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あらましあらましあらましあらまし  筆者らは超高速無線ネットワークを構築するためにバーチャルセルラネットワークを提案してきた．
バーチャルセルは分散配置された多数の無線ポートから構成され，ユーザ端末から送信された信号はマルチホップ
通信により無線ポート間を中継され中央無線ポートへと転送される．ユーザ端末の移動に伴い，通信する無線ポー
トを変更しなければならないので，位置情報の登録が必要である．本論文ではバーチャルセル内の移動とバーチャ
ルセル間の移動を分けて管理し，バーチャルセル間の移動のときのみアドレスの変更を行う，分散型階層的移動管
理法を述べている．これにより，移動に伴う位置情報更新レートを低減できることを示す． 
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Abstract  Recently, we have proposed a multi-hop virtual cellular network (VCN), which consists of a central port (a 
gateway to the core network) and many distributed wireless ports in each virtual cell (VC), for reducing the transmit power in 
broadband DS-CDMA mobile communications systems. Each mobile terminal simultaneously communicates with surrounding 
wireless ports. For mobility management, the mobile terminal location registration is essential. To reduce the location 
registration control message traffic, we introduce a distributed mobility management scheme, in which the central port 
supports the intra-VC mobility management and the control station in the core network supports the inter-VC mobility 
management. The location data in the control station is updated only when a mobile terminal crosses the VC area boundary. 
This scheme can significantly reduce the location registration traffic. 
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1. まえがきまえがきまえがきまえがき  
超高速無線ネットワークを実現するにはピー

ク送信電力の増大という課題を克服しなければ
ならない．これを解決する効果的な方法のひとつ
はセル半径を小さくすることであり，極小セルラ
ネットワークをいかに実現するかが第 4世代移動
通信システムの重要な技術課題である [1],[2]．筆
者らは，マルチホップ通信を用いるバーチャルセ
ルラネットワーク（VCN）を提案している [3].VCN
の構成を図１に示す．VCN は従来のセルをバーチ
ャルセルとするもので，１つのバーチャルセルは
分散配置された多数の無線ポートとコアネット
ワークへのゲートウェイとなる中央無線ポート

からなる．ユーザ端末から送信された信号は複数
の無線ポートで受信され，中央無線ポートへマル
チホップ通信によって転送される  [4], [5]．  
ところで，移動通信では，多様なサービスを提

供するため，回線交換から IP パケットサービス
へとサービスの比重が移りつつある．IP パケット
通信では，各ユーザ端末に IP アドレスが付与さ
れ，パケットの宛先等はこの IP アドレスによっ
て示される．ところが，移動通信ではユーザ端末
が移動してしまうために固定的なアドレスでは
ユーザ端末の移動に追従できない．これを解決す
るためにモバイル IP が議論されている [6][7]．モ
バイル IP ではホームエージェントが移動管理を



 

 

行う．ホームエージェントには，各ユーザ端末固
有のホームアドレスと，各ユーザ端末が通信を行
っている基地局と同じネットワークアドレスを
有する気付アドレスとの対応関係が記録されて
いる．ユーザ端末にはホームアドレスと気付アド
レスが付与される．単純にモバイル IP を VCN に
適用すると，ユーザ端末と通信している無線ポー
トを変更するたびに気付アドレスのネットワー
クアドレスが変わるため，ホームエージェントの
登録情報を変更しなければならず，移動時におけ
るホームエージェントの登録情報の更新が頻繁
になり制御トラフィックが増加してしまう．そこ
で本論文では，このような制御トラフィックの増
加を軽減するために，バーチャルセル（VC）内の
移動と VC 間の移動を分けて管理する階層的アド
レス管理方法を提案する．本提案では，VC 内の
移動管理は中央無線ポートが行い，VC 間の移動
のときのみ気付アドレスの変更を行うので，ホー
ムエージェントの機能を有し，アドレス情報を管
理している制御局への制御トラヒックを軽減で
きる．  
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図 1 バーチャルセルラネットワーク（VCN）  

 

2. VCN 
VCN では，多数の無線ポートが分散配置される．

複数の無線ポートが協調して，従来のセルラシス
テムの基地局のように振舞う．各 VC にある無線
ポートのうちの一つが中央無線ポートとなり，ネ
ットワークへのゲートウェイとなる．ユーザ端末
から送信された信号は複数の無線ポート（ユーザ
端末と直接通信している無線ポートをエンドポ
ートと呼ぶ）で受信され，マルチホップ通信によ
り，中央無線ポートへと転送される．今，あるユ
ーザ端末に対するエンドポートのグループをエ
ンドクラスタと呼ぶことにする．ユーザ端末の移
動に伴い，エンドクラスタを変更することになる
ので，単純にモバイル IP を適用すると，ユーザ
端末がエンドクラスタを変更するたびにホーム
エージェントの位置登録情報を変更しなければ

ならなくなる．  
 
3. 分散型階層的移動管理法分散型階層的移動管理法分散型階層的移動管理法分散型階層的移動管理法  
移動管理を VC 内の移動と VC 間の移動の２つ

の階層に分けて考える．VC 間の移動はモバイル
IP を用いて管理する．したがって，気付アドレス
は VC のセル境界を横切ったときだけ更新される．
一方，VC 内の移動は IP 層と MAC 層の間に挿入
されたマルチホップ制御層によって管理される．
マルチホップ制御層では，VC 内の移動管理，マ
ルチホップ通信の経路管理などが行われる．この
ようなマルチホップ制御層を挿入することによ
って，既存の IP 層，MAC 層を変更しなくて済む．  
今，ユーザ端末 F から，ネットワークを経由し

て，移動ユーザ端末 E へ IP パケットを送信する
場合を考える（図２）．ユーザ端末 E には IP アド
レスとして，ホームアドレスと気付アドレスが与
えられる．ホームアドレスは制御局と同じネット
ワークアドレスであり，気付アドレスはユーザ端
末が存在している VC の中央ポートと同じネット
ワークアドレスである．したがって，ユーザ端末
が VC を移動するごとに気付アドレスが更新され
る．制御局がホームエージェントの機能を有し，
気付アドレスとホームアドレスの対応関係が登
録されているテーブルを持つ．F から送信された
パケットの宛先アドレスにはユーザ端末 Eのホー
ムアドレスが記載されている．制御局 A では，ユ
ーザ端末 Fのホームアドレスからユーザ端末 Fの
気付アドレスを検索し，ユーザ端末 E が属してい
る VC の中央ポート B へ IP パケットをカプセル
化して送信する．図３にパケット構成を示す．カ
プセル化された IP パケットの外側のヘッダの宛
先アドレスには気付アドレスが記載される．カプ
セル化された IPパケットは複数の VCパケットに
分割され，VC ヘッダを付与されてマルチホップ
転送される．VC 内の移動管理は中央ポートが行
う．中央ポートには VC 内に存在しているユーザ
端末とそれぞれのユーザ端末のエンドポートが
記録してある．VC ヘッダには，エンドポートと
宛先ユーザ端末の VC アドレスが記載されている．
今，ユーザ端末 E に対するエンドポートは無線ポ
ート C と D であるとする．VC ヘッダの情報によ
りパケットは無線ポート Cと無線ポート Dへ転送
され，ユーザ端末 E へ送信される．このようにす
ることにより，登録情報の管理を VC 内での移動
と VC 間の移動に分けて行うことができる．ユー
ザ端末が VC 内を移動しても，制御局 A で管理し
ている登録情報を変更する必要はなく，そのユー
ザ端末が属している中央無線ポートで管理して
いる登録情報だけを更新すればよい．   
さらに，複数の VC を束ねるヘッドポートを設

け，ヘッドポートで管理する複数の VC（この VC
のグループをセルクラスタと呼ぶ）内の移動はマ



 

 

ルチホップ制御層で管理し，セルクラスタ間の移
動は IP 層で管理する方法も考えられる (図３ )．こ
のとき，セルクラスタ内の移動管理はヘッドポー
トが行う．このようにすれば，気付アドレスの更
新はセルクラスタを移動するときに行えばよい． 
以下，バーチャルセル内の移動管理を中央ポー

トが行う方法を提案方法１，セルクラスタ内の移
動管理をヘッドポートが行う方法を提案方法２
と呼ぶことにする．  
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図２ 提案する位置登録方法の例  
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図３ パケット構成  
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図４ 提案方法２の VCN の構成  
 

4. 気付気付気付気付アドレス変更レートアドレス変更レートアドレス変更レートアドレス変更レート  
気付アドレスの平均変更レートを求める．従来

のモバイル IP を単純に適用するとユーザ端末と
通信している無線ポートを変更するたびに気付
アドレスを変更することになる．したがって，ユ
ーザ端末がエンドクラスタを横切るたびに気付

アドレスを変更しなければならない．一方提案方
法１ではバーチャルセルを，提案方法２ではセル
クラスタを横切るたびに制御局に登録されてい
る気付アドレスを更新すればよい．VC 内をユー
ザ端末が一定速度で直線的に移動すると仮定す
る．もし，更新されるエリア形状が相似で，面積
が N 倍になれば，気付アドレス更新レートは

N1 倍になる．バーチャルセルの平均面積を D，
バーチャルセル当りの平均無線ポート数を K，エ
ンドクラスタ内の平均無線ポート数をＣとする
と，エンドクラスタの平均面積 Dcは  
 

KDCDc ⋅=   (1) 
 
となる．したがって，提案方法１と従来方法を用
いるときとの更新レートの比 f1は  
 

KCDDf c ==1   (2) 
 
となる．次に提案方法２について考える．セルク
ラスタごとに更新された場合と従来方法との更
新レートの比 f2は，  
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DF
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⋅
=

⋅
=2   (3) 

 
であり，F はセルクラスタにある平均バーチャル
セル数である．  
計算機シミュレーションでは，簡単のため正６

角形の VC を仮定し，VC 内にランダムに無線ポ
ートを配置した．ユーザ端末もランダムに配置し，
ユーザ端末から最も近い C 個の無線ポートをエ
ンドクラスタとした．ユーザ端末は直線的に移動
し，現エンドクラスタ以外の無線ポートとの距離
が近くなったときにエンドクラスタを変更する
ものとした．提案方法１の気付アドレスの更新レ
ートを図５に示す．横軸は VC あたりの無線ポー
ト数 K，縦軸は従来方法（エンドクラスタごとに
更新する場合）で正規化した提案方法１の更新回
数である．提案方法１では全てを制御局へ任せる
従来の方法にくらべ，著しく更新レートを削減で
きることがわかる．理論値とシミュレーション値
にずれが見られるのは，理論値ではエンドクラス
タとバーチャルセルのエリア形状が相似である
と仮定しているが，計算機シミュレーションでは
無線ポートがランダムに配置されているためで
ある．図６に提案方法２の気付アドレスの変更レ
ートを示す．ここで，F=1 は提案方法１の場合で
ある．提案方法２ではセルクラスタごとに気付ア
ドレスの更新を行えばよいので，提案方法１の場
合よりもさらに更新レートを削減することがで
きる．  
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図５ 提案方法１の気付アドレス変更レート 
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図６ 提案方法２の気付アドレス更新レート 

 
 
5. パケットロス率パケットロス率パケットロス率パケットロス率  
モバイル IP の更新の際に失われる平均パケット
数を Lm，VC アドレスの更新の際に失われる平均
パケット数を Lvとする．今，ユーザ端末が直線的
に移動し，通信中に L 個のパケットを送信する場
合を考える．通信中にセルクラスタを横断する平
均回数を Nc, バーチャルセルを横断する平均回数
を Nv, エンドクラスタを横断する平均回数を Ne

とする．前章の議論より，  
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となる．したがって，提案方式 1，提案方法 2，
及び従来方法のパケットロス率 P1，P2，及び Pc

は以下のように表される．  
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図７に Lv/Lm の関数としてプロットした従来方

法で正規化した提案方法のパケットロス率 P1/Pc

と P2/Pcを示す．F=1は提案方法１の場合である．
Lv/Lm が小さいほど， IP 層でのアドレス変更より
も VC 層でのアドレス変更の方がパケットロスが
少なくなるため，提案方法のパケットロス率の低
減効果が大きくなり，提案方法１よりもさらに提
案方法２の方がパケットロス率を低減できる．ま
た，エンドクラスタ数 C が小さいほど従来方式よ
りも提案方法の方が気付アドレスの更新レート
が小さくなるので，提案方法のパケットロス率の
低減効果がより大きくなる．   
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図７ 提案方法のパケットロス率  
 
 

 

6. むすびむすびむすびむすび  
バーチャルセルラシステムにおけるマルチホ

ップ無線通信に，バーチャルセル（セルクラスタ）
内の移動とバーチャルセル（セルクラスタ）間の
移動を分けて階層的に位置登録情報を分散管理
する方法を提案した．本提案では，バーチャルセ
ル（セルクラスタ）内の移動管理は中央無線ポー
ト（ヘッドポート）が分担し，バーチャルセル（セ
ルクラスタ）間の移動のときのみ気付アドレスの
変更を行う．これにより，モバイル IP の更新レ
ートを低減し，パケットロス率を低減できること
を示した．  
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