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ユビキタスネットワークでは，モバイル端末 (MN) は異なる管理ドメインの無線 LAN(WLAN) 間のハン

ドオーバを行う機会が増加するため，異なる WLAN 間の移動時にコネクションを維持すること，そしてハンドオー
バ実行時に MN 自身の通信品質と WLAN 全体の通信品質の悪化を防ぐことが重要となる．既存手法ではハンドオー
バの決定にネットワーク層 (L3) 以上の上位層で取得可能なパケットロスの発生，RTT を用いているが，ハンドオー
バ決定指標としての妥当性について詳細な検討が行われていない上，MN の移動が MN 自身と WLAN 全体の通信性
能に与える影響に関しても調査されていない．そこで本論文では既存のハンドオーバ手法を用いた場合，MN 自身と

WLAN 全体の TCP 通信性能にどのような影響を与えるかを明らかにする．その後，クロスレイヤアプローチを用い
てデータリンク層 (L2) から取得可能な情報に焦点をあて，TCP の通信性能の変化と比較する．その結果，L2 の情報
を利用してハンドオーバを行うことでハンドオーバ時の通信性能の悪化を避けられることを示す．
キーワード 無線 LAN，ハンドオーバ，決定指標，フレーム再送回数，クロスレイヤ

Investigation of Novel Decision Criteria for Efficient Handover in WLANs
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Abstract Ubiquitous networks enabling access by mobile nodes (MNs) at anytime and at any location will consists
of several different WLANs, so that it is likely that the MN will traverse several WLANs during communication.
In such a case, how to avoid performance degradation during the handover becomes a critical issue. Majority of
existing studies deal with handover decisions based on the upper layer information such as packet loss, but none
of them extensively examine the criteria for a handover decision, and investigate how it can affect the performance
degradation just before the handover is decided to be executed. In this paper, we first extensively investigate the
TCP performance under the criteria for handover decision employed by existing studies. Then, we deal with the
Layer 2 behavior, and employ that a cross-layer approach, which enables a MN to perceive the deterioration of
wireless link quickly and exactly, is necessary to avoid the performance degradation during a handover. Finally, we
identify how the movement of the MN affects the overall TCP performance of its WLAN and its own TCP performance. Through simulations, we show that degradation during a handover can effectively be avoided by exploiting
Layer 2 information.
Key words Wireless LANs, handover, criteria, frame retry, cross-layer

1. は じ め に
IEEE802.11 [1] 規格に基づく無線 LAN (WLAN) は，広帯

域なインターネットへの接続環境を安価に提供できることから
急速に普及している．現在，空港や駅構内，喫茶店などの公共
スペースに様々な通信事業者による WLAN のホットスポット
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サービスが展開されている．今後，異なる通信事業者による

(Layer2:L2) のデータフレームの再送回数を使用しているが，

ホットスポットが急速に普及し，互いにオーバラップしていく

L2 で取得可能な他の情報に関する検討は行われていない．また

ことで利用者がいつでもインターネットに接続可能なユビキタ

樫原らの研究ではリアルタイム通信で使用される UDP 通信の

スネットワークが実現されると予測できる．すなわち，WLAN

みを想定しており，TCP 通信については検討していない．そ

は今後のユビキタスネットワークの基礎を形成すると考えら

れに加え，このような WLAN 間のハンドオーバ時には，MN

れる．

の通信性能の悪化だけでなく，MN のハンドオーバが WLAN

このようなユビキタスネットワークでは，WLAN インタ
フェースを搭載したモバイル端末 (MN) は WLAN のアクセス

全体の通信性能に与える影響についても調査する必要があるが，
これまでの既存手法では行われていない．

ポイント (AP) を介していつでもインターネットに接続するこ

そこで本論文では，ハンドオーバ決定指標が MN 及び WLAN

とが可能となる．ユビキタスネットワークにおいて MN の移

全体の TCP 通信性能に与える影響について調査し，ハンド

動透過性を実現するためには，既存のアプリケーションに多く

オーバに有効な新たな決定指標を提案する．まず既存手法のハ

使われている TCP 通信を MN が複数の WLAN 間の移動中に

ンドオーバ決定指標が TCP の通信性能に与える影響について

継続することが重要となる．しかし，1 つの WLAN のサービ

調査を行う．そして，L2 で取得可能な情報に着目し，それらが

スエリアは半径数 10m と小さいため，移動中の MN は複数の

新たなハンドオーバ決定指標として有効であるかについて調査

WLAN 間を頻繁にハンドオーバしなければならない．そのた

を行う．最後に TCP の通信性能とそれらのハンドオーバ決定

め頻繁なハンドオーバに対する移動透過性を実現し，かつ通

指標の関係を詳細に調査することで，最適なハンドオーバ決定

信中のアプリケーションの性能悪化を防ぐためには，(1) 異な

指標を提案する．

る WLAN 間の移動時にコネクションを維持するためのハンド
オーバ管理技術の確立，更に (2) ハンドオーバ実行時の MN の

TCP 通信性能と WLAN 全体の TCP 通信性能の悪化を防ぐ手
法の確立が重要となる．

2. 既存手法のハンドオーバ決定指標
前節で述べたように，ハンドオーバ時に通信を継続するため
の手法がこれまで数多く提案されている．その一例として MIP

異なる管理ドメインで構成された WLAN 間を MN が移

では，MN は AP から定期的 (デフォルトでは 1 秒に 1 回) に

動する場合，MN の IP アドレスが変更されるため通信が切

送信される Router Advertisement Packets のロスにより自身

断されてしまう．既存のハンドオーバ技術としては，Mobile

の移動を検知する．つまり MIP では，MN のハンドオーバの

IP (MIP) [2] や mobile Stream Control Transmission Proto-

決定が Router Advertisement Packets の発生間隔に影響され

col(mSCTP) [3]，塚本ら [4] の研究が提案されている．これら

るため，移動を検知するまでに通信性能が大幅に悪化している

の手法は MN の移動透過性を実現し，MN は IP アドレスの変

可能性がある．

更に伴う通信の切断が発生することなく異なる管理ドメイン間
を移動することが可能となる．
これらの既存手法では，MN が接続しているネットワークの

これ以外にも MIP のハンドオーバ時の通信性能の悪化を抑
えるために FMIP [10] や HMIP [11] が提案されているが，こ
れらはハンドオーバ実行中及び実行後の通信性能を改善するこ

通信性能の悪化を検知し，ハンドオーバを決定するための指標

とを目的としており，ハンドオーバ実行以前の通信性能を改善

としてネットワーク層 (Layer3:L3) 以上の上位層で取得可能な

する際に重要となるハンドオーバの決定指標については検討し

情報であるパケットロス [5] を使用している．しかし，TCP の

ていない．

輻輳制御はパケットロスの発生に伴い送信量を大きく下げるた

また mSCTP では通信中に MN の IP アドレスを動的に追

め，これらの既存手法ではハンドオーバを実行する前に既に通

加，削除する機能を追加することで MN の移動透過性を実現

信性能が大きく低下している可能性があるが，ハンドオーバの

しているが，ハンドオーバ決定指標については明記していな

決定指標としてパケットロスが妥当であるかの詳細な検討はこ

い [3]．

れまでに行われていない．

この問題を解決するために，通信性能の状態変化をいち早く

これに対してハンドオーバをいち早く実行することでハン

検知する方法として，Cunnigham [6] や Kelly [7] は，上位層の

ドオーバ時の通信性能の悪化を防ぐ MIP や mSCTP を改良

情報であるジッタや Smoothed Round Trip Time(SRTT) の

した方式が提案されている．これらの手法ではハンドオーバ

変化をハンドオーバ実行の決定指標に用いる手法を提案してい

の決定指標としてジッタ [6] や Smoothed Round Trip Time

る．しかし，これらの指標はインターネット上で発生する輻輳

(SRTT) [7]，電波強度 [8] を用い，それらの値の変化から MN

や WLAN の通信品質の悪化などにより時々刻々と変化するた

の移動を検知する．しかし，これらの指標はインターネット

め，ハンドオーバ実行に適切な閾値を決定するのが困難である．

上で発生する輻輳や WLAN の通信品質の悪化などにより時々

そのため Layer1(L1) から直接取得可能な電波強度 [8] をハンド

刻々と変化するため，ハンドオーバを実行するための閾値を適

オーバ決定指標として使用する手法が提案されているが，この

切に設定することが困難である．
一方，樫原らの研究 [9] では VoIP 通信中に WLAN 間を移

電波強度は変動が激しいためハンドオーバ実行の際にピンポン
効果などの悪影響を及ぼす問題が発生する可能性がある．

動する環境を想定し，ハンドオーバ中のパケットロスの発生を

そこで [9] では WLAN 上でリアルタイム通信を行う VoIP

抑えるために，新たなハンドオーバ決定指標として MAC 層

アプリケーションを使用する環境を想定し，ハンドオーバの決
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層 (L3) から渡される後続のパケットは送信することができず，
送信中のデータフレームの送信が成功するまでインタフェー
スのバッファで待機することになる．その結果，インタフェー
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スバッファのキュー長が増加するため，MN はインタフェース
バッファのキュー長の増加を検出することで，無線リンクの通
信品質の悪化を検知できると考えられる．

3. 2 WLAN 内における伝送時間

1 32 ! 4 598

MAC 層において，データフレームの送信時間と ACK フレー

クロスレイヤアーキテクチャ

されるまでにかかった時間 (伝送時間) を取得できる．この伝送

ムの受信時間を取得することで，データフレームが正しく送信
図1

時間は，WLAN 内で発生したデータフレームの再送にかかっ
定指標として L2 から取得可能なデータフレーム再送回数を用

た時間も含まれるため，無線リンクの悪化時には増加すること

いた手法が提案されている．この手法において MN はパケット

になる．また，Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS)

ロスが発生する前にデータフレームの再送回数から WLAN の

を使用した場合は RTS/CTS フレームの交換時間も伝送時間に

通信品質の悪化を検知し，ハンドオーバを実行することで良好

含まれる．以上のことより，WLAN 内の伝送時間は無線リン

な品質を達成している．しかしデータフレームの再送回数につ

クの通信品質の悪化により増加するので，MN はこの伝送時間

いてしか検討しておらず，L2 で取得可能な他の情報について

の増加から無線リンクの通信品質の悪化を検知できると考えら

は広く調査していない．また，VoIP の UDP 通信のみを対象

れる．

としているため，大半の既存のアプリケーションで使用されて
いる TCP 通信については検討していない．

3. 3 データフレームの再送回数
WLAN ではデータフレーム，もしくは ACK フレームがロス

本論文ではハンドオーバ決定指標としてパケットロス，RTT

したときは，送信側は予め決められた再送回数に達するまで同

を用いた場合，そのハンドオーバの決定が TCP の通信性能に

じデータフレームを再送する．データフレームの再送は (1) 電

どのような影響を与えるかについて調査する．その後 L2 の情

波強度の劣化，(2) 他の MN によって送信されたデータフレー

報に着目し，その特性と TCP の通信性能の変化との関係につ

ムとの衝突により発生する．しかし，RTS/CTS を使用した場

いて検討する．以上の検討を踏まえ，ハンドオーバ時の通信品

合，RTS/CTS フレームの交換によりデータフレームの衝突は

質の悪化を防ぐのに最適なハンドオーバ決定指標を検討する．

3. L2 から取得可能な情報
これまでの既存手法ではハンドオーバの決定は主に L3 以上
で取得可能な情報を基に行われてきたが，無線リンクの状態を

発生しない．大きなサイズのフレームは小さなフレームよりも
衝突の確率が高いため，TCP 通信のように大きなサイズのパ
ケットを送信する場合は一般的に RTS/CTS が使用される．本
論文ではデータフレームの衝突の影響，及び隠れ端末問題 [13]
による通信性能の悪化を避けるために RTS/CTS を使用する．

適切に検知して切替えるためには前節で述べたように L2 で取

つまり，RTS/CTS を使用した環境でのデータフレームの再送

得可能な情報を用いるべきである．しかし，現在の階層アーキ

は電波強度の劣化によってのみ発生することになる．

テクチャでは異なるレイヤ間において情報を受け渡しすること

RTS/CTS を使用した場合，送信側は ACK フレームを受信

ができない．そこで，本研究ではクロスレイヤアプローチ [12]

するまで同じデータフレームを初回送信を含めて 4 回再送す

を取り入れることで，レイヤ間の情報の受渡しを可能にする．

る (初回送信＋再送 3 回)．送信側が再送回数の制限内に ACK

図 1 に本研究で用いるクロスレイヤアーキテクチャの概略図を

フレームを受信できない場合，データフレームはパケットロス

示す．この図に示すように，無線リンクの状態を MAC 層から

として扱われ破棄される．従って，データフレームの再送はパ

トランスポート層のハンドオーバマネージャに通知することで，

ケットロスの発生前に必ず発生するため，データフレームの再

トランスポート層において無線リンクの状態を的確に検知する

送回数によって無線リンクの通信品質の悪化をいち早く検知で

ことが可能となる．このアプローチをエンドノードである MN

きると考えられる．

に適用することを考え，MN の L2 から取得可能な情報に着目
する．以下ではこのクロスレイヤアーキテクチャを用いること

4. シミュレーションモデル

で取得可能な L2 の情報についてそれぞれ説明する．

MN の移動が通信品質に与える影響を調査するため，図 2 に示

3. 1 インタフェースバッファのキュー長

すようなモデルを想定し，Network Simulator 2 (ver.2.27) [14]

WLAN インタフェースはパケットの送受信のためのバッファ

を 用 い て シ ミュレ ー ション を 行 う．シ ミュレ ー ション で は

を持ち，また IEEE802.11 規格により MAC 層では，送信側は

IEEE802.11b インタフェースを搭載した 5 台の MN が，イ

送信したデータフレームに対する ACK フレームを受信するこ

ンターネット上にある 1 台の相手端末 (CN) と TCP 通信を行

とで無線区間の伝送が成功したことを確認する (stop-and-wait

う．TCP のアルゴリズムには NewReno を用い，パケットサイ

方式)．従って，無線リンクの通信品質の悪化によりデータフ

ズは 1500Byte とする．また本研究では 1500Byte と大きなパ

レームあるいは ACK フレームが損失した場合，ネットワーク

ケットサイズを扱うため RTS/CTS を使用する．IEEE802.11b
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の通信速度に関しては 11Mb/s でのみ通信を行い，フォール
バックは行わないものと仮定する．
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の TCP のグッドプット性能との関係について詳細に調査する．

5. 1. 1 グッドプット

本研究では (1) 1 台の MN が AP から離れる場合，(2) 3 台の

MN(1) が AP から離れていく際の TCP のグッドプットの変

MN が同時に AP から離れる場合の 2 つのケースについて特

化を図 3 に示す．縦軸はグッドプット，横軸は AP と MN(1)

性を調査する．本シミュレーションにおいて，移動しない MN

との距離を示す．この図から TCP のグッドプットは 10m 付近

は AP の近くに配置し，電波強度の劣化によるデータフレーム

から低下し始め (I)，15m 付近ではグッドプットが 0.3Mb/s(最

の再送は発生しない．

大グッドプットの 50%) まで低下している (II)．そして 20m 付

これら 2 つのケースのシミュレーションで，移動する MN
と AP との距離を 0m から 22m まで 1m ずつ離し，各地点に
おける通信品質の特性の変化を「移動する MN への影響」と
「WLAN 全体への影響」という 2 つの観点で評価する．

近ではグッドプットがほぼ 0 となり，MN(1) は CN との通信
が困難な状態となっている (III)．

5. 1. 2 パケットロス
図 4 は MN(1) の移動時において TCP の重複 ACK，タイム

これらのシミュレーションを通して，最初に TCP のグッド

アウトによる 2 種類のパケットロスが各々どれだけ発生してい

プット性能と L4 で取得可能な情報 (パケットロス，RTT) の関

るかを示した図である．この図から，重複 ACK は MN(1) が

係を詳細に調査し，MN の移動時に既存のハンドオーバ手法で

AP の近くに位置しているときから低いながらも一定割合で発

使用されるハンドオーバ決定指標がどれほど TCP の通信性能

生していることが分かる．これは TCP の輻輳制御では一般的

に影響を与えるか明らかにする．次に L2 で取得可能な情報と

な現象であり，MN(1) は重複 ACK によるパケットロスをハン

TCP のグッドプット性能との関係について詳細に調査し，L2

ドオーバ決定指標に用いるべきではない．一方タイムアウトは

の情報をハンドオーバ決定指標として用いた場合，TCP のグッ

15m 以降で発生し始め，その後急激に増加している．図 3，4

ドプット性能にどのような影響を与えるか調査する．これらの

を比較すると，タイムアウトが発生し始める 15m 付近ではグッ

結果からハンドオーバ時の通信性能の悪化を防ぐことが可能な

ドプットが既に 0.3Mb/s (最大グッドプットの 50%) まで低下

ハンドオーバ決定指標に関して検討する．更にそのハンドオー

していることが分かる．この結果より，パケットロスをハンド

バ決定指標が複数の MN の移動時にも有効か否かについても

オーバの決定指標に用いる既存手法では，ハンドオーバ実行時

評価する．

において TCP の通信性能を維持できず，性能が悪化すること

5. シミュレーション結果
5. 1 1 台の MN の移動 (L4 情報)

が分かる．

5. 1. 3 RTT
図 5 は RTT の変化を 90%信頼区間で表したものである．こ

ここでは 5 台の MN の内 1 台の MN(1) が AP から離れる環

の図から，RTT はグッドプットが低下し始める 10m 付近から

境を想定し，L4 で取得可能なパケットロス，RTT と MN(1)

緩やかに上昇し，パケットロスが発生してグッドプットが大き
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く低下している 15m 以降で急激に増加している．RTT の増加
は無線環境だけではなく，インターネット上の輻輳によっても
増加する．従って，輻輳による RTT の変化を無線環境の悪化
と判断する可能性がある．つまり，MN(1) の移動を正しく検
知することが難しく，ピンポン効果を発生させ，ハンドオーバ
時に通信性能が急激に悪化してしまう．このため RTT の変化
を決定指標とする既存のハンドオーバ手法 [7] もハンドオーバ
実行時の TCP の通信性能を維持することができないことが分
かる．

5. 2 1 台の MN の移動 (L2 情報)
次に 3 節で説明した L2 で取得可能な情報と，MN(1) の TCP
のグッドプット性能との関係についてそれぞれ調査する．

5. 2. 1 インタフェースバッファのキュー長
図 6 は MN(1) が AP から離れていく際のバッファのキュー長
の割合の変化を示したものである．この図からキュー長 (10-19)
はパケットロスが発生する直前の 14m 付近でわずかに増加し
ていることが分かる．これは CN から MN へデータを送信する

TCP 通信の場合，AP で輻輳が発生すると MN は AP から受
信するパケットの数が減少するため，MN が返す ACK パケッ
トの数も減少してキュー長が短くなるためである．キュー長の
変化はかなり小さなものであり，キュー長によって無線リンク
の悪化を正確に検知することは難しい．これに加えて図 3 より
キュー長に変化が現れ始める 14m 付近では既にグッドプット
が低下しているため，キュー長を利用して通信性能の悪化を防
ぐことは困難と考えられる．

5. 2. 2 WLAN 内の伝送時間
図 7 は WLAN 内のフレーム伝送時間の変化を 90%信頼区間
で示したものである．この伝送時間はパケットロスが発生し始

1.8
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図9
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WLAN 上の総グッドプット特性

める 15m 付近まで増加せず，15m を過ぎた後急激に増加して
いる．これは図 5 の RTT の場合と類似した特性である．この
結果から，伝送時間をハンドオーバの決定指標として用いた場
合，TCP のグッドプットは最大値の半分まで低下することが分
かる．また WLAN 内の伝送時間は RTT と異なり，インター
ネット上の輻輳等の影響は受けないが，WLAN 上の通信品質
の悪化等による影響を受けてデータフレームの再送回数が増加
し，急激に変化する可能性がある．従って，WLAN 内の伝送時
間はハンドオーバの決定指標として適していないことが分かる．

5. 2. 3 データフレームの再送回数
図 8 はデータフレームの再送回数の割合を示している．3 節
で述べたように RTS/CTS を使用した場合，データフレームが
パケットロスとして処理されるまでに，データフレームの再送
は 4 回行われる．図 3，8 の比較からデータフレームの再送は

8m 付近で発生し，その直後に TCP のグッドプットの低下が始
まっていることが分かる．この結果は TCP のグッドプットの
低下がデータフレームの再送発生の後に起きるということを示
している．従って，MN がハンドオーバの決定指標としてデー
タフレームの再送回数を用いることにより，TCP のグッドプッ
トが低下する前にハンドオーバを行うことが可能である．つま
り，データフレームの再送回数は最適なハンドオーバ決定指標
になり得ると考えられる．

5. 3 複数の MN の移動
ユビキタス環境では多くの MN が WLAN 間を移動すると考
えられ，複数の MN が同時にハンドオーバを行うことが頻繁
に発生すると考えられる．このような環境では MN のハンド
オーバが WLAN 全体の通信性能の悪化を招くことは望ましく
ない．ここでは TCP 通信中の MN の移動が，総グッドプット
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(WLAN 内に存在する全ての MN のグッドプットの和) に与え

とが困難であると分かった．一方，MN と WLAN 全体の TCP

る影響に関して調査する．

のグッドプットは共にデータフレーム再送の発生直後に低下が

5 台の MN の内 1 台，または 3 台が移動したときの WLAN

始まっており，データフレームの再送回数がハンドオーバ時の

内の総グッドプットの変化を図 9 に示す．図 9 より，1 台の MN

MN と WLAN 全体双方の TCP の通信性能悪化を防ぐ指標と

が AP から離れる場合，総グッドプットはパケットロスが発生

して適していることを示した．

し始める 15m 付近で 2.7Mb/s まで低下する (10%の低下)．更に

本論文ではクロスレイヤアプローチを取り入れたハンドオー

3 台の MN が AP から離れる場合，総グッドプットは 2.1Mb/s

バ管理アーキテクチャを想定し，データフレームの再送回数が

まで低下する (30%の低下)．両方のケースにおいて MN がハン

ハンドオーバ時の通信性能の悪化を防ぐのに適した指標である

ドオーバを行えない場合，総グッドプットは MN が 17m 付近

ことを示したが，具体的な閾値を検討するには至っていない．

に移動するまで低下し続ける．このように総グッドプットが低

今後はデータフレームの再送回数をハンドオーバ決定指標とし

下する原因は，移動中の MN において電波強度の劣化により再

たハンドオーバ管理手法を提案し，評価する．

送回数が増加し，複数の MN で共有される無線リンクを流れる
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の低下を防ぐためには，無線リンクの通信品質の悪化を適切に
検知することが重要である．
また図 9 から 3 台の MN が同時に移動する際，総グッドプッ
トは 9m 付近から低下し始め，1 台の MN が移動する場合 (10m
付近) よりもわずかに早く低下を開始することが分かる．この

[1]
[2]
[3]

場合においても，データフレームの再送回数が総グッドプット
の低下よりも早く発生し始めているため，複数の MN が同時に
移動する場合においてもハンドオーバの決定指標としてデータ

[4]

フレームの再送回数を用いることで，MN のグッドプット及び

WLAN 内の総グッドプットを低下させる前にハンドオーバを
行える可能性があることが分かる．

[5]
[6]

6. お わ り に
本論文では既存のハンドオーバ手法で使用される決定指標

(パケットロス，RTT) が MN のハンドオーバ時の TCP のグッ

[7]

ドプット性能及び WLAN 全体の TCP のグッドプット性能に
どのような影響を与えるかを調査した．その後 L2 から取得可

[8]

能な情報 (インタフェースバッファのキュー長，WLAN 内の伝
送時間，データフレームの再送回数) に着目し，それらの情報
と TCP のグッドプット性能との関係をシミュレーション実験

[9]

によって調査した．
シミュレーション結果より，パケットロスが発生するときに
は既に TCP のグッドプットが半減しており，パケットロスを

[10]

用いたハンドオーバ手法は MN のハンドオーバ時の TCP グッ
ドプット性能と WLAN 全体の TCP のグッドプット性能を大
きく低下させることが分かった．また RTT はインターネット
上の輻輳や WLAN 上の影響を受けて変化する上，その変化が
始まるのはグッドプットが大きく低下した後となるため，ハン

[11]

[12]

ドオーバの決定指標として適さないことが分かった．つまり，
上位層で取得可能なパケットロス，RTT をハンドオーバの決

[13]

定指標とする既存手法では TCP 通信中にハンドオーバを行っ
た場合，MN と WLAN 全体の TCP の通信性能を大きく低下
させることが分かった．
また，L2 から取得可能な情報と TCP のグッドプット性能と

[14]
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