VoIP のための再送回数を用いたハンドオーバ管理手法の性能評価
Performance Evaluation of Handover Management based upon the Number of Retries for VoIP in WLANs
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はじめに
今後，WLAN を使用したホットスポットが更に急速
に増加し，互いにオーバラップしていくことで，ユーザ
がいつでもインターネットに接続できるユビキタス環境
が実現すると考えられる．ユビキタス環境では，VoIP の
ようなリアルタイム通信が最も顕著な利用形態となる．
しかし，このようなリアルタイム通信はホットスポット
間をハンドオーバするときにパケットロスの影響を受け
やすく，通信品質を維持することが非常に困難である．
この問題を解決するために，我々は [1] において WLAN
の再送回数を用いたハンドオーバ管理手法の提案を行っ
た．しかし，[1] では実環境のようにモバイルノード (MN)
が複数存在するときにおける性能評価は行われておらず，
提案方式の詳細な評価が行われていない．そこで，本論
文では実環境と同様に MN が複数存在する場合におけ
る，ハンドオーバ管理手法の性能評価を行う．
2 ハンドオーバ管理手法の概要
ハンドオーバ管理手法について簡単に説明する．MN
は 2 つの WLAN インタフェース (IF1, IF2) を搭載して
いると仮定する．提案方式では，WLAN におけるデー
タフレームの再送回数をトランスポート層の Handover
Manager(HM) に通知し，通知された再送回数によって
HM がハンドオーバを制御する．HM は各 WLAN イン
タフェースの再送回数を記録するためのパラメタとして
Ret IF1 と Ret IF2 を保持する．もし，IF1 での通信中
に Ret IF1 の値がマルチパス転送に切り替えるための
閾値である Multi-Path Threshold(MPT) を超えた場合，
パケットロスによる通信品質の劣化を防ぐために IF1 と
IF2 に同じパケットを送信する (マルチパス転送)．しか
し，マルチパス転送中は 2 つの WLAN に対して同じデー
タを送信することになるため，ネットワークに通常の 2
倍の負荷を与えることになる．そこで，HM はシングル
パス転送に戻すために，各 WLAN の安定度を測定する
ための指標として，各 WLAN インタフェースに対する
Stability Counter(SC IF1, SC IF2) を作動させる．SC
はマルチパス転送中に再送無しでパケットを連続して送
信する度に 1 増加される (途中，再送が発生した場合は
0 にリセットされる)．この SC IF2 の値がシングルパス
に戻すための閾値である Single-Path Threshold(SPT)
を超えた場合，HM は IF2 の WLAN は安定していると
判断し，IF2 を用いたシングルパス転送に戻す．つまり，
提案方式ではシングルパス転送とマルチパス転送を使い
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図 1 シミュレーションモデル
分けながらハンドオーバを行う．
3 シミュレーション実験
2 で説明したハンドオーバ管理手法を複数の MN が存
在する環境に用いた際の性能評価を行う．
3.1 シミュレーションモデル
図 1 に示すように，WLAN(A) にのみ 10 台の VoIP
通信を行っている MN が接続している環境においてシ
ミュレーションを行う．また，MN(1) は WLAN のイン
タフェースを 2 つ保持し，WLAN(A) から WLAN(B)
へ移動する．シミュレーションでは異なるドメインの
WLAN 間の移動を想定しているため，WLAN(A) から
CN と WLAN(B) から CN の遅延は異なる．
3.2 シミュレーション結果
MN(1) のハンドオーバ時のパケットロス率，及びマル
チパス転送によるネットワーク負荷について考察する．
また，提案方式では MPT と SPT の 2 つの閾値を使用
するため，VoIP が要求するパケットロス率 (3%以下) を
満たすようにパラメタ調整も行う．
3.2.1 パケットロス
図 2 に MN(1) が WLAN(A) から WLAN(B) へ移動
した際のパケットロス率を示す．MPT が 3，4 のとき
VoIP が要求するパケットロス率を満たし，かつ 2%以下
である．これら以外の値ではパケットロス率が増加し，
VoIP が要求するパケットロス率を満たせなくなる．
MPT によるパケットロス率の増加の原因について説
明する．図 3 にハンドオーバ時の平均パケットロス発生
回数を示す．MPT が 1 に設定された場合，MN は再送が
発生するとすぐにマルチパス転送を行う．WLAN(B) で
は，CN までの遅延が WLAN(A) より小さく，かつ複数
の MN による送信権獲得に要する時間が必要ないため，
マルチパス転送直後に WLAN(B) から送信したパケット

図 2 ハンドオーバ時におけるパケットロス率

図 3 ハンドオーバ時の平均パケットロス発生回数
は WLAN(A) からマルチパス転送の直前に送信したパ
ケットよりも早く CN へ到着する．その結果，WLAN(A)
からマルチパス転送の直前に送信したパケットはロスし
てしまう．一方，MPT を 7 に設定した場合，無線リン
クを 11(MN*10+AP) 台で共有し，かつ再送が 7 回に達
するまでマルチパス転送を行わないため，1 パケットの
転送時間がアプリケーションからのパケット到着間隔よ
りも長くなり，インタフェースキューにパケットが溜ま
りやすくなる．これに加え，マルチパス転送を行った際
に，WLAN(B) から送信したパケットが WLAN(A) のイ
ンタフェースキューに溜まったパケットよりも早く CN
に到着し，バースト的にパケットロスが発生する．した
がって，MPT が小さいときは連続パケットロス数は少
ないがパケットロスの発生回数が増加する．一方，MPT
が大きいときには発生回数は少ないが連続パケットロス
数が増加するためパケットロス率が増加する．
WLAN ではバースト的なパケットロスが発生しやす
い上，VoIP はランダムなパケットロスよりも通信品質
が劣化しやすい [2] ため，ハンドオーバ時に発生する連
続パケットロス数も考慮する必要がある．図 4 に MPT
が 3，4 のときの連続パケットロス数の分布を示す．図
4 より，MPT=3 は MPT=4 に比べて，連続パケットロ
ス数が小さいことがわかる．ゆえに MPT は 3 が適切で
あるといえる．また，SPT が 1 の時に比べ 2 以上のとき
は連続パケットロス数が減少している．以上より，MPT
は 3，SPT は 2 以上に設定することが適切である．
3.2.2 ネットワーク負荷
提案方式ではマルチパス転送を行うため，ネットワー
クに与える負荷が大きくなる．したがって，可能な限り

図4

ハンドオーバ時の連続パケットロス数の分布

図 5 ハンドオーバ時におけるネットワーク負荷
ネットワークへの負荷を減らす必要がある．図 5 に MN
のハンドオーバ時におけるネットワーク負荷を示す．
図 5 から，MPT が小さく，SPT が大きいほどネッ
トワークへの負荷が大きくなることが分かる．したが
って，3.2.1 で示した値において，MPT=3，SPT=2 の
とき，ネットワークへの負荷は最も小さく (1.004 倍
(80*1.004=80.32kb/s)) なり，移動中の VoIP 通信のパ
ケットロスを防ぐためのネットワーク負荷としては十分
受け入れられる値となる．
4 おわりに
本論文では，再送回数を用いたハンドオーバ管理手法
の性能評価を行った．シミュレーション実験から，MPT，
SPT の設定により，パケットロス率とネットワークへの
負荷が変化するだけでなく，パケットロスの発生回数，
及び連続パケットロス数も変化することを明らかにした．
また，MPT=3，SPT=2 と設定することで，提案方式
がハンドオーバ時の VoIP の通信品質を維持するための
手法として十分効果があることを明らかにした．
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