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あらまし ブロードバンドネットワークの普及に伴い高速な衛星回線を利用したインターネット接続が注目さ
れている．しかし，衛星回線では長い伝搬遅延時間及びビット誤りのために従来 TCP (TCP-Reno) を利用する
と高速衛星回線の帯域を十分利用できないことが知られている．この問題を解決するために TCP コネクション
を中継端末であるプロキシ (PEP：Performance Enhanced Proxy) で地上回線と衛星回線に分割し，送信端末
へ早期確認応答することで性能を改善する方式が提案されている．しかし従来方式は多量の冗長データを転送す
る問題がある．そこで本論文では TCP コネクションをプロキシで分割し，エンド端末を変更することなく効率
的なデータ転送を行うコネクション分割機構 TCP-gSTAR を提案する．提案方式では，地上回線に従来 TCP

を，衛星回線に高速衛星回線に適したトランスポートプロトコル TCP-STARを利用する．シミュレーション結
果より，ビット誤りによるパケットロスが比較的少ない安定した通信環境において，提案方式は従来方式に比べ
て冗長データ量を抑えることができ，スループットが向上することを確認した．特に，パケットロス率が短い時
間内に変化する環境では，TCP-gSTARの制御が有効に働き，従来方式よりも高いスループットが得られること
を示す．

キーワード 高速衛星インターネット，TCP (Transmission Control Protocol)，PEP (Performance En-

hanced Proxy)，TCP-STAR

1. ま え が き

光ファイバや ADSL (Asymmetric Digital Sub-

scriber Line) の普及により，ブロードバンドネット

ワークの利用が一般的になりつつある．しかし，山間

部や島しょ部などの高速回線の設置が困難な地域や，

航空機などケーブルの敷設が不可能な場所ではブロー

ドバンドインターネットサービスを受けることはいま

だに困難である．このような問題を解決するために衛

星を利用したブロードバンドインターネットサービス

が注目されている．通常，衛星インターネットでは送

信側ホストと受信側ホストを静止衛星が提供する衛

星回線で結ぶことによってサービスを提供する．例え

ば，「e-japan重点計画」に基づいて開発された超高速

インターネット衛星「きずな (WINDS)」[1]では最大
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1.2Gbit/sの高速通信が可能となる．

衛星回線を利用したインターネット接続で利用され

る多くのアプリケーションはトランスポートプロトコ

ルとして通常 TCP (Transmission Control Protocol)

を利用する．しかし，従来の TCPは有線ネットワー

クを前提として開発されているため，無線ネットワー

クにおいて十分な性能を得ることができない．これは

無線ネットワークでは電波の減衰や干渉などから生じ

るビット誤りが原因でパケットロスが生じるためであ

る．従来 TCP ではビット誤りによるパケットロスが

生じると，常にふくそうと判断し，ふくそうウィンド

ウを減少させる．その結果，スループットの低下を招

く．更に衛星回線では大きな伝搬遅延時間が原因でス

ループットが低下する．これは，ふくそうウィンドウ

の増加にかかる時間が地上回線に比べて大きくなるた

めである．そのため，従来 TCPは伝搬遅延時間の小

さなネットワークにおいては優れた性能を示すが，衛

星回線のような伝搬遅延時間の大きな無線通信環境に

おいては十分な性能を得ることができない．

これらの問題を解決するために End-to-End 型の
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TCP 性能改善方式として衛星回線に適したトランス

ポートプロトコル TCP-STAR [2], [3]が提案されてい

る．TCP-STAR は見積り帯域をふくそうウィンドウ

に反映させることで高速な通信を実現する．しかし，

すべての送信側端末の変更は容易ではなく，未実装の

端末との不公平さが問題となる可能性がある．伝搬遅

延時間による影響を軽減する方式として，TCP コネ

クション上の途中端末においてコネクションを分割し，

データパケットを受信端末に送信するとともに，送信

端末へ早期確認応答を返すプロキシ技術 [4]～[9] が提

案されている．早期確認応答を利用することで送信側

端末のふくそうウィンドウの増加を早めることができ

る．更にコネクションを分割してそれぞれのリンク特

性に合った制御を行うことでリンク特性に依存する性

能劣化を防ぐことができる．しかし従来方式 [5] では

多量の冗長データを転送するといった問題がある．

そこで，本論文では高速衛星回線に適したトラン

スポートプロトコル TCP-STARを用いたコネクショ

ン分割方式 TCP-gSTAR を提案する．提案方式では

TCP コネクションを地上回線部分と衛星回線部分の

境界に設置された中継端末（プロキシ）で分割する．

衛星回線区間でパケットロスが生じた場合には中継

端末で再送制御を行う．また，衛星回線部分において

TCP-STARのふくそう制御を利用することで，送信

側端末の変更を行わずに効率的な転送を行う．更に，

提案方式では効率的な転送，再送を行うため見積もっ

たパケットロス率に応じてデータ転送方法を変更する

機能をもつ．

ネットワークシミュレータ ns2 [10] を利用してシ

ミュレーション実験を行った結果，ビット誤りによる

パケットロスが比較的少ない安定した通信環境におい

て，提案方式は従来方式に比べて冗長データ量を抑え

ることができ，スループットが向上することを確認し

た．特に，パケットロス率が短い時間内に変化する環

境では，TCP-gSTARの制御が有効に働き，従来方式

よりも高いスループットが得られることが分かった．

以降，2.では，研究背景として PEP (Performance

Enhanced Proxy) 及び従来研究について述べる．次

に，TCP-STAR の概要及び提案するコネクション分

割機構の説明を 3. で行う．4. ではシミュレーション

を用いた評価及び考察を行う．最後に，5.でまとめと

今後の課題を述べる．

2. 関 連 研 究

まず，プロキシ技術である PEP (Performance En-

hanced Proxy) [4] について述べる．次に，従来方式

及び関連方式について説明する．

2. 1 PEP (Performance Enhanced Proxy)

TCPの性能劣化は伝搬遅延時間が大きい場合や無線

環境のビット誤りによるパケットロスが生じる場合に

顕著になる．この問題を解決するために PEP技術 [4]

がある．図 1 に PEPの通信モデルを示す．PEPでは

無線環境と有線環境のような異なったネットワーク環

境の境界部分にある端末（プロキシ）で TCPコネク

ションを分割し，パケットを中継する．その際，プロキ

シは受信端末に代わり擬似的な早期確認応答 (Pseudo

Ack)を送信端末へ返す．早期確認応答を受け取った

送信端末はふくそうウィンドウサイズが迅速に増加す

るため転送率の向上が可能となる．またプロキシでは

受信端末からの確認応答 (Real Ack)を受信するまで

データをバッファに蓄積する．通常のデータ転送では

損失したパケットの再送はすべて送信端末が担うため

パケットロスなどの影響により生じるスループット低

下からの回復に時間がかかる．PEP ではプロキシと

受信端末間でパケットが損失した場合には，プロキシ

が送信端末に代わり当該パケットの再送を行うことで

エラー回復を早めることができる．

2. 2 従来方式及び関連方式

本節では，まず，PEP技術を利用した衛星インター

ネットにおけるデータ転送を高速化する従来方式 [5]

及び関連方式 [6]～[9] について説明する．

まず，文献 [5] で提案されている TCP-gateway で

は，サーバに至る地上回線と衛星回線の境界に存在す

る地球局のみに設置されるゲートウェイで TCP コネ

図 1 PEP の通信モデル
Fig. 1 PEP communication model.
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クションを 2分割する．具体的な TCP-gateway の制

御を以下の（1），（2）に示す．

（1） データ送信

TCP-gateway におけるゲートウェイでは管理者が

あらかじめ設定している大きめのウィンドウサイズを

使用し，受信側が通知するウィンドウサイズより通常

多くのデータを送信する．また，ゲートウェイではふ

くそうウィンドウサイズによる制御を行わずにパケッ

トの送信レート調整によりふくそう制御を行う．した

がって，通常，衛星インターネットにおいてスループッ

トを向上させるためにはウィンドウスケールオプショ

ン [11] を使用し帯域幅遅延積を考慮した値を最大ウィ

ンドウサイズに設定する必要があるが，TCP-gateway

では送受信端末の最大ウィンドウサイズの変更の必要

がない．このように，TCP-gateway では常にデータ

転送レートを高く維持できるため，衛星インターネッ

トで高速なデータ転送が可能となる．

（2） エラー回復

パケット損の検出は再送タイムアウトと重複確認

応答を利用する．パケットの再送は，常に損失した

パケットとそれ以降のすべてのパケットを再送する

go-back-N方式を用いる．したがって，降雨などで通

信環境が非常に悪化し，ビット誤りによるパケットロ

スが多発する場合，冗長データを送信することでエ

ラー回復に掛かる時間を低減できる．しかし，通信環

境が安定しビット誤りによるパケットロスが少ない場

合においても損失パケットと以降の全パケットを再送

する．例えば，ウィンドウサイズ内の 1パケットが損

失しただけで，ウィンドウサイズ分の冗長データが発

生する可能性があり，新たなデータの送信が抑制され

る場合があると考えられる．したがって，通信環境が

安定しパケットロスが少ない状況では，TCP-gateway

は多量の冗長データが原因でスループットが低下する

可能性がある．

文献 [6], [7] では，TCP コネクションを分割するプ

ロキシにおいて早期確認応答の制限を行う方式が提案

されている．これにより，送信側とプロキシ間の地上

ネットワークにおけるふくそうを防ぐことができ，複

数コネクションが存在する場合の平均スループットを

向上できている．また，この方式では，早期確認応答

を行うかどうかを判断するために，プロキシ内のバッ

ファに対してウォーターマークという概念を導入して

いる．しかし，これらの方式は，プロキシと受信側間

の衛星回線におけるパケットロスへの対策が十分検討

されていない．

文献 [8] では，文献 [7] の方式を改良し，SACK

(TCP Selective Acknowledgment Options) [12] を

利用したプロキシの再送方式が提案されている．しか

し，SACKはパケットロス率が低い環境では十分機能

するが，通信環境が悪化しパケットロス率が高い環境

では，TCPヘッダ領域の制限から SACKで通知でき

るロスパケット数に限界がある [13]ため，すべてのロ

スに対応できず十分な性能は得られないと考えられる．

文献 [9]で提案されている Snoop+では，無線 LAN

等の地上系無線ネットワークとインターネットの境界

に存在する Base Stationの再送方式を改良している．

Snoop+では，損失したパケットを再送する際，損失

したパケットを複数個再送することで，ロス回復速

度を早めようとしている．しかし，Snoop+は Base

Station において衛星回線を考慮したウィンドウ制御

を行っていない．したがって，衛星環境における転送

レート設定の検討が十分ではないため，帯域幅遅延積

が大きい衛星環境で十分な性能が得られないと考えら

れる．

次に，PEP 技術ではないが，無線環境における

データ転送速度を向上させる方式として，動的パケッ

ト長制御 [14] とバルクリピート再送方式 (TCPW-

BR) [15], [16] がある．まず動的パケット長制御では，

クロスレイヤ技術を利用して，MAC層から得られた

フレームの再送回数から受信側でパケットロス率を見

積もる．次に，受信側は送信側へ見積りパケットロス

率を通知し，受信側から通知された見積りパケットロ

ス率に応じて送信側がパケット長を動的に変更するこ

とで，パケットロス数を低減させスループットを向上

している．しかし，この方式はクロスレイヤ技術に対

応させるために送受信端末の変更が必要であり，従来

の End-to-End型の制御と同様に未実装端末との不公

平さが問題になる．次に，バルクリピート再送方式で

は，パケットロス発生時に確認応答を受信していない

すべてのパケットを再送することで，エラー回復速度

を向上させる．しかし，この方式では，常に確認応答

が未受信のパケットをすべて再送させるため，パケッ

トロスが少ない環境では，TCP-gateway と同様に冗

長データ量がスループットを圧迫する可能性がある．

以上のように，通信環境が安定したパケットロスが

少ない環境，及び，降雨などにより通信環境が悪化し

パケットロスが頻発する環境の両方を考慮した方式や，

プロキシの変更だけが必要で送受信端末の変更が不要
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な方式の検討は十分ではない．

3. 提 案 方 式

本章では，前章で挙げた従来方式の問題を考慮して，

高速衛星インターネットに適したコネクション分割機

構 TCP-gSTAR を提案する．提案方式の特徴を以下

にまとめる．
• TCP-STARを利用したウィンドウ制御

TCP コネクションを地上回線と衛星回線の境界に

ある中継端末で分割し，衛星回線側のウィンドウ制御

として高速衛星回線に適したTCP-STARを利用する．

これにより，衛星回線に対応したデータ転送量制御が

可能となる．
• SACKを利用したパケットロス率の見積りと見

積りパケットロス率に基づくパケット長制御

クロスレイヤ技術を利用せずに SACK のブロック

情報のみ利用してパケットロス率を見積もる．そのた

め，従来のクロスレイヤ技術を利用した動的パケット

長制御のような送受信端末の変更が不要となる．また，

見積もったパケットロス率に応じてパケット長を変更

しパケットロス数の低減を目指す．
• 通信環境に応じた再送方式の切換

通信環境の状態に応じてパケットの再送方法を変更

する．パケットロスが少ない安定した通信環境下では，

SACKによる再送を行い，通信環境が悪化しパケット

ロスが頻発する環境ではバルクリピート再送を行う．

これにより，パケットロスが少ない安定した通信環境で

は，冗長データが抑えられ迅速に新規データを転送で

きるため，従来方式の TCP-gateway や TCPW-BR

のようにスループットが圧迫されない．また，パケッ

トロスが頻発する環境では，バルクリピート再送によ

り迅速にロス回復ができる．

以降，3. 1で中継端末のウィンドウ制御として利用

する TCP-STARの概要，及び，3. 2でパケットロス

率見積り方式を説明する．また，3. 3で，パケット長

制御について説明し，3. 4で通信環境に応じた再送方

式の切換機能について説明する．

3. 1 TCP-STARの概要

TCP-STAR [2], [3]は見積もった利用可能帯域をふ

くそうウィンドウに反映させることで，衛星回線にお

いて高速な通信を実現する．TCP-STAR は以下の三

つのふくそう制御から構成される．

（ 1） CWS (Congestion Window Setting)

CWS はパケットロス検出後，測定帯域に基づきス

ロースタートしきい値 ssthreshとふくそうウィンドウ

サイズ cwndを設定する．これにより，ビット誤りに

よるパケットロス時の転送レートの低下を防止する．

（ 2） LWC (Lift Window Control)

LWCはTCP-NewRenoのふくそうウィンドウサイ

ズ cwndreno と測定帯域から得た測定ウィンドウサイ

ズの和を用いて，ふくそうウィンドウサイズ cwndを

決定する．これにより衛星インターネットのような伝

搬遅延時間の大きな通信環境において迅速なデータ転

送レートの向上が可能となる．

（ 3） AEN (Acknowledgement Error Notifica-

tion)

AEN は再送タイムアウトの原因を探索する．衛星

インターネットのような伝搬遅延時間が安定したネッ

トワークにおいて発生する確認応答パケットのロスや

遅延による再送タイムアウトを検出することでスルー

プットの低下を防ぐ．

3. 2 パケットロス率見積り

提案方式では衛星回線の通信環境を定期的に観測す

るためにパケットロス率を見積もる．パケットロス率の

見積りは，SACK (TCP Selective Acknowledgment

Options) [12]（注1）により通知されるパケットロス数を

利用する．提案方式では，式 (1)を用いて一定周期ご

とに SACKブロック情報から求められるパケットロス

数と転送データパケット数からパケットロス率を導出

する．式 (1)において，loss rate(tk)，sack loss(tk)，

send packet(tk)はそれぞれ時刻 tk における見積りパ

ケットロス率，累積パケットロス数，累積送信パケッ

ト数を示す．

if(send packet(tk) − send packet(tk−1) > 0)

loss rate(tk)

=
sack loss(tk) − sack loss(tk−1)

send packet(tk) − send packet(tk−1)

else

loss rate(tk) = loss rate(tk−1) (1)

提案方式では式 (1)で得られたパケットロス率を利

用し，次節以降に述べるような通信環境に応じたデー

タ転送を行う．

3. 3 パケット長制御 (PLC：Packet Length

Control)

通信環境が安定しパケットロスが生じにくい場合，

（注1）：TCP-STAR では，SACK を利用している．
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図 2 見積りパケットロス率の変化とパケット長制御
Fig. 2 Estimated packet losses rate and packet

length control.

パケットサイズを大きくすることでパケットヘッダの

オーバヘッドが小さくなり効率の良い通信を行うこと

ができる．しかし，衛星回線は有線回線とは異なり回

線品質の変動が激しく転送データのビット誤りによる

パケットロスが生じやすい．ここで，式 (2)にパケット

ロス率 (PER)とビット誤り率 (BER)の関係を示す．

PER = 1 − (1 − BER)PacketSize∗8 (2)

式 (2)に示すように，あるビット誤り率から生じる

パケットロス率はパケットサイズの増加に伴い増大す

る．したがって，ビット誤り率が高い環境においては

パケットサイズが小さいほどパケットロス率が小さく

なる．そこで，提案方式では前節で述べた見積りパ

ケットロス率を利用し動的にパケット長を変化させ効

率的なデータ転送を行う．図 2 のように見積りパケッ

トロス率が変動した場合のパケット長制御の動作を以

下に述べる．ここで，α及び β はパケットサイズを変

更する際の基準となるしきい値である．パケットサイ

ズは，通常サイズ，通常サイズの 2倍，通常サイズの

1/2倍の三つの値をとる．ただし，通常サイズの 2倍

は最大パケット長と一致する．

(i) loss rate > α（図 2 の (1)に相当）

パケットロス率が高いと判断し現在の送信データパ

ケットサイズを 1/2倍にする．

(ii) α > loss rate > β（図 2 の (2)に相当）

パケットサイズは現状維持．

(iii) β > loss rate（図 2 の (3)に相当）

パケットロス率が低いと判断し現在の送信データパ

ケットサイズを 2倍にする．

図 3 バルクリピート再送
Fig. 3 Bulk repeat transmission.

3. 4 再送方式切換機能

現在，インターネットにおいて一般的な再送方法と

して利用されている SACK はパケットロス率が低い

環境では十分機能する．しかし，パケットロス率が高

く SACK がすべてのロスに対応できなくなる環境で

は，バルクリピート再送方式 (BR：Bulk Repeat)が

有効になる．図 3 にバルクリピート再送の動作を示す．

バルクリピートによる再送では部分確認応答 (Partial

Ack)を受信後，確認応答を受信していないすべての

パケットを再送する [15], [16]．しかし，2. 2で示した

ように，パケットロスが少ない安定した通信環境でバ

ルクリピート再送を利用すると，逆に冗長データがス

ループットを圧迫する可能性がある．

そこで，提案方式では式 (3) のように，見積りパ

ケットロス率 (loss rate)に応じて SACKによる再送

とバルクリピート再送の切換を行う．ここで，本論文

では，再送方式の切換基準となる値をバルクリピート

再送しきい値 (BRth)と呼ぶことにする．また，バル

クリピート再送を実行しているときには，SACKによ

る再送は中断する．

if ((loss rate > BRth) かつ (Partial Ack受信))

バルクリピート再送

else

SACK による再送 (3)

以上のようにパケットロス率（通信環境）に応じて

データ再送方式を変更することで，より効率的なデー

タ再送を行う．

4. 評価及び考察

本章ではネットワークシミュレータ ns2 [10]を用い

て以下の 3方式について比較評価を行う．（a）が従来

方式 (TCP-gateway) [5]，（c）が提案方式である．な
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図 4 シミュレーションネットワークのトポロジー
Fig. 4 Simulation topology.

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

送信側 TCP TCP-NewReno

中継端末 TCP TCP-gSTAR, TCP-STAR split,

TCP-gateway

ロス率見積り周期 5 sec

α 0.7%

β 0.01%

バルクリピート再送しきい値 1%

中継バッファサイズ 625 kByte

お，提案方式の（b）は（c）のもとになった方式であ

り，（c）の各機能の有効性を検証するため比較対象とし

た．また，TCP-gateway 方式は，提案方式と同様に

コネクション分割型で，衛星回線の特性（高パケット

ロス率，高遅延）を考慮しているため，比較対象とし

た．なお，[6]～[9] の方式は衛星回線の特性（高パケッ

トロス率，高遅延）が十分考慮されていないため，比

較対象としていない．[14] も送受信端末の変更が必要

なため，比較対象としなかった．

（a） TCP-gateway 方式

（b） TCP-STAR split方式

コネクションを分割し中継端末の衛星回線側ふくそ

う制御に TCP-STARを利用．パケット長制御及び再

送方式切換（バルクリピート再送）は行わない．

（c） TCP-gSTAR方式

コネクションを分割し中継端末の衛星回線側ふくそ

う制御に TCP-STARを利用．更に見積りパケットロ

ス率に応じてパケット長制御及び再送方式切換（バル

クリピート再送）を行う．

図 4 にシミュレーションネットワークのトポロジー，

表 1 にシミュレーションパラメータをそれぞれ示す．

ここで，従来方式の TCP-gateway にあらかじめ設定

するウィンドウサイズには性能が最も良い衛星回線の

図 5 PLC（パケット長制御）と BR（バルクリピート）
による効果
Fig. 5 Evaluation of PLC and BR effect.

図 6 PLC（パケット長制御）と BR（バルクリピート）
による効果（高 BER 環境）

Fig. 6 Evaluation of PLC and BR effect (high bit er-

ror rate).

帯域遅延積を使用した．提案方式におけるパケット長

制御時のパケットサイズは 500，1000，2000 Byteと

し初期値を 1000 Byteとした．パケット長制御に用い

る α，β 及びバルクリピート再送しきい値は図 4 の

環境で予備実験を行い望ましい値を求め設定した．シ

ミュレーションにおいてパケットロスは衛星回線での

ビット誤りでのみ生じるものとし，送信端末から受信

端末へ向けて FTP (File Transfer Protocol)を用いた

データ転送を想定する．また，各結果は 5回のシミュ

レーションの平均値である．

4. 1 各機能の評価

本節では，TCP-gSTAR における各機能の有効性

を確認するために，TCP-STAR splitにパケット長制

御 (PLC) のみと再送方式切換機能（バルクリピート

再送 (BR)）のみをそれぞれ動作させた場合を比較評

価する．

図 5 及び図 6 に BERを変化させたときの各機能の

スループットを示す．ただし，通信中に BER は変化
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図 7 パケットロス率が一定の場合におけるスループット
Fig. 7 Throughput in case of constant error rate.

しない．スループットは受信端末のアプリケーション

が受け取ったデータ量から得た．図 5 より衛星回線が

比較的に安定しているときにとり得る BER = 10−8～

10−6 において，パケット長制御及び再送方式切換機

能（バルクリピート再送）により得られたスループッ

トは TCP-STAR split とほぼ同等のスループット性

能であることが分かる．

しかし，図 6 に示すように悪天候などにより通信環

境が悪化した場合は，パケット長制御機能と再送方式

切換機能（バルクリピート再送）をそれぞれ付加させ

ることで TCP-STAR split 単体よりも，スループッ

トが向上していることが分かる．これは，(1) BERが

高い環境においてはパケット長制御によりパケット長

を減らすことでパケット到達率を高める，(2)バルク

リピート再送により冗長性をもたせて再送を行うた

めエラー回復が早められる，ことにより得られる．ま

た，パケット長制御機能と再送方式切換機能（バルク

リピート再送）の両方を加えた TCP-gSTAR は最も

良いスループットが得られることが確認できる．

以上より提案方式の各機能は有効であることが分

かった．

4. 2 単一コネクション時のスループット性能評価

次に，基礎的評価として，単一コネクション時にお

ける提案方式と従来方式の比較評価を行う．本節では，

まず，通信中のパケットロス率が一定の場合の評価を

行う．次に，通信中にパケットロス率が変化する場合

の評価を行う．

4. 2. 1 パケットロス率が一定の場合

図 7 は各 BERにおける各方式のスループットを示

す．ただし，通信中に BERは変化しない．図 7 より，

比較的安定した通信環境である BER = 10−8～10−6

において，TCP-STAR split，TCP-gSTARは TCP-

図 8 パケットロス率が一定の場合におけるスループット
（高 BER 環境）

Fig. 8 Throughput in case of constant high error

rate.

gatewayに比べて平均約 35%の向上が見られた．まず，

提案方式では TCP-STAR split及び TCP-gSTARの

ふくそう制御機能である CWS及び LWCによりふく

そうウィンドウを回線の帯域に適した値に設定するこ

とで多くのデータを転送できる．また，TCP-gateway

においても，あらかじめ設定された衛星回線の帯域に

合ったウィンドウサイズを利用するため，提案方式と

同様に多くのデータ転送が可能となる．次に，データ

再送に関して，提案方式は，図 7 の比較的安定した通

信環境では，バルクリピート再送は行わず，SACKに

より再送するため，冗長なデータ再送を行わず新たな

データを迅速に転送できる．しかし，TCP-gateway

は一つのパケットがロスしただけで，損失パケットと

以降の全パケットを再送するために多量の冗長データ

が発生する．その結果，TCP-gateway は全送信デー

タ量における冗長データの割合が増加するために新た

なデータの割合が低下し，十分なスループットを得る

ことができなかったと考えられる．冗長データ量につ

いては 4. 3で評価する．

次に図 8 に劣悪な通信環境時における各方式のス

ループットを示す．まず，TCP-STAR splitでは十分

なスループット性能は得られていないことが分かる．

これはパケットロス率が高い環境においては SACKは

十分に機能しないことが原因だと考えられる．TCP-

gSTARはパケットロス率が高い環境においてバルク

リピート再送を行うため，TCP-STAR splitよりもロ

ス回復が早まり TCP-STAR split よりもスループッ

トが高い．ここで，図 9 は，TCP-gSTARのバルクリ

ピート再送を利用せずに SACK のみで再送した場合

（点線）と SACKを動作させずに常にバルクリピート

再送を行った場合（実線）のスループットを示す．図 9
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図 9 SACK とバルクリピート再送の比較
Fig. 9 Comparing of SACK and bulk repeat perfor-

mance.

より，BERが 10−6 を超える（パケットロス率に換算

すると約 1%）までは SACKのみを利用した場合の方

が高いスループットが得られることが分かる．つまり，

本論文のシミュレーション環境においては，パケット

ロス率が約 1%までは SACKが有効に機能することが

分かる．次に，常にバルクリピート再送を行った場合

は，パケットロス率が低いとバルクリピート再送の効

果はあまり得られていない．しかし，パケットロス率

が大きくなり約 1%を超えると SACKよりもバルクリ

ピート再送の方が有効に機能しスループットが高くな

ることが分かる．

また，TCP-gSTAR と TCP-gateway を比べると，

ビット誤りが非常に高い場合（図 8 の BER ≥ 6.2 ×
10−5），TCP-gSTARは TCP-gatewayよりも性能が

劣っていることが分かる．TCP-gSTAR は，重複確

認応答によりパケットロスを検出した後，部分確認応

答を受信してから，データの再送を行っている．一方

で，TCP-gateway ではパケットロス検出後すぐに損

失したパケット及びそれ以降のすべてのパケットを再

送する．したがって，TCP-gSTARが部分確認応答を

待っている間に TCP-gateway はロス回復を行えるた

め，TCP-gatewayのエラー回復時間は TCP-gSTAR

よりも早い．その結果，パケットロス数が多くなるに

つれ，ロス回復時間の差が大きくなり，TCP-gateway

は TCP-gSTARよりも高いスループットを得ている．

4. 2. 2 パケットロス率が短時間内に変化する場合

4. 2. 1では，パケットロス率が一定の場合の評価を

行った．しかし，伝送路の状態が一時的に変化し，パ

ケットロス率が変動する場合もある．例えば，急に雨

が強くなる場合や航空機等の物体が伝送路を通過する

場合が考えられる．また，非静止衛星を利用した通信

図 10 パケットロス率が変化する場合におけるスループッ
ト（Bad State 時間変化）

Fig. 10 Throughput in case of variable error rate,

where duration of bad state period changes.

図 11 パケットロス率が変化する場合におけるスループッ
ト（Bad State の BER 変化）

Fig. 11 Throughput in case of variable error rate,

where BER of bad state changes.

において，直接通信する衛星が切り換わるとき，一時

的に通信ができなくなる場合も考えられる．そこで，

本節では，パケットロス率が短い時間内に変化する場

合の評価を行う．

まず，パケットロス率が変化するモデルとして，文

献 [15], [16] で利用されている 2 状態マルコフモデル

を用いる．このモデルでは，回線状態の良い（ロス率

が低い）場合を Good State，回線状態の悪い（ロス

率が高い）場合を Bad Stateと定義し，通信中にこの

二つの状態をランダムに遷移する．図 10 は，Good

Stateの平均継続時間と BERをそれぞれ 5 s，10−8 と

し，Bad Stateの BERが 10−4（パケットロス率で約

100%に相当）のとき，Bad State の平均継続時間を

0.1 s（注2）から 1 s まで変化させた場合のスループット

を示す．また，図 11 は，Good State の平均継続時

間と BER をそれぞれ 5 s，10−8 として，Bad State

（注2）：例えば航空機等が伝送路上を通過するときに相当する．
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の平均継続時間が 1 s のとき，Bad State の BER を

10−8～10−4 まで変化させたときのスループットを示

す．ここで，図 10 における Bad Stateの平均継続時

間が 1 sのときの結果と図 11 における BER = 10−4

の結果は同一のものである．

図 10 より，Bad State 時間が 0.1 s～0.6 s の間で

は TCP-gSTAR は最も良い性能が得られ，最大で

1Mbit/s 程度，TCP-STAR split よりもスループッ

トが大きいことが分かる．この結果は，（a）回線状態

が良いときは，SACKによる再送を行うため，TCP-

gateway よりも冗長データが抑えられている，（b）

回線状態が悪いときは，バルクリピート再送により

TCP-STAR split よりも迅速にロス回復ができてい

る，ことにより得られている．また，Bad State時間

が 0.6 s を超えると TCP-gateway の値が大きくなり

TCP-gSTAR とほぼ同等の値になっていることが分

かる．これは，回線状態が悪い時間が全体的に増加し

たため，TCP-gateway の Good State における冗長

データ転送のスループットへの影響よりも，Bad State

における冗長データ転送のロス回復の効果の方が大き

くなっていることが原因であると考えられる．また，

図 11 より，Bad Stateの BERを変化させた場合も，

BER ≤ 10−5 のとき，TCP-gSTAR が最も良い結果

が得られることが分かる．例えば，BERが 10−5 のと

き，TCP-gSTARはTCP-gatewayよりも約 2倍のス

ループットが得られている．これは，図 10と同様に，

TCP-gSTARの SACKによる再送とバルクリピート

再送の切換が有効に動作していることと，パケットロ

ス率が高いときにパケット長制御によりロス発生が抑

えられていることが原因であると考えられる．

最後に，4. 2. 1及び 4. 2. 2の結果をまとめる．
• パケットロス率が一定の場合

通信環境が安定している場合，TCP-gSTAR は

TCP-gateway よりも高いスループットが得られる

が，TCP-STAR splitとほぼ同等のスループットとな

り，パケット長制御及びバルクリピート再送の効果は

あまり得られない．また，通信環境が悪化し，パケッ

トロス率が非常に高いと TCP-gSTAR のパケット長

制御とバルクリピート再送が効果的に動作するため，

TCP-STAR split よりも高いスループットが得られ

る．しかし，TCP-gSTARはパケットロス率が非常に

高い場合において，TCP-gateway よりも再送性能が

劣るため，TCP-gSTAR は TCP-gateway よりもス

ループットが低い．

図 12 冗長データ量の割合
Fig. 12 Degree of redundant data.

• パケットロス率が短い時間内に変化する場合

SACKによる再送とバルクリピート再送の切換が有

効に動作することと，回線状態が悪くなったときにパ

ケット長制御によりロス発生が抑えられるため，TCP-

gSTARはTCP-gateway及びTCP-STAR splitより

も高いスループットが得られる場合が多い．

4. 3 冗長データ量の評価

次に冗長データ量について評価する．図 12 に式 (4)

で示される各 BERに対する冗長データ量の割合 Rを

示す．ここで Datasum は受信側が受け取った総デー

タ量を示し，Dataap は受信側アプリケーションが受

け取ったデータ量を示す．

R =
Datasum

Dataap
− 1 (4)

図 12 より TCP-gateway ではパケットロス検出時

に損失パケット及びそれ以降のすべてのパケットを

再送するため BER が低い環境においても，多くの冗

長データが発生していることが分かる．一方，TCP-

STAR split及び TCP-gSTARは BERが低い環境に

おいて，冗長データが発生していない．これは BER

が低い環境において SACK を利用しているためであ

る．またBERが高い環境ではTCP-gSTARはTCP-

STAR splitに比べ多くの冗長データを転送している．

これは TCP-gSTAR がパケットロス率が高い環境に

おいて転送率を上げるためにバルクリピート再送を行

うためである．

ここで，冗長データがどの程度スループットに影響

を与えているかを評価する．図 13 は，コネクション

数が 1，BERが 10−6 の場合における TCP-gateway

のスループットの変化と再送のための冗長データが

消費している帯域を示す．ただし，通信中の BER は

一定とする．また，図 14 は図 13 と同様の環境にお
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図 13 TCP-gateway における冗長データの影響
Fig. 13 Impact of redundant data in case of TCP-

gateway.

図 14 TCP-gSTAR における冗長データの影響
Fig. 14 Impact of redundant data in case of TCP-

gSTAR.

ける TCP-gSTARの結果を示す．図 14 では，TCP-

gSTARは主に SACKによる再送を行っているが，バ

ルクリピートによる再送も発生している．図 13 より，

TCP-gateway の場合，再送のための冗長データ量が

非常に多く，本来送るべきデータのスループットが圧

迫されていることが分かる．具体的に，スループット

が平均 3.6 Mbit/sであるのに対して，冗長データが消

費している帯域は平均 6.8 Mbit/sとなっている．一方

で，図 14 より，TCP-gSTARの場合は冗長データ量

が TCP-gateway よりも抑えられているため，高いス

ループットが得られている．具体的に，スループット

が平均 6.5 Mbit/sであるのに対して，冗長データが消

費している帯域は平均 2.7 Mbit/sとなっている．

以上のことから，TCP-gateway 方式は，パケット

ロス率が比較的低い環境では，冗長データが多量に

送出されるため，新規のデータ送信が遅れ，高いス

ループットが得られていないことが確認できる．一方，

TCP-gSTAR の場合は冗長データ量が抑えられるた

めに，TCP-gateway よりも高いスループットが得ら

図 15 複数コネクション時の公平性及びスループット
(BER = 10−8)

Fig. 15 Fairness index and average throughput in

case of multiple connections (BER = 10−8).

れている．

4. 4 複数コネクション時の性能評価

最後に複数のコネクションが存在したときの平均ス

ループット及び公平性を評価する．公平性の評価指標

として式 (5) で定義される Fairness index [17] を用

いた．

F =
(
∑n

i=1 x̄i)
2

n
∑n

i=1 x̄i
2

(5)

式 (5)において，nはコネクション数，x̄iはコネクショ

ン iの平均スループット，F は n本のコネクション間

の Fairness indexをそれぞれ示す．Fairness indexは

0～1までの値をとり，1に近いほどコネクション間の

公平性が高いことを示す．

典型的な衛星回線がとり得る BER が 10−8 及び

10−6 [18]における結果を図 15 及び図 16 にそれぞれ

示す．ただし，通信中の BER は一定とする．図 15，

図 16 より，混在コネクション数が少ない環境（10−8

のときは 2，4flow，10−6 のときは 2flow）では，提案

方式の公平性は TCP-gateway とほぼ同等の値となっ

ていることが分かる．しかし，混在コネクション数が

増加した場合，TCP-gSTARは他の方式よりも公平性

が低下していることが分かる．ここで，TCP-gateway

は各コネクションのウィンドウサイズが一定であるた

め，回線使用率に大きな偏りが発生せず最も高い公平

性を得ていた．一方，TCP-gSTARではパケットロス

率を見積り通信環境に応じた転送をする．また，パケッ

トロス率の見積りは各コネクションで行われるため，

コネクション数が増加するとコネクション間での見積
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図 16 複数コネクション時の公平性及びスループット
(BER = 10−6)

Fig. 16 Fairness index and average throughput in

case of multiple connections (BER = 10−6).

図 17 見積りパケットロス率の変化
Fig. 17 Estimated packet loss rate.

りの値が異なる．その結果，コネクション間でパケッ

ト長及び転送方法に差が生じ，コネクション数が増加

した場合に公平性が低下したと考えられる．ここで，

図 17 は図 16 において，コネクション数が 8，BER

が 10−6（パケットロス率では約 1%）のときの見積り

パケットロス率の変化の様子を示す．ただし，図 17 に

おいて，横軸はシミュレーション開始からの経過時間

を示す．また，図 17 では，すべてのコネクションの

結果を表示すると見えにくくなるため，2コネクショ

ン分の結果のみを載せている．図 17 より，それぞれ

のコネクションで見積り値に差が生じていることが確

認できる．例えば，73～78 sを見ると，Connection 2

のパケットロス率が約 0.2%であるときに，もう一方

のConnection 1はパケットロス率が 1%以上になって

いることが分かる．このとき，SACKとバルクリピー

ト再送を切り換えるバルクリピート再送しきい値は

1%であるため，Connection 1はバルクリピート再送

を行い，Connection 2は SACKによる再送を行って

いることになる．この見積りパケットロス率の差は次

の理由により発生している．提案方式におけるデータ

送出では，各コネクションのウィンドウサイズが大き

くなっているため，コネクションごとにパケットがま

とまって送出される傾向がある．そのため，パケット

ロスが発生すると，特定のコネクションだけにパケッ

トロスが集中する可能性が高くなる．このとき，別の

コネクションではパケットロスが発生しないか，また

は，損失するパケット数が少なくなる場合がある．そ

の結果，SACK ブロック情報から通知される累積パ

ケットロス数 sack loss(tk)が異なるため，コネクショ

ンごとの見積りパケットロス率に差が生じている．し

たがって，パケットロスが多く発生する BERが 10−6

でコネクション数が大きいときに，見積りパケットロ

ス率に差が生じやすいため，大きく公平性が減少して

いることが確認できる．

また，TCP-gSTARは単一コネクションの場合と同

様に，衛星回線における典型的な BER (10−8，10−6)

において，TCP-gateway に比べ平均スループットが

向上することが分かる．更に，コネクション数が増加

しても TCP-gSTAR は最も良い性能が得られること

が確認できる．

5. む す び

本論文では，まず地上回線と衛星回線が混在する

ネットワークにおけるスループット性能の向上を目指

して，コネクション分割機構 TCP-gSTAR を提案し

た．提案方式では地上回線区間において従来 TCP を

用いた通信を行い，衛星回線区間においては衛星回線

用トランスポートプロトコル TCP-STARに基づいた

高速な転送を行う．更にビット誤りによるパケットロ

ス率が大きな環境において，パケット長制御とバルク

リピート再送を行うことで劣環境においても効率的な

再送を行う．

次に，ns2を用いたシミュレーション評価を行った．

まず，単一コネクションの場合の性能を評価した．通

信中のパケットロス率が一定のとき，パケットロス率

が小さい通常の通信環境では，TCP-gSTAR は従来

方式よりも高いスループットが得られることを確認し

た．しかし，パケットロス率が非常に高い環境になる

と，従来方式の多量の冗長データ送信が有効に働くた

め，従来方式の方が提案方式よりもスループットが高

くなることが分かった．また，パケットロス率が短い
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時間内に変化する環境では，TCP-gSTARの制御が有

効に働き，従来方式よりも高いスループットが得られ

ることが分かった．

次に，複数コネクションが存在する場合の評価を

行った結果，通常の通信環境において，TCP-gSTAR

は従来方式よりも高いスループットが得られることが

分かった．しかしながら，各コネクションにおけるパ

ケット長及び転送方法に差が生じ公平性が低下するこ

とが明らかとなった．

今後の課題として，複数コネクションが存在する場

合における公平性の改善が挙げられる．また，ネット

ワーク環境が変化した場合，環境の変化に合わせて再

送方式の切換を判定するバルクリピート再送しきい値

を変化させる必要があると考えられる．そこで，バル

クリピート再送しきい値を動的に変化させたときの評

価を行うことも今後の課題として挙げられる．
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