トポロジの形に関わらず、３台以上からなるトポロジを安定して維持すること
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が困難である。そのため、トポロジやグループ・メンバー端末などの情報管理は困難であ
り、出来たとしても有効性はほとんど期待できない。むしろ、そのような処理を試みるこ
とは，不要な通信制御を増やす結果を招き、単純にすれ違う２台でメッセージを交換する
仕組みを採用した場合と比較して、性能が劣化する危険性の方が大きい。
【０１２４】
一方、稼働中の端末グループ内においてＧＯとして既に選出された移動端末が、転送デ
ータを中継するための中継転送動作を例えばＤＴＮ方式での実行に切り替えた場合には、
当該ＧＯとして選出されていた移動端末はＧＯとしての動作を継続することが出来なくな
る。つまり、図４の無線ネットワーク環境においてＧＯとして選出されていた移動端末の
パケット中継動作がＭＡＮＥＴモードからＤＴＮモードに移行した場合、当該ＤＴＮモー
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ドに移行した端末はＧＯとしての動作を継続することが出来なくなる。そこで、当該ＧＯ
として選出されていた端末はＤＴＮモードに移行後に以下の動作を実行する。まず、当該
ＧＯとして選出されていた端末は、端末グループ内における通信アクティビティの高さと
は無関係に当該端末グループを直ちに解散し、続いて、移動端末毎に算出したＩｎｔｅｎ
ｔ値を移動端末間で交換し合う。その結果、移動端末の各々は、自身のＩｎｔｅｎｔ値に
加えて近隣の全ての移動端末のＩｎｔｅｎｔ値の一覧表を生成し、当該一覧表の中で自端
末のＩｎｔｅｎｔ値が最大であると判定した移動端末が次の新たなＧＯとしての動作を開
始することが可能となる。
【０１２５】
次に、図１２を使用して、古いグループが解散され、新しいグループが形成された際に
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、古いグループの解散以前からの転送データを蓄積している移動端末と古いグループの外
から新たにグループ仲間になった移動端末との間で当該転送データの中継が実行されるシ
ナリオを説明する。
【０１２６】
図１２のシナリオにおいては、グループの解散／再構成の反復実行によって、グループ
解散以前から移動端末内に蓄積されていた転送データが新グループ形成後に新たにグルー
プ仲間になった移動端末に中継される動作が実行される。
【０１２７】
図１２の（１）において、端末Ｔ１乃至Ｔ５がＧＯからの近隣探索ビーコンに応答し無
線接続を確立することにより、ＧＯを中心とする端末グループが形成される。その後、端
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末グループが解散されると、解散前の端末グループのＧＯは、ＧＯとしての役割を終えて
端末Ｔ０となり、端末Ｔ０と他の端末Ｔ１乃至Ｔ５との間の無線接続は消滅する。
【０１２８】
続いて、図１２の（２）において、端末Ｔ２とＴ３のみが端末グループ解散時の位置に
留まり、図１２において（Ａ）で示す円内に含まれる端末Ｔ０、Ｔ１、Ｔ４およびＴ５が
遠くに去ってしまう。その後、図１２において（Ｂ）で示す円内に含まれる端末Ｔ６乃至
Ｔ９が端末Ｔ２およびＴ３の近傍領域に進入し、端末Ｔ２、Ｔ３、Ｔ６、Ｔ７、Ｔ８およ
びＴ９の間でＧＯ選出優先度を交換することにより、端末Ｔ６が新たなＧＯとして選出さ
れるとする。この場合、端末Ｔ２とＴ３は、図１２の（１）で示したグループ解散前の端
末グループに所属していた端末であるから、当該グループ解散前の端末グループ内におい
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て端末間通信されたパケットを蓄積している。その結果、端末Ｔ２とＴ３においてグルー
プ解散前から蓄積されていた上記パケットは、端末Ｔ６を新たなＧＯとして形成された新
たな端末グループ内における端末間通信により、端末Ｔ６乃至Ｔ９に転送されることとな
る。
【０１２９】
このような動作を反復実行すると、ＤＴＮのような蓄積転送型のパケット中継方式と同
様に、転送データを蓄積済みの移動端末が別の移動端末と新たに無線接続可能となるたび
に、転送データをバケツリレー式に中継してゆく形で、ホップ数に制限の無いマルチホッ
プ通信を実現することができる。
【０１３０】

10

また、本実施の形態によれば、非特許文献10や非特許文献11などに開示されている感染
型（Epidemic）、評価型（Estimation）および符号化型（Coding）の経路制御に従って複
数の移動端末間でデータを拡散させてゆくために実行されるデータ拡散の効率をさらに高
めることが出来る。より具体的には、以下のとおりである。従来の蓄積転送型のパケット
中継動作の一部として上述した感染型、評価型および符号化型などの経路制御が実行され
た場合と比べて、本実施の形態は、データを拡散させるための端末間通信を効率化したり
、当該端末間通信に要する端末毎の消費電力を節約することが出来る。例えば、本実施の
形態によれば、上述した感染型、評価型および符号化型などの経路制御が実行された場合
と比べて、データを多数の移動端末に拡散させるのに要する端末間のメッセージ送受信回
数を効果的に減らすことが出来る。その結果、本実施の形態によれば、上述した感染型、
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評価型および符号化型などの経路制御が実行された場合と比べて、データを多数の移動端
末に拡散させるのに要する端末毎の消費電力を効果的に節約することもできる。
【０１３１】
以下、図１３乃至図１８を参照しながら、上述した感染型、評価型および符号化型など
の経路制御が実行された場合と比べて、本実施の形態がデータ拡散の効率を改善すること
が出来る例示的なシナリオを説明すると共に、データ拡散効率が改善される理由を説明す
る。
【０１３２】
図１３は、感染型経路制御（Epidemic Routing）方式に従って多数の端末間でデータを
拡散させてゆくプロセスにおける１ホップ分の転送中継動作を例示するシナリオを示して
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いる。
【０１３３】
まず、図１３の（１）の時点においては、一方の端末ＭＴ１は、２つの転送データαと
βを蓄積しており、他方の端末ＭＴ２は、データαだけを蓄積している。ＭＴ１とＭＴ２
は相互にメッセージを交換し合い（図１３の（１）に示すメッセージｍ１とｍ２）、自端
末が蓄積しているデータの一覧表を相手側の端末に通知する。例えば、図１３の（１）に
おいて、ＭＴ１は、メッセージｍ１をＭＴ２に送信することによって、ＭＴ１が２つの転
送データαとβを蓄積していることをＭＴ２に通知する。同時に、ＭＴ２は、メッセージ
ｍ２をＭＴ１に送信することによってＭＴ２がデータαだけを蓄積していることをＭＴ１
に通知する。
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【０１３４】
続いて、図１３の（２）に示すとおり、ＭＴ２は、データαだけを蓄積しており、ＭＴ
１が蓄積しているデータβを保有していないので、ＭＴ２は、データβの送信要求をメッ
セージｍ２としてＭＴ１に送信する。他方、ＭＴ１は、データαとβの両者を保有してい
るので、ＭＴ２が現在保有しているデータの中で自身が保有していないデータは存在しな
い。従って、ＭＴ１は、ＭＴ２からの送信を要求すべきデータが存在しないことを示すメ
ッセージｍ１をＭＴ２に対して送信する。
【０１３５】
最後に、図１３の（３）に示すとおり、ＭＴ１は、ＭＴ２から受信したデータβの送信
要求に応じて、データβをＭＴ２に送信する。
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【０１３６】
以上のようにして、感染型経路制御方式に従う１ホップ分の転送中継動作により、互い
に１ホップで通信し合う２つの端末間において当該２つの端末がそれぞれ保有する全ての
データを当該２つの端末間で共有することが可能となる。
【０１３７】
次に、図１４は、互いに１ホップで通信し合う３台以上の端末間において端末上の全デ
ータを共有するために必要なメッセージ送受信回数を感染型経路制御（Epidemic Routing
）方式と本実施の形態との間で比較した結果の具体例である。図１４の左図は、感染型経
路制御（Epidemic Routing）方式に従って、４台の移動端末間で端末上の全データを共有
するために必要なメッセージ送受信を示した図である。他方、図１４の右図は、本実施の
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形態に係るスター接続型のパケット中継方式に従って、４台の移動端末間で端末上の全デ
ータを共有するために必要なメッセージ送受信を示した図である。
【０１３８】
図１４の左図においては、４台の移動端末ＭＴ１乃至ＭＴ４の間で端末上の全データを
共有するためにｍ１乃至ｍ５として示されるメッセージを交換する。図１４の左図におい
ては、４台の移動端末ＭＴ１乃至ＭＴ４の間での上述したメッセージ交換により、端末毎
の蓄積データの一覧表の送受信と端末毎の未保有データの送信要求の送受信を１２回ずつ
実行しなくてはならない。
【０１３９】
他方、図１４の右図においては、４台の移動端末ＭＴ５乃至ＭＴ８の間で端末上の全デ
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ータを共有するためにｍ６乃至ｍ８として示されるメッセージを交換する。図１４の右図
においては、４台の移動端末ＭＴ５乃至ＭＴ８の間での上述したメッセージ交換により、
以下の動作が実行される。まず、ＭＴ６乃至ＭＴ８の各々がそれぞれ保有している全ての
蓄積データとその一覧表が、ＭＴ６乃至ＭＴ８の各々からＧＯとして動作中のＭＴ５の上
に集約される。続いて、ＧＯとして動作中のＭＴ５は、端末毎の蓄積データ一覧表をＭＴ
６乃至ＭＴ８から上記のとおり集約した全データの集合と比較して、ＭＴ６乃至ＭＴ８の
各々が何れのデータを未保有であるかを判定する。最後に、ＧＯとして動作中のＭＴ５は
、ＭＴ６乃至ＭＴ８の各々が未保有のデータをＭＴ６乃至ＭＴ８の各々に対して送信する
。その結果、図１４の右図においては、４台の移動端末ＭＴ５乃至ＭＴ８の間での上述し
たメッセージ交換により、端末毎の蓄積データの一覧表の送受信と端末毎の未保有データ
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の送信要求の送受信を３回ずつ実行すれば良いことになる。
【０１４０】
以上より、本実施の形態は、ＧＯを中継ハブとするスター型のネットワーク接続トポロ
ジの利点を生かし、複数端末間で端末上の全データを互いに共有するのに要するメッセー
ジ送受信回数を感染型経路制御（Epidemic Routing）方式より少なくすることができる。
本実施の形態は、上述したメッセージ送受信回数を従来よりも少なくするだけでなく、同
時に、転送データを送信元端末から２つ以上の中継端末を介して３ホップ以上先まで中継
転送可能なマルチホップ通信機能を実現できるようにした点に意義がある。
【０１４１】
図１５は、評価型経路制御（Estimation Routing）方式に従って多数の端末間でデータ
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を拡散させてゆくプロセスにおけるデータ転送中継動作を例示するシナリオを示している
。評価型経路制御（Estimation Routing）方式は、転送データを送信元の移動端末から最
終宛先となる移動端末まで順次転送してゆく一連の中継転送プロセスにおいて、ホップ毎
の中継先を２つの端末間の接触が起きる確率に基づいて選択するものである。具体的には
、上述した中継転送プロセスにおいて、転送データを現在蓄積している端末は、最終宛先
となる端末と接触する確率が自端末よりも高い移動端末を発見した場合には、当該発見し
た端末を次ホップ・ノードとして転送データを中継する。ただし、最終宛先となる端末と
接触する確率に関して、転送データを現在蓄積している端末の方が他の端末よりも大きい
確率を有する場合には、転送データを現在蓄積している端末自身が最終宛先となる端末を
次ホップとしてデータを直接転送しようとする。

50

(32)

JP WO2016/002404 A1 2016.1.7

【０１４２】
上述した用語「接触」とは、ＤＴＮ等のような蓄積転送型のパケット中継方式が動作し
ているネットワーク・ドメイン内において移動端末同士の間の接続性が断続的である場合
に、移動端末同士が通信可能な状態になることを指して言う。また、移動端末同士が互い
に接触する時間や場所は必ずしも事前に予測できるとは限らないが、所定の推定モデルな
どに基づいて特定の２つの端末が接触する確率を事前に推定することは可能である。従っ
て、２つの端末間において「接触」が起こり得る確率を上記のような推定モデルなどを使
用して推定したものを２つの端末間における「接触確率」と呼ぶ。
【０１４３】
図１５においては、移動端末ＭＴ２を送信元とし、移動端末ＭＴ４を最終宛先として、
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メッセージｍ１が中継転送されるものとする。送信元の端末Ｂがメッセージｍ１を最初に
中継しようとする際、ＭＴ２は、移動端末ＭＴ１および移動端末ＭＴ３の２つと接触する
可能性が高いと仮定する。このとき、ＭＴ２は、メッセージｍ１を次ホップに中継する際
に、ＭＴ２自身が最終宛先ＭＴ４と接触する確率が、ＭＴ１よりも高いか否かを判定する
。同時に、ＭＴ２は、メッセージｍ１を次ホップに中継する際に、ＭＴ２自身が最終宛先
ＭＴ４と接触する確率が、ＭＴ３よりも高いか否かを判定する。図１５においては、ＰＡ
→Ｄは、最終宛先となるＭＴ４（端末Ｄ）に対するＭＴ１（端末Ａ）の接触確率を表し、

ＰＢ→Ｄは、最終宛先となるＭＴ４（端末Ｄ）に対するＭＴ２（端末Ｂ）の接触確率を表
し、ＰＣ→Ｄは、最終宛先となるＭＴ４（端末Ｄ）に対するＭＴ３（端末Ｃ）の接触確率
を表す。図１５によれば、「ＰＡ→Ｄ＜ＰＢ→Ｄ」であるので、ＭＴ２（端末Ｂ）は、Ｍ
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Ｔ１（端末Ａ）にはデータを中継しない。他方、図１５によれば、「ＰＢ→Ｄ＜ＰＣ→Ｄ
」であるので、ＭＴ２（端末Ｂ）は、ＭＴ３（端末Ｃ）を次ホップとしてデータを中継す
る。ＭＴ２（端末Ｂ）からデータを中継されたＭＴ３（端末Ｃ）は、上記の場合と同様に
、最終宛先となるＭＴ４（端末Ｄ）との間の接触確率に応じて次ホップとしてデータを中
継すべき移動端末を選択する。そして、データが最終宛先となるＭＴ４（端末Ｄ）に到達
するまで同様の中継転送動作が繰り返される。
【０１４４】
次に、図１６は、ＭＴ１（端末Ａ）を送信元とし、ＭＴ４（端末Ｄ）を最終宛先として
、メッセージｍ０が中継転送されてゆくプロセスの途中において、転送データが複製され
る個数を、評価型経路制御（Estimation Routing）方式と本実施の形態との間で比較した
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結果の具体例である。
【０１４５】
図１６の左図は、評価型経路制御（Estimation Routing）方式においてＭＴ４を最終宛
先として、メッセージｍ０が中継転送されてゆくプロセスの途中において、転送データが
複製される様子を示す。送信元のＭＴ１（端末Ａ）がメッセージｍ０を最初に中継しよう
とする際、「ＰＡ→Ｄ＜ＰＢ→Ｄ」であるので、送信元のＭＴ１（端末Ａ）は、ＭＴ２（
端末Ｂ）を次ホップとしてデータを中継する。これと同時並行して、「ＰＡ→Ｄ＜ＰＣ→
Ｄ」であるので、送信元のＭＴ１（端末Ａ）は、ＭＴ３（端末Ｃ）を次ホップとしてデー

タを中継する。この場合、ＭＴ１（端末Ａ）は、メッセージｍ０を２つのメッセージｍ１
とｍ２に複製し、複製した２つのメッセージｍ１とｍ２をＭＴ２（端末Ｂ）とＭＴ３（端
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末Ｃ）にそれぞれ中継転送する。
【０１４６】
他方、図１６の右図は、本実施の形態において、ＭＴ５（端末Ａ）を送信元とし、ＭＴ
８（端末Ｄ）を最終宛先として、メッセージｍ０が中継転送されてゆくプロセスを示して
おり、ＭＴ５（端末Ａ）乃至ＭＴ７（端末Ｃ）が同一の端末グループに属しているとする
。当該端末グループ内のＧＯは、ＭＴ５（端末Ａ）乃至ＭＴ７（端末Ｃ）の各々が最終宛
先ＭＴ８（端末Ｄ）と接触する確率を表す接触確率情報をＭＴ５（端末Ａ）乃至ＭＴ７（
端末Ｃ）の各々から収集することで可能である。この時、ＭＴ５（端末Ａ）乃至ＭＴ７（
端末Ｃ）の何れか一つが端末グループ内のＧＯとして動作することも可能である。ＧＯは
、最終宛先ＭＴ８（端末Ｄ）と接触する接触確率が大きい順に、配下の端末グループに属
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する全ての移動端末をソートし、当該接触確率が最も大きい端末の識別子をデータの送信
元であるＭＴ５（端末Ａ）に通知することが出来る。例えば、図１６の右図の場合、ＧＯ
が配下の端末グループに属する全ての端末を上述した接触確率に応じてソートした結果と
して、「ＰＡ→Ｄ＜ＰＢ→Ｄ＜ＰＣ→Ｄ」であることが判明する。従って、ＧＯは、配下
の端末グループ内において最終宛先ＭＴ８（端末Ｄ）と接触する接触確率が最も大きいの
は、ＭＴ７（端末Ｃ）であると判定し、ＧＯは、ＭＴ７（端末Ｃ）を次ホップとしてメッ
セージｍ０を中継する（図１６の右図のｍ１）ようにＭＴ５（端末Ａ）に指示する。
【０１４７】
以上より、図１６の右図に示す本実施の形態の場合においては、図１６の左図のように
メッセージｍ０を２つに複製することなく、一つのメッセージを次ホップに中継すれば充
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分である。
【０１４８】
図１６の左図に示す評価型経路制御（Estimation Routing）方式では、データを蓄積中
の自端末は、最終宛先との接触確率に関して隣接ノード端末の方が自分よりも高いか否か
だけを判定し、隣接ノード端末の方が高ければ当該隣接ノード端末にデータを中継するだ
けである。従って、データを蓄積中の自端末と同時に通信可能な２つ以上の隣接ノード端
末が存在する場合、これらの隣接ノード端末同士の間において最終宛先との接触確率の相
対的な大小関係を判定することが出来ない。これに対して、図１５の右図に示す本実施の
形態においては、最終宛先との接触確率の相対的な大小関係を同一の端末グループに属す
る全ての端末同士の間において判定する処理をＧＯが実行可能である。
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【０１４９】
以上より、本実施の形態は、ＧＯを中継ハブとするスター型のネットワーク接続トポロ
ジの利点を生かし、不特定多数の複数端末間におけるメッセージの拡散効率を評価型経路
制御（Estimation Routing）方式よりも改善することができる。本実施の形態は、上述し
たメッセージ送受信回数を従来よりも少なくするだけでなく、同時に、転送データを送信
元端末から２つ以上の中継端末を介して３ホップ以上先まで中継転送可能なマルチホップ
通信機能を実現できるようにした点に意義がある。
【０１５０】
図１７は、符号化型経路制御（Coding Routing）方式に従って多数の端末間でデータを
拡散させてゆくプロセスにおけるデータ転送中継動作を例示するシナリオを示している。
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感染型経路制御（Epidemic Routing）方式においては、最終宛先へのパケット到達率を高
くするために各パケットを充分な個数だけ複製しながら多数の移動端末間で拡散する必要
がある。符号化型経路制御（Coding Routing）方式においては、一つの符号化パケット内
に複数の情報パケットを含ませることが出来るので、最終宛先への高いメッセージ到達率
を維持したまま、多数の移動端末間でメッセージ拡散を行う際のメッセージ複製数を減ら
すことが出来る。
【０１５１】
符号化型経路制御（Coding Routing）方式においては、送信元の端末から最終宛先とな
る端末まで到達させるべきデータの個数をＮとすると、多数の移動端末間でメッセージ拡
散を行う際のメッセージ複製数はＮ＋Ｒとなる。このとき、Ｒは、Ｎ個のデータが最終宛
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先まで到達する確率を高めるために複製されるメッセージの個数の冗長分を表す。例えば
、図１７においては、送信元である端末ＭＴ１は最終宛先となる端末まで到達させるべき
データとして２つのデータαとβを保有しているから、Ｎ＝２である。また、図１７にお
いては、ＭＴ１において符号化により複製した３つメッセージを、ＭＴ１から次ホップで
ある３つの端末ＭＴ２乃至ＭＴ４にそれぞれ中継転送しているからＮ＋Ｒ＝３であり、Ｒ
＝１である。ＭＴ１においては、２つのデータαとβはリード・ソロモン符号化方式など
に基づいて３つの符号化メッセージ「２α＋３β」、「３α＋β」および「α＋２β」と
して複製される。符号化メッセージ「２α＋３β」は、データαを２倍した情報とデータ
βを３倍した情報とを符号化により合成して得られるメッセージである。同様に、符号化
メッセージ「３α＋β」は、データαを３倍した情報とデータβを１倍した情報とを符号
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化により合成して得られるメッセージである。同様に、符号化メッセージ「α＋２β」は
、データαを１倍した情報とデータβを２倍した情報とを符号化により合成して得られる
メッセージである。図１７において最終宛先となる端末ＭＴ５が２つの符号化メッセージ
「２α＋３β」と「３α＋β」を受信した場合、ＭＴ５は、これら２つの符号化メッセー
ジからリードソロモン復号化処理により２つのデータαとβを復号化して取り出すことが
出来る。リードソロモン復号化処理による上述したデータ復号化は、「第１の符号化メッ
セージ＝２α＋３β」と「第２の符号化メッセージ＝３α＋β」の２つの式を連立させた
連立方程式を解くことのアナロジーと考えることが出来る。従って、最終宛先においてＮ
個のデータを復号化により取り出すためには、多数の中継端末間に複製／拡散されたＮ＋
Ｒ個の符号化メッセージのうち少なくともＮ個の符号化メッセージを最終宛先が受信でき
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れば良いことが分かる。
【０１５２】
図１８は、リードソロモン符号化により一つの符号化メッセージ内に合成して含めるこ
とが出来るデータの個数について符号化型経路制御（Coding Routing）方式と本実施の形
態との間で比較した結果の具体例である。
【０１５３】
図１８の左図は、符号化型経路制御（Coding Routing）方式に従って送信元端末がデー
タを符号化するシナリオを例示し、それぞれがデータ送信元である３つの端末ＭＴ１乃至
ＭＴ３を図示している。図１８の左図において、ＭＴ２は、最終宛先に配送すべき２つの
データαとβを保有しており、ＭＴ１は、最終宛先に配送すべき１つのデータγを保有し
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ており、ＭＴ３は、最終宛先に配送すべき１つのデータδを保有している。ＭＴ２とＭＴ
３は、最終宛先に配送すべきデータをそれぞれ一つずつしか保有していないので、符号化
により当該データを合成することができない。
【０１５４】
他方、図１８の右図は、本実施の形態に従って送信元端末がデータを符号化するシナリ
オを例示し、それぞれがデータ送信元である３つの端末ＭＴ４乃至ＭＴ６を図示している
。図１８の右図において、３つの端末ＭＴ４乃至ＭＴ６は同一の端末グループに属し、Ｍ
Ｔ５はＧＯとして動作中であり、ＭＴ５はＧＯとしてグループ内の全端末からデータを収
集できるとする。この場合、ＭＴ５は、３つの端末ＭＴ４乃至ＭＴ６の全てが保有する全
データα、β、γおよびδを自端末上に集約し、これら４つのデータα、β、γおよびδ
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を符号化（例えば、リードソロモン符号化処理）により合成して単一の符号化メッセージ
「α＋β＋γ＋δ」を生成することが出来る。
【０１５５】
以上より、図１８の左図に示す符号化型経路制御（Coding Routing）においては、ＭＴ
１とＭＴ３は複数のデータを符号化して符号化メッセージを合成することが出来ず、ＭＴ
２はＮ＝２となる符号化メッセージしか合成することが出来ない、これに対して、図１８
の右図に示す本実施の形態においては、グループ内の全端末から収集した全データを符号
化により合成してＮ＝４となる符号化メッセージを生成することが出来る。従って、本実
施の形態は、符号化を使用して一つのメッセージ上に従来より多くのデータを含める形で
当該メッセージを多数の中継端末間に拡散させてゆくことが出来る。
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【０１５６】
以上より、本実施の形態は、ＧＯを中継ハブとするスター型のネットワーク接続トポロ
ジの利点を生かし、一つのメッセージ上に従来より多くのデータを符号化する形で当該メ
ッセージを多数の中継端末間に拡散させてゆくことができる。本実施の形態は、上記のよ
うに一つのメッセージ上に符号化することが出来る情報量を増やすだけでなく、同時に、
転送データを送信元端末から２つ以上の中継端末を介して３ホップ以上先まで中継転送可
能なマルチホップ通信機能を実現できるようにした点に意義がある。
【０１５７】
なお、本実施の形態では、各端末のチャネル数については考慮していないが、基本的に
は、CSMA/CA with RTS/CTS などの分散制御方式下では、チャネル数は１つでも実施可能
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である。ただし、チャネル数が多い方が、動作の効率は良くなる。例えば、ＷＬＡＮやＬ
ＴＥなどで使用されている直交周波数分割多重方式のような周波数分割方式や時分割方式
、あるいはこれらを組み合わせた方式の多重通信においては、分割された複数の周波数領
域や時間領域を各チャネルに割り当てることにより、各チャネルを異なる用途に使用する
ことができる。そのような用途としては、例えば、以下のような用途がある。
（ア）ＧＯの互選のための用途
（ａ）各端末間の優先度（Ｉｎｔｅｎｔ値など）の交換
（ｂ）優先度を計算するために必要な情報の、周囲の端末からの収集
（イ）グループ形成のための用途
（ａ）新たなＧＯとして、ＧＯの存在を知らせるための近隣探索ビーコンの送信
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（ｂ）ＧＯへの参加応答および参加決定のための各端末間の通信
（ウ）グループ管理のための用途
（ａ）子ノード端末の存在確認のための通信
（ｂ）グループの解散通知
これらの用途を各チャネルに割り当てることにより、効率的な動作が可能である。また
、これらの用途のうち、各チャネルを、ＧＯから子ノード端末に向けて発信するチャネル
と、子ノード端末からＧＯに向けて発信するチャネルとに分けることにより、動作の管理
および制御が容易となる。
【０１５８】
＜５−２＞第２実施例

20

以下、図１９を参照して第２実施例について説明する。第２実施例についての以下の説
明では、第１実施例についての説明と重複する説明は省略し、第１実施例との相違点のみ
を説明する。
【０１５９】
第１実施例と同様に、第２実施例は、ＧＯが端末グループの解散と再構成を行うことを
決定した後、端末グループ内の全ての子ノード端末からＩｎｔｅｎｔ値を受信したＧＯは
、最大のＩｎｔｅｎｔ値を送信した子ノード端末を次の新たなＧＯとして選出する。続い
て、ＧＯは、当該選出された子ノード端末に対して次の新たなＧＯとして選出されたこと
を通知する選出通知を送信し、現在の端末グループを解散する。当該選出通知を受信した
子ノード端末は、次の新たなＧＯとして動作を開始し、次の新たな端末グループを形成す
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るために、近隣探索ビーコンを送出する。
【０１６０】
第１実施例と同様に、第２実施例においては、無線網内において端末グループが一つも
形成されていない初期状態においては、無線網内の移動端末の各々は、近隣探索ビーコン
を送出することによって自端末の隣接ノード端末の個数をＩｎｔｅｎｔ値として算出する
。続いて、無線網内において自身のＩｎｔｅｎｔ値を算出した複数の移動端末は、互いの
Ｉｎｔｅｎｔ値を交換し合いながらＩｎｔｅｎｔ値の大きさに基づいて互選によりＧＯを
選出する。
【０１６１】
いずれにしても、第２実施例において、今後形成される新たな端末グループの中心とな
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るべき新たなＧＯが選出されたならば、第２実施例は以下の動作を実行する。まず、新た
な端末グループの中心となるべき新たなＧＯとして動作を開始した端末は、当該近隣探索
ビーコンに応答した近隣の移動端末を子ノード端末として当該新たなＧＯに無線接続させ
るべきか否かを判定する。具体的には、当該新たなＧＯが送出した近隣探索ビーコンに応
答した近隣の移動端末と当該ＧＯとの間の通信経路の安定性の度合いを評価し、当該安定
性の度合いが所定の閾値を上回るか否かを判定する。当該安定性の度合いが所定の閾値を
上回るならば、当該近隣の移動端末を当該ＧＯに無線接続させることによって次の新たな
端末グループを形成する。それによって、当該近隣の移動端末は、当該ＧＯをネットワー
ク接続トポロジの中心とする端末グループに新たに参加する。当該安定性の度合いが所定
の閾値を以下であるならば、当該近隣の移動端末を当該ＧＯに無線接続させない。
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【０１６２】
上述したとおり、第１実施例の場合とは異なり、端末グループに子ノード端末として新
たに参加する移動端末は、２ホップ以上の通信経路を経由してＧＯと無線接続することが
出来る可能性がある。例えば、図１９において、子ノード端末Ｃ−Ａは、他の中継端末を
介さずに当該ＧＯに直接接続することによって、当該ＧＯから見て次ホップに位置する隣
接ノード端末として端末グループに新たに参加した子ノード端末である。子ノード端末Ｃ
−Ａは、当該ＧＯと同様に近隣探索ビーコンの送出を開始する。当該新たな子ノード端末
Ｃ−Ａが送出する当該近隣探索ビーコンは、当該ＧＯが送出する近隣探索ビーコンと同様
に、ビーコン送出元の端末Ｃ−Ａが属する端末グループｇ１の周辺に位置する他の未参加
端末Ｃ−Ｂ乃至Ｃ−Ｅを当該端末グループに参加させる誘因となる。
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【０１６３】
図１９に示す隣接ノード端末Ｃ−Ｂが、子ノード端末Ｃ−Ａをビーコン送出元として送
出された近隣探索ビーコンに応答した場合、第２実施例は、ビーコン送出元の子ノード端
末Ｃ−Ａを中継ノードとして端末Ｃ−Ｂから当該ＧＯに至る２ホップ以上の長さの通信経
路について通信経路の安定度を評価する。例えば、子ノード端末としてＧＯと新たに接続
しようとする端末とＧＯとの間の地理的な直線距離、当該ＧＯと当該接続しようとする端
末との間の通信経路のホップ数などを通信経路の安定度の指標とすることが出来る。加え
て、当該ＧＯと当該接続しようとする端末との間で通信経路診断用のビーコンを複数回に
わたって往復させ、当該診断用ビーコンの通信成功率や当該診断用ビーコンの平均ラウン
ド・トリップ時間を計測し、これらの値を通信経路の安定度の指標とすることも出来る。
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端末Ｃ−Ｂから当該ＧＯに至る２ホップ以上の長さの通信経路について評価した安定度が
所定の閾値を上回るならば、端末Ｃ−Ｂは、端末Ｃ−Ａを中継ノードとして当該ＧＯに間
接的に接続し、さらに新たな子ノード端末として当該端末グループに参加することとなる
。端末Ｃ−Ｂから当該ＧＯに至る２ホップ以上の長さの通信経路について評価した安定度
が所定の閾値以下であるならば、端末Ｃ−Ｂは、当該端末グループには参加しない。
【０１６４】
以上のように、第２実施例においても、端末グループ毎に子ノード端末としてＧＯに無
線接続しようとする一つ以上の移動端末は、当該ＧＯとの間のEnd‑To‑End通信経路の安定
性の度合いを評価する。ＧＯに接続しようとする当該端末が当該ＧＯとの間のEnd‑To‑End
通信経路の安定性を評価した結果、当該通信経路の安定性の度合いが所定の閾値よりも高
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ければ、当該端末は当該ＧＯに子ノード端末として無線接続して、当該ＧＯを中心とする
端末グループに参加する。ＧＯに接続しようとする当該端末が当該ＧＯとの間のEnd‑To‑E
nd通信経路の安定性を評価した結果、当該通信経路の安定性の度合いが所定の閾値よりも
低ければ、当該端末は当該ＧＯに無線接続せず、当該ＧＯを中心とする端末グループには
参加しない。このようにして、ＧＯを中心として当該ＧＯとの間のEnd‑To‑End通信経路の
安定度が所定閾値以上となる一つ以上の子ノード端末により、端末グループのネットワー
ク接続トポロジを構成し、その結果得られた端末グループのサイズを適切なサイズとして
選択する。
【０１６５】
＜６＞Ｉｎｔｅｎｔ値の算出
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以下、図２０および図２１を参照しながら、端末グループを管理するＧＯとなる移動端
末を選出する際に移動端末毎にＩｎｔｅｎｔ値を算出する方法を説明する。図２０および
図２１を使用して説明する以下の算出方法においては、説明を簡単にするために、移動端
末は、図３に示すネットワーク接続トポロジを有する端末グループ毎にグループ化され、
第１実施例において説明したパケット中継転送動作を実行していると仮定する。
【０１６６】
図２０は、無線網内において端末グループが一つも形成されていない初期状態において
、移動端末毎にＩｎｔｅｎｔ値を算出する方法を説明するための図である。図２０に示す
初期状態においては、無線網内の移動端末の各々は、近隣探索ビーコンを送出することに
よって自端末の隣接ノード端末の個数をＩｎｔｅｎｔ値として算出する。その際、隣接ノ
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ード端末とは、自端末が発した近隣探索ビーコンに応答したことにより、自端末に対して
次ホップ・ノードとして無線接続された近隣の移動端末である。
【０１６７】
例えば、図２０において、端末１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、
１００ｆおよび１００ｇは、それぞれＩｎｔｅｎｔ値が５、２、３、２、２、２および２
となる。続いて、無線網内において自身のＩｎｔｅｎｔ値を算出した複数の移動端末１０
０ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、１００ｆおよび１００ｇは、互いのＩ
ｎｔｅｎｔ値を交換し合いながらＩｎｔｅｎｔ値の大きさに基づいて互選によりＧＯを選
出する。例えば、無線網内において自身のＩｎｔｅｎｔ値を算出した移動端末１００ａ、
１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、１００ｆおよび１００ｇの各々は、自端末の
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近隣に存在する他の移動端末との間でＩｎｔｅｎｔ値を互いに交換し合う。その結果、最
大のＩｎｔｅｎｔ値を有する端末１００ａがＧＯとして選出されることとなる。
【０１６８】
図２１は、端末グループが一つも形成されていない初期状態の後に最初の端末グループ
が形成され、端末グループの解散／再構成の反復実行プロセスが開始された後の状態にお
いて、移動端末毎にＩｎｔｅｎｔ値を算出する方法を説明するための図である。この状態
においては、現在の端末グループの解散とグループ再構成の必要があるとＧＯが判断した
場合、ＧＯは、端末グループ内の全ての子ノード端末にＩｎｔｅｎｔ値を算出させるため
に、自端末についてのＩｎｔｅｎｔ値を算出すべき旨の命令を全ての子ノード端末に送信
する。
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【０１６９】
例えば、図２１においては、端末１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ
および１００ｇは、同一の端末グループ内に属しており、端末１００ａは、当該端末グル
ープを管理するＧＯである。図２１において、端末１００ｆ、１００ｈおよび１００ｉは
上述した端末グループには属していない。現在の端末グループの解散とグループ再構成の
必要があると端末１００ａが判断した場合、端末１００ａは、端末グループ内の子ノード
端末１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅおよび１００ｇに対して、Ｉｎｔｅｎｔ値
を算出すべき旨の命令を送信する。
【０１７０】
端末グループ内において当該命令を受信した子ノード端末１００ｂ、１００ｃ、１００
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ｄ、１００ｅおよび１００ｇの各々は、端末グループに属していない端末１００ｆ、１０
０ｈおよび１００ｉの中で隣接ノード端末として自端末に接続する端末の個数をカウント
することによってＩｎｔｅｎｔ値を算出する。図２１において、子ノード端末１００ｃに
対しては、端末グループに属していない端末１００ｈおよび１００ｉの２台が隣接ノード
端末として接続しているので、子ノード端末１００ｃのＩｎｔｅｎｔ値は２と算出される
。同様に、図２１において、端末１００ａ、１００ｂ、１００ｄ、１００ｅおよび１００
ｇの各々についてのＩｎｔｅｎｔ値は、それぞれ０、１、０、１および１と算出される。
【０１７１】
なお、端末グループに属していない端末１００ｆ、１００ｈおよび１００ｉのＩｎｔｅ
ｎｔ値は、図２０に示した場合と同様の算出方法によって、上述した端末グループの動作
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状態とは無関係に事前に決定しておくことが出来る。
【０１７２】
図２０または図２１に関して説明した方法に従って算出された移動端末毎のＩｎｔｅｎ
ｔ値に基づいて一旦ＧＯが選出されると、近隣に位置するその他の移動端末が、上記選出
されたＧＯからの近隣探索ビーコンに応答してＧＯに無線接続する。それによって、当該
近隣探索ビーコンに応答した各移動端末は、当該ＧＯを中心とする端末グループに参加す
る。その際、図２２に示すように、一の移動端末１００ｂが近隣に位置する２つ以上のＧ
Ｏ（図２０に示す端末１００ａ（１）と１００ａ（２））からほぼ同時に近隣探索ビーコ
ンを受信した場合、端末１００ｂは無線接続すべきＧＯをランダムに選択する。すなわち
、図２２において、移動端末１００ｂは、端末１００ａ（１）と１００ａ（２）の何れか
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一方を接続先のＧＯとしてランダムに選択する。
【０１７３】
＜７＞本実施の形態の詳細な動作の流れ
以下、図２３乃至図２５のフローチャートを参照しながら、本実施の形態の詳細な処理
動作の流れを説明する。本実施の形態は、図７に示す移動端末１００において、メモリ１
２の上に読み込まれ、制御プロセッサ１１によって実行される通信制御ソフトウェアとし
て実施することが可能である。より具体的には、本実施の形態は、図９に示す移動端末１
００のソフトウェア構造図において、アプリケーション１１０の機能の一部として実装す
ることが可能である。
【０１７４】

10

なお、図４に示す無線ネットワーク環境において複数の移動端末の各々が本実施の形態
に係るパケット中継転送を実行しているときに各移動端末がとり得る複数の端末状態を図
２６にしめす。本実施の形態に係るパケット中継転送の実行過程において生じる種々のト
リガー事象に応じて、各移動端末の端末状態は、図２６に示した複数の端末状態の間を状
態遷移する。この状態遷移の契機となるトリガー事象の発生条件を図２７に示す。
【０１７５】
図２３は、無線網内において端末グループが一つも形成されていない初期状態において
、最初の端末グループが形成され、当該グループが解散されるまでの処理動作の流れを説
明するフローチャートである。この初期状態においては、全ての移動端末の状態は図２６
の状態遷移図における状態Ｓ１である。
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【０１７６】
まず、ステップＳＴ１１において最初の端末グループが形成される。具体的には、無線
網内の移動端末の各々は、自端末が新たなＧＯとして選出される優先度を表すＧＯ選出優
先度を算出する。続いて、無線網内において自身のＧＯ選出優先度を算出した複数の移動
端末は、互いのＧＯ選出優先度を交換し合いながらＧＯ選出優先度の大きさに基づいて互
選によりＧＯを選出する。これは、図２６の状態遷移図における状態Ｓ１から状態Ｓ８へ
の遷移に相当する。例えば、無線網内において自身のＧＯ選出優先度を算出した移動端末
の各々は、自端末の近隣に存在する他の移動端末との間でＧＯ選出優先度を互いに交換し
合う。その結果、無線網内の移動端末の各々は、自身のＧＯ選出優先度に加えて近隣の全
ての移動端末のＧＯ選出優先度の一覧表を生成し、当該一覧表の中で自端末のＧＯ選出優
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先度が最大であると判定した移動端末がＧＯとしての動作を開始する。
【０１７７】
例えば、ＧＯ選出優先度として以下で述べるＩｎｔｅｎｔ値を使用する場合、無線網内
の移動端末の各々は、近隣探索ビーコンを送出することによって自端末の隣接ノード端末
の個数をＩｎｔｅｎｔ値として算出する。続いて、無線網内において自身のＩｎｔｅｎｔ
値を算出した複数の移動端末は、互いのＩｎｔｅｎｔ値を交換し合いながらＩｎｔｅｎｔ
値の大きさに基づいて互選によりＧＯを選出する。例えば、無線網内において自身のＩｎ
ｔｅｎｔ値を算出した移動端末の各々は、自端末の近隣に存在する他の移動端末との間で
Ｉｎｔｅｎｔ値を互いに交換し合う。その結果、無線網内の移動端末の各々は、自身のＩ
ｎｔｅｎｔ値に加えて近隣の全ての移動端末のＩｎｔｅｎｔ値の一覧表を生成し、当該一
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覧表の中で自端末のＩｎｔｅｎｔ値が最大であると判定した移動端末がＧＯとしての動作
を開始する。
【０１７８】
図２０を参照して上述した方法に従って算出された移動端末毎のＧＯ選出優先度に基づ
いて一旦ＧＯが選出されると、当該新たに選出されたＧＯは、近隣に位置するその他の移
動端末に近隣探索ビーコンを送出し、これに応答した隣接ノード端末を当該ＧＯを中心と
する端末グループに参加させようとする。これは、図２６の状態遷移図において、ＧＯが
状態Ｓ８から状態Ｓ７へ遷移することに相当する。同時にこれは、端末グループに未参加
の状態の各端末が上述した近隣探索ビーコンを受信することにより状態Ｓ１から状態Ｓ２
へと遷移した後に、ＧＯに子ノード端末として接続しようとするこれらの端末が状態Ｓ２
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から状態Ｓ３に遷移しようとしている途中であることに相当する。
【０１７９】
上述したとおり、端末グループに子ノード端末として新たに参加する移動端末は、２ホ
ップ以上の通信経路を経由してＧＯと無線接続することが出来る可能性がある。つまり、
端末グループに子ノード端末として新たに参加する移動端末は、当該端末グループに以前
から参加している他の端末を中継ノードとしてＧＯに間接的に接続する場合があり得る。
その場合、当該ＧＯだけでなく当該中継ノードも近隣探索ビーコンを送出し、当該中継ノ
ードからの近隣探索ビーコンに応答して当該端末グループに新たに参加する移動端末は、
２ホップ以上の通信経路を経由して子ノード端末としてＧＯに無線接続し得る候補となる
。いずれにしても、ＧＯと接続するための通信経路のホップ数が幾つであれ、端末グルー
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プ内から送出された近隣探索ビーコンに応答した当該端末グループ周辺の各移動端末は、
当該端末グループのＧＯとの間の通信経路の安定性が充分満足できる場合に限り、当該Ｇ
Ｏに接続して当該端末グループに参加する。これは、図２６の状態遷移図において、ＧＯ
が状態Ｓ７から状態Ｓ６へ遷移し、ＧＯに子ノード端末として接続する各端末が状態Ｓ２
から状態Ｓ３に遷移することに相当する。
【０１８０】
例えば、図１９において、子ノード端末Ｃ−Ａは、他の中継端末を介さずに当該ＧＯに
直接接続することによって、当該ＧＯから見て次ホップに位置する隣接ノード端末として
端末グループに新たに参加した子ノード端末である。子ノード端末Ｃ−Ａは、当該ＧＯと
同様に近隣探索ビーコンの送出を開始する。当該新たな子ノード端末Ｃ−Ａが送出する当
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該近隣探索ビーコンは、当該ＧＯが送出する近隣探索ビーコンと同様に、ビーコン送出元
の端末Ｃ−Ａが属する端末グループｇ１の周辺に位置する他の未参加端末Ｃ−Ｂ乃至Ｃ−
Ｅを当該端末グループに参加させる誘因となる。
【０１８１】
図１９に示す隣接ノード端末Ｃ−Ｂが、子ノード端末Ｃ−Ａをビーコン送出元として送
出された近隣探索ビーコンに応答した場合、第２実施例は、ビーコン送出元の子ノード端
末Ｃ−Ａを中継ノードとして端末Ｃ−Ｂから当該ＧＯに至る２ホップ以上の長さの通信経
路について通信経路の安定度を評価する。例えば、子ノード端末としてＧＯと新たに接続
しようとする端末とＧＯとの間の地理的な直線距離、当該ＧＯと当該接続しようとする端
末との間の通信経路のホップ数などを通信経路の安定度の指標とすることが出来る。加え
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て、当該ＧＯと当該接続しようとする端末との間で通信経路診断用のビーコンを複数回に
わたって往復させ、当該診断用ビーコンの通信成功率や当該診断用ビーコンの平均ラウン
ド・トリップ時間を計測し、これらの値を通信経路の安定度の指標とすることも出来る。
端末Ｃ−Ｂから当該ＧＯに至る２ホップ以上の長さの通信経路について評価した安定度が
所定の閾値を上回るならば、端末Ｃ−Ｂは、端末Ｃ−Ａを中継ノードとして当該ＧＯに間
接的に接続し、さらに新たな子ノード端末として当該端末グループに参加することとなる
。端末Ｃ−Ｂから当該ＧＯに至る２ホップ以上の長さの通信経路について評価した安定度
が所定の閾値以下であるならば、端末Ｃ−Ｂは、当該端末グループには参加しない。
【０１８２】
以上のようにして、端末グループ内から送出された近隣探索ビーコンに応答した当該端
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末グループ周辺の各移動端末は、当該端末グループのＧＯとの間の通信経路の安定性が充
分満足できるものであるならば、当該ＧＯを中心とする端末グループに参加する。この際
、当該端末グループに新たに参加する端末は、当該ＧＯと２ホップ以上の通信経路を介し
て無線接続することによって当該端末グループに参加する場合があり得る。
【０１８３】
続いて図２３のフローチャートの処理はステップＳＴ１２に進み、ＧＯは、端末グルー
プ内の送信データ数を一定時間にわたって測定する。これは、ＧＯが端末グループ内にお
ける通信のアクティビティの高さを監視する動作に相当する。このとき、図２６の状態遷
移図において現在のＧＯの状態は、状態Ｓ６である。続いて処理はステップＳＴ１３に進
み、ＧＯは、端末グループ内での送信データ数が所定の閾値を下回るか否かを判定する。
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これは、端末グループ内における通信のアクティビティが所定レベルを下回るか否かをＧ
Ｏが判定する動作に相当する。なお、端末グループ内における通信のアクティビティが所
定レベルを下回るか否かを判定するための上述した動作は、現在のGOと同じ端末グループ
内の子ノード端末が実行することも可能である。この場合、現在のGOは、同じ端末グルー
プ内から無作為に選んだ一の子ノード端末に対して監視動作開始メッセージを送信する。
続いて、当該監視動作開始メッセージを受信した子ノード端末は、端末グループ内におけ
る通信のアクティビティの高さを監視する動作を開始すると共に、端末グループ内におけ
る通信のアクティビティが所定レベルを下回ると判定した場合には、その旨をGOに報告す
ることが可能である。また、GOから指名メッセージを受信した子ノード端末が、次の新た
なGOの選出する動作とそれに続いて端末グループを解散する動作を制御する役割を担って
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いるケースにおいては、当該監視動作開始メッセージを受信した子ノード端末は、通信の
アクティビティが所定レベルを下回った旨を当該指名メッセージを受信した子ノード端末
に対して報告することが可能である。
【０１８４】
端末グループ内での送信データ数が所定の閾値を下回るなら処理はステップＳＴ１４に
進み、そうでなければ、処理はステップＳＴ１２に戻る。ステップＳＴ１４に進む場合は
、図２６の状態遷移図において、ＧＯの現在の状態は状態Ｓ５に遷移し、ステップＳＴ１
２に戻るならば、ＧＯの現在の状態は、状態Ｓ６のままである。
【０１８５】
ステップＳＴ１４においては、ＧＯは、現在の端末グループの解散に先立って、端末グ
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ループ内の各端末毎に、各端末が次の新たなＧＯとして選出される優先度であるＧＯ選出
優先度を算出する必要があると判断する。その結果、ＧＯからの指示メッセージに基づい
て、端末グループに所属する全ての移動端末の各々は、端末毎のＧＯ選出優先度を算出す
る。この時、図２６の状態遷移図において、ＧＯの状態は、状態Ｓ５からＳ４へと遷移し
ている。ＧＯ選出優先度の典型的な具体例には、以下で述べるようなＩｎｔｅｎｔ値が含
まれる。その他に、端末毎のＧＯ選出優先度の具体例としては、各端末が端末グループ外
への中継転送のために蓄積しているメッセージ（パケット）の個数やグループ解散前にお
ける各端末の端末グループ内での相対的な位置を挙げることが出来る。
【０１８６】
ＧＯ選出優先度としてＩｎｔｅｎｔ値を使用する場合、端末グループに所属する全ての
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移動端末の各々は、図２１を参照して上述した算出方法に従い、自端末に隣接する隣接ノ
ード端末のうち、自端末と同じ端末グループに属していない端末の個数を算出する。その
際、隣接ノード端末とは、自端末が発した近隣探索ビーコンに応答したことにより、自端
末に対して次ホップ・ノードとして無線接続された近隣の移動端末である。続いてステッ
プＳＴ１５においては、端末グループに所属する全ての移動端末の各々は、上記のとおり
算出した端末個数を自端末についてのＩｎｔｅｎｔ値として設定し、ＧＯに送信する。
【０１８７】
ＧＯ選出優先度として、「グループ解散前における各端末の端末グループ内での相対的
な位置」を使用する場合、自端末とＧＯとの間の距離が長いほど、または自端末とＧＯと
の間のホップ数が大きいほど、自端末に関して算出されるＧＯ選出優先度が大きくなる。
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【０１８８】
続いて、端末グループ内の全ての子ノード端末からＧＯ選出優先度を受信したＧＯは、
最大のＧＯ選出優先度を送信した子ノード端末を次の新たなＧＯとして選出する。続いて
、ＧＯは、当該選出された子ノード端末に対して次の新たなＧＯとして選出されたことを
通知する選出通知を送信し、現在の端末グループを解散し、図２３のフローチャートを終
了する。当該選出通知を受信した子ノード端末は、次の新たなＧＯとして動作を開始し、
次の新たな端末グループを形成するために、近隣探索ビーコンを送出する。この時、図２
６の状態遷移図において、次の新たなＧＯとして選出された端末の状態は、状態Ｓ４から
Ｓ７へと遷移している。
【０１８９】
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図２１を参照して上述した方法に従って算出された移動端末毎のＧＯ選出優先度に基づ
いて一旦ＧＯが選出されると、当該新たに選出されたＧＯは、近隣に位置するその他の移
動端末に近隣探索ビーコンを送出し、これに応答した隣接ノード端末を当該ＧＯを中心と
する端末グループに参加させようとする。
【０１９０】
図２４は、端末グループが一つも形成されていない初期状態から出発して、端末グルー
プの解散／再構成の反復実行プロセスを反復実行するために、本実施の形態が実行する処
理動作の流れを説明するフローチャートである。
【０１９１】
以下の説明においては、ＧＯ選出優先度としてＩｎｔｅｎｔ値を使用した場合について
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説明するが、ＧＯ選出優先度として上述した端末毎の蓄積パケット個数や端末グループ内
での各端末の相対位置を使用することも可能である。
【０１９２】
まず、ステップＳＴ２１において、無線網内の移動端末の各々は、近隣探索ビーコンを
送出することによって自端末の隣接ノード端末の個数をＩｎｔｅｎｔ値として算出する。
続いて、図２４のフローチャートの処理はステップＳＴ２２に進む。ステップＳＴ２２に
おいては、無線網内において自身のＩｎｔｅｎｔ値を算出した複数の移動端末は、互いの
Ｉｎｔｅｎｔ値を交換し合いながらＩｎｔｅｎｔ値の大きさに基づいて互選によりＧＯを
選出し、当該ＧＯを中心として新たな端末グループを形成する。これは、図２６の状態遷
移図において、ＧＯが状態Ｓ８または状態Ｓ４から出発して、状態Ｓ７を経て状態Ｓ６へ
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遷移し、ＧＯに子ノード端末として接続する各端末が状態Ｓ２から状態Ｓ３に遷移するこ
とに相当する。
【０１９３】
続いて、図２４のフローチャートの処理はステップＳＴ２３に進み、ステップＳＴ２２
において新たに選出されたＧＯを中心として端末グループを維持するプロセスが実行され
る。端末グループを維持するための上述したプロセスは、例えば、図２３のフローチャー
トのステップＳＴ１２およびステップＳＴ１３において上述した手順に従って実行するこ
とが可能である。
【０１９４】
続いて、図２４のフローチャートの処理はステップＳＴ２４に進み、ステップＳＴ２２
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において選出されたＧＯを中心とする現在の端末グループが解散される。このグループ解
散により、図２６の状態遷移図において、解散した端末グループ内の各端末の状態は、状
態Ｓ５から状態Ｓ４に遷移し、状態Ｓ４において次の新たなＧＯに選出された端末は状態
Ｓ７に遷移し、それ以外の端末は状態Ｓ１を経て状態Ｓ２に遷移する。続いて、図２４の
フローチャートの処理はステップＳＴ２５に進み、端末グループの解散によってグループ
に未所属となった各移動端末は、自端末の通信可能範囲内に既存のＧＯが存在するか否か
を判定する。
【０１９５】
既存のＧＯが存在すれば、グループに未所属となった各移動端末は、当該ＧＯへと無線
接続し（図２４のステップＳＴ２７）、そうでなければ、図２３のフローチャートと同様

40

の方法に従って、グループに未所属となった移動端末同士の間でＧＯとなる端末を選出し
た上で、新たな端末グループを形成する（図２４のステップＳＴ２６）。
【０１９６】
ステップＳＴ２３の実行中において、ＧＯとして動作中の移動端末が、転送データを中
継するためのパケット中継転送動作を例えばＭＡＮＥＴ方式からＤＴＮ方式での実行に切
り替えた場合には、当該ＧＯとして選出されていた移動端末はＧＯとしての動作を継続す
ることが出来なくなる。つまり、図４の無線ネットワーク環境においてＧＯとして選出さ
れていた移動端末のパケット中継転送動作がＭＡＮＥＴモードからＤＴＮモードに移行し
た場合、当該ＤＴＮモードに移行した端末はＧＯとしての動作を継続することが出来なく
なる。そのような場合には、図２４のフローチャートの処理はステップＳＴ２８に進み、
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移動端末上で本実施の形態を実行するためのアプリケーション・プログラムを停止し、ス
テップＳＴ２１に戻って図２４のフローチャートの処理を最初からやり直す。これは、図
２６の状態遷移図において「トリガー事象Ｊ」によってＧＯが状態Ｓ６から状態Ｓ１へと
遷移し、端末グループ内のその他の子ノード端末が状態Ｓ３から「トリガー事象Ｊ」によ
って状態Ｓ１に遷移することに対応する。
【０１９７】
図２５は、端末グループの形成後に、端末グループ内の移動端末同士の間で行われる通
信動作を説明するフローチャートである。
【０１９８】
図２５のフローチャートの処理はまずステップＳＴ３１に進み、端末グループ内の各移

10

動端末は、自端末が送信候補となるデータを保持しているか否かを判定する。送信候補デ
ータを保持しているなら、図２５のフローチャートの処理はステップＳＴ３２に進み、そ
うでなければ、図２５のフローチャートの処理を終える。
【０１９９】
ステップＳＴ３２においては、端末グループ内の各移動端末は、同一の端末グループに
属する他の移動端末がデータ送信中であるかどうかを確認する。続いて、ステップＳＴ３
３において、同一の端末グループに属する他の移動端末がデータ送信中であるか否かを判
定し、データ送信中なら処理はステップＳＴ３６に進み、そうでなければ、処理はステッ
プＳＴ３４に進む。
20

【０２００】
図２５のフローチャートのステップＳＴ３４においては、各移動端末は、自端末が送信
候補として保持しているデータの一覧表に含まれる全てのデータを端末グループ内の送信
相手に送信し、続いて、ステップＳＴ３５において、送信候補データの一覧表をクリアす
る。
【０２０１】
ステップＳＴ３６においては、端末グループ内の各移動端末は、ランダムな長さの時間
だけ待機する。続いて、図２５のフローチャートの処理はステップＳＴ３７に進み、端末
グループ内の各移動端末は、同一の端末グループに属する他の子ノード端末から受信した
データが送信候補データの一覧表の中に存在するか否かを判定する。そのようなデータが
一覧表に含まれていれば、処理はステップＳＴ３８に進み、各移動端末は、送信候補デー
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タの一覧表からそのようなデータを削除し、処理はステップＳＴ３９に進む。そのような
データが一覧表に含まれていなければ、図２５のフローチャートの処理はステップＳＴ３
６に戻る。図２５のフローチャートのステップＳＴ３９においては、端末グループ内の各
移動端末は、所定の待機時間が経過したか否かを判定し、経過していたら、図２５のフロ
ーチャートの処理はステップＳＴ３１に戻り、そうでなければ、図２５のフローチャート
の処理はステップＳＴ３６に戻る。
【０２０２】
＜８＞ＭＡＮＥＴモード端末とＤＴＭモード端末とが直接通信するための具体的な方法
以下、図２８を参照しながら、ＭＡＮＥＴモード端末とＤＴＭモード端末とが互いに次
ホップ・ノードとして直接通信するための方法について具体的に説明する。
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【０２０３】
図２８は、DTNモードで動作中のDTN端末100Gが、複数のMANET端末100A乃至100Fから形
成される無線アドホック・ネットワークと無線通信が可能な範囲内に進入した状況を示す
図である。図２８において、MANET端末100A乃至100Fから形成される無線アドホック・ネ
ットワークは、MANETモードでパケットを相互にルーティングしており、MANET端末100A乃
至100Fにより形成される無線アドホック・ネットワークは、後述するゲートウェイ・ノー
ドを介して通信事業者網やインターネットと接続されている。
【０２０４】
ゲートウェイ・ノードは、無線アクセス・ポイント（図２８中のAP
基地局（図２８中のBS

200A、200B）や

300）それ自体に加え、これらと常に直接無線通信が可能である
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ことが固定的に保証されている無線端末などを含む。例えば、図２８中のノートPC 400は
、図２８中においてAP 200Aと表記される無線アクセス・ポイントと常に直接の無線通信
が可能な固定的位置に設置されており、無線アクセス・ポイント200AとMANET端末100A乃
至100Fとの間の通信を常に中継することが可能である。従って、ノートPC 400は、MANET
端末100A乃至100Fにとってのゲートウェイ・ノードとなることができる。
【０２０５】
さらに、DTN端末100Gは、DTNモードで転送すべきパケットを蓄積している。図２８にお
いて、MANET端末100A乃至100Fは各々の無線通信カバレージが相互に重なっていると同時
に、DTN端末100GはMANET端末100Cおよび100Dの無線通信カバレージ内に位置している。従
って、DTN端末100Gが蓄積しているパケットをDTNモードで転送しようとする際、DTN端末1

10

00Gが、近隣探索ビーコンを送出すると、MANET端末100Cおよび100Dは当該近隣探索ビーコ
ンをDTN端末100Gから直接受信する。DTN端末100Gが送出する当該近隣探索ビーコンは、In
ternet Engineering Task Forceによって標準化されているDTN標準におけるIPND（IP Nei
ghbor Discovery）パケットとすることが可能であり、IPNDパケットの詳細は、Internet
Engineering Task Forceが発行しているRFC4838およびRFC5050において記述されている。
続いて、当該近隣探索ビーコンをDTN端末100Gから受信したMANET端末100Cおよび100Dの各
々は、自端末からゲートウェイ・ノードまでの最短経路ホップ数を計算する。当該最短経
路ホップ数は、IPNDパケットを受信したMANET端末が、パケット中継端末として機能する
他のMANET端末を経由してゲートウェイ・ノードに到達するまでの一つ以上のルーティン
グ経路のうち、最短のルーティング経路に対応する経路ホップ数である。例えば、図２８

20

において、ノートPC 400がゲートウェイ・ノードであった場合は、MANET端末100Cの最短
経路ホップ数は３であり、MANET端末100Dの最短経路ホップ数は２となる。続いて、MANET
端末100Cおよび100Dの各々は、自身のＩＰアドレスと共に自端末の最短経路ホップ数を応
答パケットに格納してDTN端末100Gに対して返送する。続いて、MANET端末100Cおよび100D
の各々から応答パケットを受信したDTN端末100Gは、隣接ノード・リスト内に受信した応
答パケットに含まれるＩＰアドレスと最短経路ホップ数を互いに関係付けて端末毎に格納
する。隣接ノード・リストは、移動端末毎にそのＩＰアドレスと最短経路ホップ数とを対
応付ける対応表である。続いて、DTN端末100Gは、MANET端末100Cおよび100Dの中で最短経
路ホップ数が最小となるMANET端末のＩＰアドレスを隣接ノード・リスト内から検索し、
これをルーティング経路上の次ホップ・ノードのＩＰアドレスとして選択する。例えば、
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図２８の例において、ゲートウェイ・ノードがノートPC 400またはＢＳ（基地局）300の
いずれであったとしても、MANET端末100Dの方がMANET端末100Cよりも最短経路ホップ数が
小さい。従って、DTN端末100Gは、MANET端末100DのＩＰアドレスを次ホップ・ノードに対
応するＩＰアドレスとして選択する。最後に、DTN端末100Gは、次ホップとして選択したM
ANET端末100DのＩＰアドレスに基づいてMANET端末100Dに無線接続し、蓄積していたデー
タ・パケットを転送する。この際、転送されるデータ・パケットのヘッダー部分には、MA
NET端末100DのＩＰアドレスと最終宛先ノードに関するEIDが含まれる。EIDは、DTN標準が
定めるルーティング機能によりデータ・パケットをEnd‑To‑End伝送する際の最終宛先ノー
ドの端末識別子である。
【０２０６】
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次に、DTN端末100Gからデータ・パケットを転送されたMANET端末100Dが、MANETモード
・ルーティングにおけるパケット中継先である次ホップ・ノードを決定する動作の具体例
について説明する。
【０２０７】
まず、MANET端末100Dは、DTN端末100Gから転送されたデータ・パケットのヘッダー部分
からEnd‑To‑Endの最終宛先ノードを表すEIDを取り出し、このEIDをキーとして、最終宛先
ノードのＩＰアドレスを検索する。
【０２０８】
MANET端末100Dは、データ・パケットのヘッダー部から取り出したEIDに基づいて検索さ
れた最終宛先ＩＰアドレスを取得する。当該取得されたＩＰアドレスは、End‑To‑Endの最
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終宛先ノードを表すEIDに対応するＩＰアドレスである。続いて、MANET端末100Dは、当該
取得されたＩＰアドレスを最終宛先ＩＰアドレスとしてルーティング制御テーブル130を
検索し、次ホップ・ノードに対応するMANET端末のＩＰアドレスと無線インターフェース
情報を取得する。
【０２０９】
次ホップ・ノードのＩＰアドレスを得た後、MANET端末100Dは、当該取得されたＩＰア
ドレスと無線インターフェース情報を使用して次ホップ・ノードに対応するMANET端末に
無線接続する。最後に、MANET端末100Dは、当該無線接続を使用してデータ・パケットを
中継先に無線伝送する。
10

【０２１０】
これまでの説明とは逆に、MANET端末側からDTN端末側へとパケットを中継転送する場合
における、MANET端末の動作を以下のとおり説明する。例えば仮に、MANET端末がMANET方
式により中継転送しようとするパケットの最終宛先端末がDTNモードに移行してDTN端末と
なっているとする。すると、MANET端末側は、End‑To‑Endの最終宛先となるパケット内の
宛先ＩＰアドレスに対応する隣接ノードをルーティング制御テーブル130内から検索する
ことが出来ない。これにより、当該MANET端末はDTNモードに移行してDTN端末となると同
時に、中継転送すべきパケットを蓄積する。続いて、当該DTN端末は、以下において後述
するとおり、近隣探索ビーコンを送出し、当該ビーコンに対する他のDTN端末からの応答
を検知すると、応答した他のDTN端末を隣接ノードと認識し、当該隣接ノードに対してDTN

20

方式によりパケットを中継転送する。
【０２１１】
なお、図２８のネットワーク環境においては、ゲートウェイ・ノード、無線アクセス・
ポイント（図２８中のAP

200A、200B）および基地局（図２８中のBS

300）が設けら

れている構成としていた。しかし、図２８に示す実施形態においては、図２８に示した移
動端末100A〜100Gがこれらのアクセス・ポイントを介して電気通信事業者網やインターネ
ットに接続することなく独立した無線網を形成している場合にも、ＭＡＮＥＴモード端末
とＤＴＭモード端末とが互いに次ホップ・ノードとして直接通信するための上述した方法
を実施することが可能である。
【０２１２】
＜９＞本実施の形態と従来技術との間の比較検討
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図２９において、中央の図は、本実施の形態によるパケット中継転送方式に対応し、左
図と右図は、従来のＭＡＮＥＴモードとＤＴＮモードのパケット中継転送方式にそれぞれ
対応する。図２９は、ＭＡＮＥＴモード→本実施の形態→ＤＴＮモードの順にEnd‑To‑End
の到達可能ホップ数が長くなることを示す。同時に、図２９は、ＭＡＮＥＴモード→本実
施の形態→ＤＴＮモードの順にEnd‑To‑Endの送信失敗率が高くなることを示す。同時に、
図２９は、ＤＴＮモード→本実施の形態→ＭＡＮＥＴモードの順に、所定のEnd‑To‑End到
達確率の下で中継転送することが可能な通信データ容量が大きいことを示す。同時に、図
２９は、ＤＴＮモード→本実施の形態→ＭＡＮＥＴモードの順に、End‑To‑End伝送経路上
でのデータ・ドロップ確率が高くなることを示す。
【０２１３】
図３０は、End‑To‑Endパケット中継転送での１ホップ毎の通信成功確率をｐとし、End‑
To‑Endの総ホップ数をＮとした場合、End‑To‑End伝送の失敗に応じて転送データを再送す
る回数の期待値Ｅを、従来のＭＡＮＥＴモード、ＤＴＮモードおよび本実施の形態にそれ
ぞれ基づく３種類のパケット中継転送方式の各々について理論値として計算した場合を示
している。
【０２１４】
図３０において、従来のＭＡＮＥＴモードに基づくEnd‑To‑Endパケット中継転送では、
各矢印に相当する伝送の失敗により、転送データを再送する回数の期待値Ｅを理論値で計
算すると、
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【数１】

となる。
【０２１５】
図３０において、従来のＤＴＮモードに基づくEnd‑To‑Endパケット中継転送では、各矢
印に相当する伝送の失敗により、転送データを再送する回数の期待値Ｅを理論値で計算す

10

ると、
【数２】

となる。
【０２１６】

20

図３０において、本実施の形態に基づくEnd‑To‑Endパケット中継転送では、各矢印に相
当する伝送の失敗により、転送データを再送する回数の期待値Ｅを理論値で計算すると、
【数３】

となる。
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【０２１７】
上述した再送回数の期待値Ｅを縦軸とし、End‑To‑Endパケット中継転送の中継ホップ数
を横軸とする２次元グラフにおいて、３種類のパケット中継転送方式「ＭＡＮＥＴ」、「
ＤＴＮ」および「本実施の形態」のそれぞれに関して、期待値Ｅの理論値をプロットする
と、図３１のとおりとなる。３種類のパケット中継転送方式「ＭＡＮＥＴ」、「ＤＴＮ」
および「本実施の形態」のそれぞれに関して、期待値Ｅの理論値は、図３０に示した３種
類の理論式から算出している。
【０２１８】
図３１の２次元グラフを見ると、従来のＭＡＮＥＴモードとＤＴＮモードに基づくパケ
ット中継転送方式よりも、本実施の形態に基づくパケット中継転送方式の方が中継ホップ
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数の増加に対して、各矢印に相当する伝送の失敗により、再送回数の増加を抑制できるこ
とが分かる。
【０２１９】
＜１０＞本実施の形態の効果
以上より、本実施の形態においては、既存のグループの解散と再構築によって今までグ
ループ外であった移動端末が解散前の中継データを蓄積している移動端末と新たにグルー
プ仲間になるので、当該中継データが再構築後の新グループ内において当該新たにグルー
プ仲間になった端末に中継転送される。従って、グループの解散／再構成の反復実行によ
って、グループ解散以前から移動端末内に蓄積されていた転送データを、グループ外から
新たにグループ仲間になった移動端末に中継する動作が何度でも繰り返し実行される。そ
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の結果、本実施の形態は、スター接続型の中継方式における中継ホップ数の上限（２ホッ
プ）を超えて転送データを中継転送するためのマルチホップ通信を実現することが可能と
なる。
【０２２０】
その際、本実施の形態は、グループ解散の直前におけるグループ外の隣接ノード端末数
が最も多い移動端末を再構築後のグループのＧＯとするので、ＧＯから見た場合に、グル
ープ再構築後に、グループ外から新たにグループ仲間に加わる端末個数を最大化すること
が出来る。その結果、本実施の形態においては、上述したグループの解散と再構築を繰り
返すプロセスにおいて、上述したグループ内中継転送による蓄積データの拡散効率と拡散
速度を最大化することが可能となる。
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【０２２１】
その結果、本実施の形態は、多種多様なパケット中継転送方式と併用することにより、
上述した通信の到達性、通信容量のスケーラビリティおよび通信の効率化や端末電力の消
費効率の最適化に関する問題を解決可能な仕組みを実現することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２２２】
本発明は、移動端末機器が他の移動端末機器との間で無線アクセス・ポイントや基地局
を介さずに自律的なネットワークを構成し、当該ネットワークを介して相互に通信する機
能を実現するために、移動端末機器にインストールすることが出来る通信ソフトウェアと
して利用することができる。また、本発明は、他の移動端末との間で無線アドホック・ネ
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ットワークを構成し、当該ネットワークを介して相互に通信する移動端末機器およびその
ような移動端末機器から構成されるネットワークシステムとして利用することが出来る。
【符号の説明】
【０２２３】
１１

制御プロセッサ

１２

メモリ

１３

ストレージ

１４

ユーザ入出力装置

１５

送受信アンテナ

１６

RF送受信回路

１７

ベースバンド・プロセッサ

１８

３軸加速度センサー

１９

バッテリー残量メーター

２０

ＧＰＳ送受信機

２１

バス

２２

信号線

２３

信号線

１００

移動端末

１０１

切り替え制御モジュール

１０２

APLソケット・インターフェース

１０３

MANETモジュール

１０４

APLソケット・インターフェース

１０５

DTNモジュール

１０６

ＯＳ／ＡＰＩ

１０７

ＴＣＰ／ＩＰソケット・インターフェース

１１０

ユーザ・インターフェースを含むアプリケーション

１１１

MANET／DTN切り替え判断部

１１２

メッセージ受信部

１１３

受領メッセージ宛先解析部

１２０

MANET送信部

30

40

50
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１３０

ルーティング制御テーブル

１４０

DTN送信部

１４１

IPND送受信部

１４２

受領IPND解析部

１５０

プロトコル下位層

１６０

対応表

２００

無線ＬＡＮルータ又は無線アクセス・ルータ

３００

基地局

４００

ノートＰＣ
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