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��������方式のマルチフロー適用に関する研究
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近年� ネットワーク技術の飛躍的な進歩に伴い，インターネットの普及が急速に進んでい

る．その結果� トラフィック量も急増し，基幹網内の中継ノードの負荷が急増している�

そこで� エッジルータにてパケットアセンブリを行うことで� 基幹網の中継ノードの負荷

軽減を試みる研究を行っている� パケットアセンブリは� アクセス網と基幹網を接続してい

るエッジルータでパケットを連結する� 基幹網内では通常の ��転送が行われ� 出口のエッジ

ルータにパケットが到着したときにパケットを分割する．

アセンブリ方式にはシングルフロー方式 �����とマルチフロー方式 �	���の２つの方式

がある� ��� は宛先 �� アドレスと送信元 �� アドレスが一致するフローに対してのみアセ

ンブリを行い� 	��は宛先 �� アドレスと送信元 ��アドレスのそれぞれに対してマスクを

かけることにより指定した範囲に適したフローに対してアセンブリを行う� 単一フローのみ

をアセンブリする ��� に対し複数のフローをアセンブリする	�� は，短時間で多くのパ

ケットがアセンブリできるため実環境において有効だと言える．

そこで本論文では� 実環境における ��アドレスの割り振り現状を調査から� 現在の 	��

が適用出来るか検討した� その結果� ��アドレスの割り振りの現状から� フロー集約が難し

い事がわかった．そこで，実ネットワークにおいても適用できる	��方式の提案を行う．
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