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あらまし ベストエフォートネットワークである IP ネットワークにおいて，高い通信品質を必要とする重要
通信やリアルタイムアプリケーションに通常の TCP を用いると，必要な帯域が確保できないという問題が生じ
る．このようなアプリケーションに安定した通信品質を提供するためには，帯域の確保が有効である．現在，送
信端末の TCP ふくそう制御のみを用いて帯域確保を実現する技術が提案されている．しかしながら，従来方式
では帯域確保のために積極的なウィンドウ制御を行うため，通信回線が重度のふくそうに至った場合，逆に帯域
確保が困難になるという問題がある．そこで本論文では，背景フロー数が多い状況下や帯域確保 TCP フローが
複数本存在するといったネットワークのふくそう度が高い状況において，目標帯域を一時的に下げることでふく
そうを回避し，その後ふくそうの度合が緩和された際に目標帯域の確保を目指す TCP ふくそう制御方式を提案
する．シミュレーション評価により，提案方式は従来方式に比べ，ネットワークのふくそう度が高い場合でもボ
トルネックリンクの帯域利用率を低下させることなく一定の帯域を確保できることが分かった．

キーワード TCP ふくそう制御方式，帯域確保，通信品質

1. ま え が き

災害時におけるネットワークへの要求条件の一つ

に，重要通信の確保がある [1]．重要通信の一例とし

て，災害現場から被害状況を撮影した動画像や映像

を，災害対策を行う機関へ転送する場合 [2] がある．

このような通信では，映像を確実に送り届ける必要

があるため，トランスポートプロトコルとして TCP

（Transmission Control Protocol）が利用されること

がある．大きな災害時には，地上通信路を利用できな

い可能性が高く，代替通信路として衛星回線 [2] が利

用される場合がある．しかし，衛星回線やそれに接続

される地上回線の一部に被災地域からのトラヒックが

集中することになるため，ふくそうが発生すると予想

される．更に，TCP は単一のボトルネックリンクに

おいて複数のフローが競合した場合，ふくそうにより

多くのパケットが廃棄され，リンク利用率が低下する

問題がある [3], [4]．そのため，このような重要通信に
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通常の TCPを用いると，重要通信に必要な帯域が確

保できず通信品質の劣化につながる可能性がある．

また，インターネットの発展により，リアルタイム

アプリケーションや動画像ストリーミングといったア

プリケーションが普及している．このようなアプリ

ケーションは，パケットの伝送遅延や遅延揺らぎなど

の影響を受けやすいため，アプリケーションの品質を

保つためにはある一定の安定した通信品質が必要と

なる．

このような高い通信品質を必要とする重要通信やア

プリケーションに，安定した通信品質を提供するため

には帯域の確保が有効である．帯域確保を実現する方

法として Intserv [5] や Diffserv [6] といった IP 層に

おいて品質制御を行う技術が挙げられる．しかし，こ

れらの技術は経路上のすべてのルータに品質制御機構

を実装する必要があり，スケーラビリティや導入コス

トなどの面から実現が困難であるといえる．また，リ

アルタイム型のアプリケーションにはトランスポート

プロトコルとして UDP（User Datagram Protocol）

を用いて通信品質を確保する方法がある．しかし，実

際のネットワークには外部からの攻撃を防ぐため，ファ

イアウォールや家庭のブロードバンドルータなどに

UDP による通信を遮断する機能がついている．その
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ため，UDP で通信を行うとサービスを提供すること

ができないといった問題が生じる可能性があり，動画

像ストリーミングにおいて UDPではなく TCPが利

用されることが多くなってきている [7], [8]．

そこで現在，送信側ホストの TCPふくそう制御を

用いてエンドツーエンドで帯域確保を行う技術 [9] が

提案されている．この方式は，送信側ホストに修正を

加えるだけで実現可能という特徴がある．しかし，こ

の従来方式では帯域確保のために積極的なウィンドウ

制御を行うため，通信回線が重度のふくそうに至った

場合，帯域確保が困難になるという問題がある．

そこで本論文では，まず背景フロー数や帯域確保

TCP フローが複数本存在するといったネットワーク

のふくそう度が高い状況において目標帯域を一時的に

下げることでふくそうを回避し，その後ふくそうの度

合が緩和された際に目標帯域の確保を目指す TCPふ

くそう制御方式 [10], [11] を提案する．ここで，目標

帯域を一時的に下げることが許されるアプリケーショ

ンの一例として，プレイアウト制御を用いたストリー

ミング [12] がある．プレイアウト制御とは，サーバ

から送信されたパケットをクライアント側でいったん

バッファに蓄積し，再生を遅らせることによってネッ

トワークにおける遅延変動を吸収する制御である．一

時的にスループットが低下したとしても，その後回復

することができれば再生には問題ない場合が存在する

と考えられる．次に，TCP ふくそう制御のみを用い

て帯域確保を行う従来方式と提案方式とをネットワー

クシミュレータ ns-2 [13] により比較評価した．その

結果，提案方式は従来方式に比べ，ネットワークのふ

くそう度が高い場合でもボトルネックリンクの帯域利

用率を低下させることなく一定の帯域を確保できるこ

とが分かった．

以下，2.では従来の TCPふくそう制御を用いた帯

域保証技術について述べ，3. では提案方式について

述べる．4.ではシミュレーションにより提案方式を評

価する．最後に，5.でまとめと今後の課題について述

べる．

2. 関 連 研 究

まず本論文では，アプリケーションから要求された

帯域を要求帯域（Bd）と呼び，Bd を確保するために

用いるパラメータを目標帯域（Bt）と呼ぶこととする．

TCP ふくそう制御を用いた帯域保証技術として，

TCP-MB [9]が提案されている．TCP-MBは送信端

末のみを修正するだけで，その他の端末を修正する必

要はない．TCP-MBは文献 [14]で提案されている高

速 TCP方式を拡張したものであり，以下のようにし

て送信帯域 Bs を要求帯域 Bd 周辺で安定させている．
• 目標帯域 Bt の設定

　 TCP-MBでは柔軟なふくそうウィンドウの制御を

行うため，Btを動的に変化させる．BdとBsの差分の

累積 Lを保持し，式 (1)のように Bt(t)を設定する．

L(t) = L(t′) + (Bd −Bs)(t− t′)

Bt(t) = Bd(t) +
L(t)

τ
(1)

式 (1) において，t，t′，Bt(t)，L(t) は計算を行っ

た時刻，一つ前に計算を行ったときの時刻，時刻 tに

おける目標帯域 Bt，時刻 tにおける差分の累積 Lを

それぞれ示す．また，τ は帯域差分の累積を解消する

ための時間を表し，アプリケーションのスループット

の変動に対する許容度によって決められる．
• 要求帯域 Bd への誘導

　式 (1)で求めた Bt(t)を用いて，式 (2)のようにス

ロースタートしきい値（ssthresh）を設定することで，

Bd を確保するようにふくそうウィンドウ（cwnd）を

誘導する．

ssthresh = Bt(t)×最小 RTT (2)

• セグメント喪失を検出後の動作

　セグメント喪失を検出後，cwndを式 (3)のように

設定する．

cwnd← min(ssthresh, cwnd ∗ 0.9) (3)

TCP-MB はこのように，ふくそうウィンドウを常

に要求帯域の周辺で安定させておき，セグメント喪

失が起こってもウィンドウの下げ幅を小さくし，他フ

ローのふくそう制御に期待することで帯域の確保を実

現している．

しかし，TCP-MB は背景フローが多い場合や帯域

確保 TCPフローが複数本存在するといった，ネット

ワークのふくそう度が高い状況において大量のパケッ

トを送出してしまい，重度のふくそうを引き起こす．

その結果，目標帯域の確保が困難となる．

また，計測した利用可能帯域に基づいてふくそう制

御を行い帯域確保を行う技術 [7] や，TCP ふくそう

制御を用いずに FEC技術 [15]を用いて帯域確保を実

現する方式 TCP-AFEC [8] が提案されている．しか
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し，[7]の方式は帯域確保 TCPフローが複数本存在す

る場合に中継端末における制御が必要である．また，

TCP-AFECは送信側のホストに加えて受信側のホス

トにも修正を加える必要がある．そのため，本論文で

は送信側ホストのみを修正する方式 [9] を比較対象と

し，[7], [8]の方式は比較対象としない．

3. 提 案 方 式

提案方式では 2. で述べた従来方式の問題点を解決

し，重度のふくそうを回避するため指定したネット

ワークのふくそう度に応じて目標帯域 Bt を一時的に

低下させる制御を行う．ここでは，ネットワークのふ

くそう度を推定するための指標として変数 countを用

いる．提案方式は TCP-MBを次のように拡張したも

のである．

3. 1 現在の送信帯域（Bs）の測定によるふくそう

度の推定

ある一定時間間隔ごとの現在の送信帯域（Bs）を測

定し，Bt が確保できているか否かを測定する．動画

像ストリーミングなどのアプリケーションでは，でき

るだけリアルタイムに現在の状況を知る必要があると

考えられる．そこで本論文では，ACKを受信するご

とに送信帯域を測定する．式 (4)のように，Bt が確保

できていれば countという変数に 1を加算し，できて

いなければ 1を減算する．ここで，countの値はほぼ

一定間隔で計算されるため countの増減量は同じ値と

した．

if ((Bt −Bs) ≥ 0)

count = count− 1

else

count = count + 1 (4)

countの値を利用することでネットワークが重いふ

くそう状態に向かいつつあるか，それともふくそう気

味ではあるがネットワークに若干の余裕があるかどう

かを判断する．具体的には，countの値により以下の

（ a）～（ c）のようにネットワークの状態を判断する．

（ a） 連続して目標帯域が確保できている状況

（count > 0 で値が十分大きい）では，目標帯域を

増やせる余裕がネットワークに十分あると判断．

（ b） 連続して目標帯域を確保できない場合が発生

するものの，目標帯域が確保できる場合が比較的多く

発生する状況（count > 0 かつ 0 近辺で変動）では，

ふくそう度は上昇傾向にあるが，まだネットワークに

多少余裕があると判断．

（ c） 目標帯域が連続して確保できず，目標帯域が

確保できる場合がほとんどない状況（count ≤ 0）で

は，重度のふくそう状態に向かう傾向にあると判断．

3. 2 重複 ACK によるセグメント喪失検出後の

動作

重複 ACKによるセグメント喪失を検出した場合は，

再送タイムアウトによるセグメント喪失の検出に比

べ，ネットワークのふくそう度が低いと考えられる．

そこで，重複 ACK によるセグメント喪失を検出後，

countをもとにBtを式 (5)のように設定する．ここで

式 (5)において，αは Bt を上げる割合を示し，α > 1

である．

if (count > 0)

Bt = (α×Bt)(≤ Bd)

else

Bt ⇒ keep a recent value (5)

count が 0 より大きい場合（（ a），（b）の状態），

ネットワークに余裕があると判断し Bt を上げる．

このとき，Bt は Bd を超えないようにする．つまり，

(α×Bt) > Bdのときは，BtをBdの値とする．count

が 0 以下（（ c）の状態）で，重複 ACK によるセグ

メント喪失を検出している場合，まだ重度のふくそう

ではなくふくそう状態が軽くなる可能性があると判断

し，様子を見るために Bt を変更しない．Bt が変更さ

れた場合はスロースタートしきい値を式 (2)を用いて

設定し直し，式 (1) により算出される Bt と Bs の累

積差分である L及び countを 0に初期化する．

3. 3 再送タイムアウトによるセグメント喪失検出

後の動作

再送タイムアウトが発生する場合，ネットワークの

ふくそう度が高いと考えられる．そこで，再送タイム

アウトによりセグメントの喪失を検出した場合，count

をもとに Bt を式 (6)のように設定する．ここで式 (6)

において，β は Bt を下げる割合を示し，0 < β < 1

である．

if (count > 0)

Bt = (α×Bt)(≤ Bd)

else

Bt = β ×Bt (6)
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式 (6)では，countが 0より大きい場合（（ a），（ b）

の状態），再送タイムアウトが発生したものの帯域に

余裕がある可能性があるため，目標帯域を増加させ要

求帯域の確保を目指す．count ≤ 0の場合（（ c）の状

態），ネットワークが非常に混雑しふくそう状態の回

復が見込めないと判断し，従来方式のように Bt を上

げるのではなく，逆に Bt を下げることで重度のふく

そうを回避する．その後，スロースタートしきい値を

式 (2)を用いて設定し直し，count及び Lを 0に初期

化する．

以上のように提案方式では，ネットワークのふくそ

う度が高く要求帯域の確保が難しい場合には目標帯域

をいったん下げ，その後ふくそう度が低くなった場合

には目標帯域を要求帯域まで上げるという制御を行う．

図 1 に目標帯域変更のフローチャートを示す．この制

御により，ネットワークのふくそう度が高い場合にお

いても，重度のふくそうを回避しボトルネックリンク

の帯域利用率を向上できることが期待される．しかし，

以上の説明に基づく方式では，目標帯域を一時的に下

げることで重度のふくそうを回避し安定した通信を行

う一方で，獲得できるスループットが低下し要求帯域

を確保できない場合がある．また，重度のふくそうを

回避したとしても，パケットロス数が多いと再送制御

が追いつかなくなり，再送タイムアウトが発生しやす

くなる．その結果，再送制御のために要求された帯域

の獲得が困難になる場合がある．そこで，提案方式で

は再送性能の向上が可能な sack オプション [16] を用

いることで再送タイムアウト発生を抑制し，性能を向

図 1 目標帯域変更のフローチャート
Fig. 1 Flow chart of changing a target bandwidth.

上させている．

4. シミュレーション評価

4. 1 シミュレーション環境

ネットワークシミュレータ ns-2を用いて，以下の四

つの方式を比較評価する．
• 提案方式：Proposal

• sackオプションを利用した従来方式：TCP-MB

with sack

• sackオプションを利用しない提案方式：Proposal

without sack

• 従来方式：TCP-MB

公平な評価を行うため，sackオプションを利用した従

来方式（TCP-MB with sack）及び sack オプション

を利用しない提案方式（Proposal without sack）も

比較対象とした．

単一のボトルネックリンクを多数のユーザで共有し

て利用するようなネットワークを想定し，シミュレー

ションを行う．図 2 にシミュレーションに使用した

ネットワークモデルを示す．また，表 1 にネットワー

クパラメータを示す．α及び β の値は，図 2 の環境で

予備実験を行い，提案方式のスループットが最も高く

なる値を求め設定した．また，従来方式及び提案方式

のパラメータである τ の値は 4であり，文献 [9]をも

とに設定した．

シミュレーション評価では，背景フローが既に存在

している状況で，シミュレーションを開始してから帯

域確保 TCP（stable TCPと呼ぶ）フローを 60秒か

図 2 ネットワークモデル
Fig. 2 Network model.

表 1 シミュレーションパラメータ
Table 1 Simulation parameters.

パケットサイズ [Byte] 1000

ルータのバッファサイズ [packet] 500

α 3

β 0.98

背景トラヒックの TCP バージョン TCP-Reno

シミュレーション時間 [s] 180
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ら 120秒の間に流し帯域確保を行う．また，提案方式

における送信帯域の測定は ACKを受信するごとに行

われ，シミュレーション実験において ACKの受信間

隔は RTTと同等の値である．結果はシミュレーショ

ンを 10 回行った結果の平均値である．また，本論文

では帯域確保 TCPフロー間の公平性の評価指標とし

て式 (7)で定義される Fairness index [17]を用いる．

F =
(
∑n

i=1 x̄i)
2

n
∑n

i=1 x̄i
2

(7)

式 (7)において，nはフロー数，x̄i はフロー iの平均

スループット，F は n本のフロー間の Fairness index

を示す．Fairness indexは 0～1までの値をとり，1に

近いほどフロー間の公平性が高いことを示す．

4. 2 long-lived背景フローが存在する場合の評価

まず，FTP等を想定した生存時間の長い背景フロー

（long-livedフローと呼ぶ）が存在する場合について評

価する．

帯域確保 TCPフローが 1本の場合の背景フローの

平均スループットを図 3 に，帯域確保 TCPフローの

平均スループットを図 4 に，ボトルネックリンクの帯

域利用率を図 5（注1）に示す．この評価において，帯域

確保 TCPフローの要求帯域は 20 Mbit/sである．要

求帯域は文献 [7]の値をもとに設定した．図 3 の値は

各背景フローの平均値である．また，図 4 中の太い実

線は要求帯域（Bd）を表す．

図 3 より，sack オプションの有無にかかわらず従

来方式と提案方式とで背景フローのスループットに大

きな差が見られないことが分かる．しかし，図 4 よ

り，sack オプションなしの場合，背景フロー数が 90

本以上となると従来方式よりも提案方式による帯域確

図 3 背景フロー数に対する背景フローの平均スループッ
ト（帯域確保 TCP が 1 本の場合）

Fig. 3 Average throughput of background TCP flow

for the number of background TCP flows

(Number of stable TCP flow is one).

保 TCPフローのスループットが向上している．また

図 5 より，従来方式は背景フロー数が増加するとボ

トルネックリンクの帯域利用率が減少しているが，提

案方式はほとんど低下していない．従来方式は要求帯

域を確保するためにネットワークのふくそう度が高い

場合においてもふくそうウィンドウを高く保ち続け大

量のパケットを送出する．その結果，バースト的なパ

ケット廃棄が発生しスループットが低下するとともに

ボトルネックリンクの帯域利用率も低下したと考えら

れる．これに対し，提案方式ではネットワークのふく

そう度が高く要求帯域の確保が難しいと判断した場合

には式 (6)のように目標帯域を一時的に下げ，累積さ

れている差分 L を 0 に初期化する．これにより，ス

ロースタートしきい値が従来方式よりも低く設定され

るため，パケットの送出量を抑え重度のふくそうを回

図 4 背景フロー数に対する帯域確保 TCP フローの平均
スループット（帯域確保 TCP が 1 本の場合）

Fig. 4 Average throughput of stable TCP for the

number of background TCP flows (Number of

stable TCP flow is one).

図 5 背景フロー数に対するボトルネックリンクの帯域利
用率（帯域確保 TCP が 1 本の場合）

Fig. 5 Bottleneck link utilization for the number

of background TCP flows (Number of stable

TCP flow is one).

（注1）：図 5 において，Proposal，TCP-MB with sack，Proposal

without sack のグラフはほとんど重なっている．
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避することが可能となる．その結果，背景フローに対

する影響が抑えられ，従来方式に比べてスループット

及びボトルネックリンクの帯域利用率が向上したと考

えられる．更に，図 4及び図 5より，sackオプション

ありの場合，提案方式，sackオプションを利用した従

来方式ともに性能が向上しており，帯域確保 TCPフ

ローが 1 本の場合には，提案方式と sack オプション

を利用した従来方式はほぼ同等の性能であることが分

かる．

次に，帯域確保 TCPフローが 4本の場合の背景フ

ローの平均スループットを図 6 に，帯域確保 TCPフ

ローの平均スループットを図 7 に，帯域確保 TCPフ

ロー間の Fairness index を図 8 に，ボトルネックリ

ンクの帯域利用率を図 9 に示す．この評価において各

帯域確保 TCPフローの要求帯域は 20 Mbit/sである．

また，図 6 及び図 7 の値は各フローの平均をとった

ものであり，図 7 中の太い実線は要求帯域（Bd）を

図 6 背景フロー数に対する背景フローの平均スループッ
ト（帯域確保 TCP が 4 本の場合）

Fig. 6 Average throughput of background TCP flows

for the number of background TCP flows

(Number of stable TCP flows is four).

図 7 背景フロー数に対する帯域確保 TCP フローの平均
スループット（帯域確保 TCP が 4 本の場合）

Fig. 7 Average throughput of stable TCPs for the

number of background TCP flows (Number of

stable TCP flows is four).

表す．

図 6 より，帯域確保 TCPフローが複数本で，sack

オプションなしの場合，提案方式では背景フローの平

均スループットが従来方式と比較して向上している．

しかし，sackオプションありで背景フロー数が 30本

以上の場合，提案方式の方が sackオプションを利用し

た従来方式よりも背景フローのスループットが低下し

ている．また，図 7 及び図 9 より，sackオプションな

しの場合，背景フロー数が 60 本程度までであれば提

案方式は従来方式よりも同程度か高いスループットを

確保でき，また帯域利用率は提案方式の方が常に高い．

更に，sackオプションありの場合，背景フロー数が 40

本程度までであれば提案方式と sack オプションを利

用した従来方式はほぼ同等の性能であり，背景フロー

数が 50 本以上の場合，提案方式のスループットの方

が高く，また帯域利用率は常に提案方式の方が高いこ

とが分かる．従来方式はふくそうウィンドウを高く保

図 8 背景フロー数に対する帯域確保 TCP フロー間の
Fairness index（帯域確保 TCP が 4 本の場合）

Fig. 8 Fairness index of stable TCPs for the number

of background TCP flows (Number of stable

TCP flows is four).

図 9 背景フロー数に対するボトルネックリンクの帯域利
用率（帯域確保 TCP が 4 本の場合）

Fig. 9 Bottleneck link utilization for the number

of background TCP flows (Number of stable

TCP flows is four).
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ち続け，他フローのふくそう制御に期待することで帯

域確保を実現している．一方，提案方式では，ネット

ワークのふくそう度が高いと判断した場合に目標帯域

を一時的に下げる制御が有効に働き，帯域確保 TCP

フローが複数本存在する場合においてもふくそうを回

避し，安定した通信を行える．ここで，図 9 において

TCP-MB の帯域利用率は，いったん急激に下がって

から背景フロー数の増加に伴って少しずつ増加してい

る．TCP-MB は背景フロー数が多くなると，帯域を

確保しようとして多量のパケットを送出し背景フロー

のデータ送信を阻害するため，帯域利用率が低下す

る．しかし，背景フロー数が多くなるとふくそうが酷

くなり TCP-MBの再送タイムアウト回数も増加する．

TCP-MB はタイムアウトを起こしている間，再送制

御によりデータ送信が制限されるため，背景フローが

スループットを獲得できる可能性が逆に出てくる．そ

のため，背景フローが増加するに従って TCP-MBの

タイムアウト回数が増加し，背景フローの利用できる

帯域が増えるため帯域利用率も向上したと考えられる．

また，図 8 より提案方式は従来方式と同等の公平性を

保てていることが分かる．以上より，帯域確保 TCP

フロー数が増えた場合にも，提案方式のネットワーク

のふくそう度が高い場合には目標帯域を下げ重度のふ

くそうを回避するという制御が有効であるということ

がいえる．しかし，図 6 より提案方式と sackオプショ

ンなしの提案方式を比較すると，提案方式は sack オ

プションを利用することで帯域を確保できた分，背景

トラヒックの平均スループットが低下している．

ここで，表 2 に帯域確保 TCP フローが 4 本の場

合における，提案方式の目標帯域の減少回数を示す．

表 2 中の値は，各帯域確保 TCPフローのシミュレー

ション実験 10回の平均値である（注2）．表 2 より，sack

オプションなしの場合，背景フロー数が増加しふくそ

う度が高くなるにつれ，目標帯域が減少する回数が多

くなっていることが確認できる．また，sackオプショ

ンを利用することで再送タイムアウトが抑制され目標

表 2 目標帯域の減少回数（単位：回）
（帯域確保 TCP が 4 本の場合）

Table 2 Number of target bandwidth decrease

(Number of stable TCP flows is four).

背景フロー数（本）
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

sack あり 1 1 2 3 3 3 4 4 6 5

sack なし 5 5 8 8 13 19 28 32 44 47

帯域の減少回数も抑えられることが分かる．

4. 3 short-lived 背景フローが存在する場合の

評価

最後にWeb トラヒック等を想定した生存時間の短

い背景フロー（short-livedフローと呼ぶ）が存在する

場合について評価する．

帯域確保TCPフローを常に 5本流しておき，シミュ

レーションを開始してから 30秒から 90秒の間に，2

秒間の short-livedフローをランダムに流す．この環境

で得られた short-lived フローの平均スループットを

図 10 に，帯域確保 TCPフローの平均スループットを

図 11 に，ボトルネックリンクの帯域利用率を図 12 に

示す．各帯域確保TCPフローの要求帯域は 20 Mbit/s

図 10 short-lived フロー数に対する short-lived フロー
の平均スループット（帯域確保 TCP が 5 本の
場合）

Fig. 10 Average throughput of short-lived flows for

the number of short-lived flows (Number of

stable TCP flows is five).

図 11 short-lived フロー数に対する帯域確保 TCP フ
ローの平均スループット（帯域確保 TCP が 5 本
の場合）

Fig. 11 Average throughput of stable TCPs for the

number of short-lived flows (Number of sta-

ble TCP flows is five).

（注2）：表 2 中の値は，小数点以下を四捨五入したため整数値となって
いる．
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図 12 short-lived フロー数に対するボトルネックリンク
の帯域利用率（帯域確保 TCP が 5 本の場合）

Fig. 12 Bottleneck link utilization for the number

of short-lived flows (Number of stable TCP

flows is five).

である．また，図 10 及び図 11 の値は各フローの平

均をとったものであり，図 11 中の太い実線は要求帯

域（Bd）を表す．

図 10 より，sackオプションがある場合ない場合の

それぞれにおいて，提案方式では short-livedフローの

平均スループットが従来方式の場合と比較して約 2倍

となっている．更に，図 11 及び図 12 より，sackオプ

ションなしの場合，提案方式は従来方式よりも高いス

ループットを確保できており，ボトルネックリンクの

帯域利用率も向上している．また，図 11 及び図 12 よ

り，sackオプションありの場合，提案方式，sackオプ

ションを利用した従来方式ともに要求帯域を確保でき，

ボトルネックリンクの帯域利用率も高いことが分かる．

したがって，提案方式は sackオプションを利用するこ

とで short-lived フローが存在したとしても要求帯域

を確保することが可能であり，従来方式及び sack オ

プションを利用した従来方式よりも背景の short-lived

フローに与える影響が小さいことが分かる．

5. む す び

本論文では，ネットワークのふくそう度が高い場合

でも重度のふくそうを回避し一定の帯域を確保する

TCP ふくそう制御方式を提案した．シミュレーショ

ン実験による評価を行った結果，従来方式に比べ背景

フロー数が多い場合や帯域確保 TCPフローが複数本

存在するといったネットワークのふくそう度が高い状

況においても，ボトルネックリンクの帯域利用率を低

下させることなく一定の帯域を確保できることを確認

した．

今後の課題として，目標帯域設定のためのパラメー

タ α 及び β をネットワーク環境に応じて適切に決定

する方法の検討及び実際的なネットワークを想定した

場合の評価が挙げられる．
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