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あらまし 衛星インターネットに適した TCP ふく

そう制御方式として，TCP-STARが提案されている．

TCP-STARはふくそうウィンドウサイズを積極的に

増加させるため帯域幅遅延積が非常に大きいと，混在

する従来 TCP のスループットを低下させる場合があ

る．そこで本論文では，混在する従来TCPとの公平性

向上を目指して，TCP-STARのふくそう制御方式を

改良する．NS2を用いて改良した TCP-STARに関す

るシミュレーション実験を行った結果，従来の TCP-

STARと比べ，新たな機能が追加された TCP-STAR

を用いると，従来 TCP との公平性が改善されること

が分かった．

キーワード 衛星インターネット，TCP-STAR，ふ

くそう制御方式，公平性

1. ま え が き

近年多発する大規模災害に強く，安定した高速通信

サービスが提供可能な衛星回線を用いた衛星インター

ネットが注目されている．衛星インターネットでは，

WWW（World Wide Web）や電子メール配送などの

代表的なアプリケーションがよく利用される．このよ

うなアプリケーションの多くが TCP（Transmission

Control Protocol）を使う．しかし，TCP-NewReno

等の従来の TCP は，衛星回線の性質により大きくス

ループットが低下することが知られている [1]．このよう

な問題を解決するために，衛星インターネットに適した

ふくそう制御方式として TCP-STARが提案されてい

る [2], [3]．TCP-STARは，CWS（Congestion Win-

dow Setting），LWC（Lift Window Control），AEN

（Acknowledgement Error Notification）の三つのふ

くそう制御方式から構成される．TCP-STARは衛星

回線を専用線として利用する場合などで，TCP-STAR

のみが存在し他の TCP バージョンが存在しない環境

では，各フロー間の公平性が高い．しかしながら，有

線系のインターネットを途中で経由するような衛星イ

ンターネットの構成では，従来の TCPが混在する可

能性がある．このような環境では，TCP-STAR はふ

くそうウィンドウサイズを積極的に増加させるため，

混在する従来 TCPのスループットが下がり公平性が

低下する場合がある [4]．

本論文では，従来 TCP が混在する環境において

公平性を向上させるために，TCP-STAR の改良を

行った．まず，ふくそうウィンドウの増加方式である

LWC とパケットロス時のふくそうウィンドウ設定方

式 CWSを RTT（Round Trip Time）を考慮する方

式に改良した．次に，改良した TCP-STARの性能評

価を NS2 [5]を用いたシミュレーションにより行った．

その結果，改良した TCP-STARを利用すると，混在

する従来 TCP（NewReno）のスループットが向上し，

公平性が改善されていることが分かった．また，混在

する各フロー間に伝搬遅延時間の差がある場合，改良

した TCP-STAR は TCP-NewReno と比べて高い公

平性が得られることも分かった．

2. TCP-STARのふくそう制御方式

2. 1 TCP-STARの概要

本節では，TCP-STAR の三つのふくそう制御方式

（CWS，LWC，AEN）について簡単に説明する．

（I）CWS（Congestion Window Setting）

CWS では，ビット誤りによるデータセグメントロ

ス時の転送レート低下を防ぐため，測定帯域BW から

得た測定ウィンドウサイズ cwndabe を用いて，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．まず，測定ウィンドウサイズ

cwndabeは，式 (1)で得られる．ただし，RTTminは最

小ラウンドトリップ時間，MSSは最大セグメントサイ

ズを表す．また，帯域はABE（Available Bandwidth

Estimation）機構 [6]により測定している．

cwndabe = (BW ×RTTmin)/MSS (1)

次に，ssthreshと cwndは cwndabe を用いて，式

(2)のように設定される．
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if (cwnd < ssthresh)

ssthresh = cwndabe

cwnd⇒ keep recent value

else if (cwnd ≥ ssthresh)
ssthresh = cwndabe

cwnd = ssthresh (2)

（II）LWC（Lift Window Contorol）

LWCでは，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 cwndabe の和を用いてふくそうウィンドウサ

イズを決定する．したがって，LWC により得られる

ふくそうウィンドウサイズ cwndは式 (3)となる．こ

れにより，衛星インターネットのように RTTの大き

なネットワークにおいてデータ転送レートの向上が可

能となる．

if (cwndreno < ssthresh)

cwndreno = cwndreno + 1

cwnd = cwndreno + cwndabe

else if (cwndreno ≥ ssthresh)
cwndreno = cwndreno + 1/cwndreno

cwnd = cwndreno + cwndabe (3)

（III）AEN（Acknowledgement Error Notifica-

tion）

衛星回線は RTT が安定しているため，ACK セグ

メントのロス/遅延によって再送タイムアウトが発生

しやすい [3]．AEN は ACK セグメントのロス/遅延

が原因で起こる再送タイムアウトによるデータの誤再

送とスループットの低下を防ぐ．具体的には，プロー

ブパケットを用いてタイムアウトの原因を探査し，探

査結果をもとに転送レートを設定する機能をもつ．

2. 2 TCP-STARのふくそうウィンドウサイズ

2.1 で示したように，TCP-STAR はふくそうウィ

ンドウサイズとスロースタートしきい値の値を測定帯

域をもとに決定している．その結果，送信開始時やパ

ケットロス発生後に送信データ量をすぐに増加でき，

高いスループットが得られる．しかしながら，測定し

た帯域値をそのまま利用するため，TCP-STARは帯

域の消費が早く，従来 TCPが混在すると，従来 TCP

の利用可能帯域が急激に減少する可能性がある．その

結果，従来 TCP のふくそうウィンドウサイズの増加

速度が鈍くなってしまう．したがって，従来 TCP と

TCP-STAR が混在すると，従来 TCP のスループッ

トが低下し公平性が損なわれる場合がある [4]．

3. 公平性を考慮した TCP-STARの改良方式

従来 TCPが混在する環境における TCP-STARの

公平性の改善を目指して，LWCとCWSに対して以下

の改良を行う．TCP-STARでは，測定帯域をそのま

ま利用してふくそうウィンドウサイズとスロースター

トしきい値の設定に反映している．その結果，ふくそ

うウィンドウサイズの変動が大きくなり，従来 TCP

のスループットを圧迫していた．そこで，測定帯域を

そのまま利用するのではなく，ラウンドトリップ時間

(RTT )の変動を用いて利用帯域を調節する．

3. 1 LWCの改良

まず，LWCでは式 (4)のように，cwndreno に加算

する測定ウィンドウサイズ cwndabe の大きさを，係数

τ (0 ≤ τ ≤ 1)を用いて調節する．

if (cwnd < ssthresh)

cwndreno = cwndreno + 1

cwnd = cwndreno + cwndabe × τ
else if (cwnd ≥ ssthresh)
cwndreno = cwndreno + 1/cwndreno

cwnd = cwndreno + cwndabe × τ (4)

また，係数 τ は時刻 k におけるラウンドトリップ時

間 RTTk の増減に基づき計算され，式 (5)で与えられ

る．式 (5) では，RTT が増加した場合，混在するフ

ロー数が増加していると判断し，ふくそうウィンドウ

サイズの増加を抑制するために，τ を減少させる．逆

に RTTが減少した場合，フロー数が減少していると

判断し，τ を増加させふくそうウィンドウサイズの増

加を促進する．もし RTTが変化せず一定となった場

合には，ふくそう回避機構と同様に τ を少しずつ増加

させる．

τ = λ× τ + (1 − λ) × τsample

if (RTTk−1 > RTTk)

τsample = τ + β + (RTTk−1 −RTTk)/RTTk

else if (RTTk−1 < RTTk)

τsample = τ − β − (RTTk −RTTk−1)/RTTk

else

τsample = τ + γ/cwnd (5)
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ただし，λ，β，γ は，τ の変動の大きさを決める係

数である．ここでは，シミュレーションによりこれら

の値として望ましい値を求め，それぞれ (λ, β, γ) =

(0.9, 0.1, 0.01) と設定した．また，τ の初期値は 0と

した．

3. 2 CWSの改良

次に CWS では，ssthresh の値を LWC と同様に

係数 τ を用いて式 (6)のように調節する．また，ラウ

ンドトリップ時間の最小値 (RTTmin) と時刻 k にお

けるラウンドトリップ時間 (RTTk)の比を用いて，パ

ケットロス発生後のふくそうウィンドウサイズを式 (6)

の 3 行目，6行目のように設定する．つまり，RTTk

がRTTminに比べて大きくなっている場合，フロー数

が増加していると判断し，ふくそうウィンドウサイズ

を測定帯域値よりも小さく設定する．これにより，フ

ロー数が多い場合に，ふくそうウィンドウサイズの増

加の抑制が可能になる．

if (cwnd < ssthresh)

ssthresh = cwndabe × τ
cwnd = cwnd×RTTmin/RTTk

else if (cwnd ≥ ssthresh)
ssthresh = cwndabe × τ
cwnd = ssthresh×RTTmin/RTTk (6)

以降，改良方式をオリジナルの TCP-STARと区別

するために，本論文では TCP-NewSTARと呼ぶ．

4. シミュレーションによる性能評価

TCP-NewSTARをネットワークシミュレータNS2

[5]を用いて評価した．

4. 1 ネットワークパラメータ

シミュレーションでは，衛星インターネットの典型

的なモデルとして，図 1 に示す環境 [7]を用いた．表 1

図 1 ネットワークモデル
Fig. 1 Network model.

にネットワークパラメータを示す．各回線の帯域はす

べて同じ値に設定し，送受信ホストのバッファサイズ

は帯域幅遅延積の値とした．ゲートウェイ（図 1 中の

Gateway）のバッファサイズはゲートウェイにおいて

バッファオーバフローが発生しないように，帯域幅遅

延積よりも十分大きな値を設定した．また，衛星回線

の BER（Bit Error Rate）は比較的ロスの発生が少

ない 10−8 に設定した（晴天時の値に相当 [8]）．

シミュレーションでは送信側ホストから受信側ホ

ストへの N 本のコネクションを用いた FTP（File

Transfer Protocol）によるデータ転送を想定した．

4. 2 評価結果及び考察

従来 TCP と TCP-STARまたは TCP-NewSTAR

が混在した場合の公平性の比較を行う．従来TCPとし

てTCP-NewRenoを用いた．評価結果は 5回実行した

平均値である．ここで，シミュレーションではN/2本

の TCP-NewRenoのフローと N/2本の TCP-STAR

または TCP-NewSTARのフローがボトルネックリン

クとなる送信側とゲートウェイ間の地上回線を共有す

る場合を考慮した．また，ゲートウェイと受信側間に

ついては，TCP-NewReno のフローは地上回線を通

り，TCP-STARまたは TCP-NewSTARのフローは

衛星回線を通る．

本論文では，公平性評価のため，公平性を示す指

標の中で代表的な Jain Fairness Index [9] を用いた．

Fairness Indexの値は式 (7)で得られる．ただし，N

はフロー数，xi は i番目のフローのスループットを示

す．また，Fairness Indexは 0 から 1 の値をとり，1

に近いほど公平であることを示す．

Fairness Index =

(
N∑

i=1

xi

)2

/ N

N∑
i=1

x2
i (7)

図 2に，フロー数を 2から 10まで変化させたときの

Fairness Indexを示す．ただし，図中の実線は，すべて

のフローが TCP-NewRenoの場合を示す．図 2 より，

TCP-NewSTARはTCP-STAR及びTCP-NewReno

と比較して最も良い結果となっている．一方，TCP-

NewReno のみが存在したときは，TCP-NewSTAR

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

データセグメントサイズ 1448 Byte

ACK セグメントサイズ 52Byte

地上回線及び衛星回線の帯域 (BW ) 100Mbit/s

地上回線及び衛星回線の伝搬遅延時間 20, 250 ms
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図 2 Fairness index（フロー数変化）
Fig. 2 Fairness index. (The number of flows changes)

図 3 Fairness index（ゲートウェイと受信側間の地上回
線の伝搬遅延を変化，フロー数：N = 10）

Fig. 3 Fairness index. (Propagation delay of ter-

restrial links between gateway and receiver

changes, The number of flows: N = 10)

と比べて 25%程度低い値となっている．これは，遅延

差があるフローが混在していることが原因である．つ

まり，TCP-NewRenoの場合，衛星回線側のフローは

伝搬遅延時間が大きいため，ふくそうウィンドウサイ

ズの上昇に時間がかかっているが，伝搬遅延時間の短

い地上回線側のフローはふくそうウィンドウサイズの

増加が迅速であるため，スループットの上昇が早い．

その結果，ゲートウェイと受信側間のボトルネックリ

ンクにおいて，地上回線側のフローがボトルネックリ

ンクの帯域をほとんど占有してしまい，スループット

の差が生じ公平性が低下する．

各フローの RTTの差による公平性への影響を評価

するため，図 1 におけるゲートウェイと受信側間の

地上回線の伝搬遅延時間を変化させて Fairness Index

を求めた．図 3 は，ゲートウェイと受信側間の地上回

線の伝搬遅延時間を 50から 250 msまで変化させたと

きの Fairness Indexを示す．ただし，フロー数は 10

とした．図 3 より，TCP-NewRenoは X 軸の地上回

線の伝搬遅延時間が小さくなると，衛星回線との伝搬

遅延時間差が大きくなり公平性が低下している．

TCP-NewSTARは，伝搬遅延差が大きい場合TCP-

NewRenoよりも公平性は高い．しかし，この遅延差が

なくなる 250 msに近づくと，TCP-NewSTARの公平

性が低下している．これは，地上回線の伝搬遅延時間

の増加に従い TCP-NewReno の性能が低下したため

である．ここで，TCP-NewRenoのスループットは伝

搬遅延時間が 250 msのときに出すことのできる限界

値となっている．したがって，図 3 における伝搬遅延

時間が 250 msのときの TCP-NewSTARの Fairness

Indexは，TCP-NewSTARとTCP-NewRenoが混在

するときの限界性能となる．一方，TCP-STAR の場

合は，混在する TCP-NewReno よりもふくそうウィ

ンドウサイズの増加率が大きいため，スループット

の差が大きくなり公平性が低くなる．以上のことか

ら，（1）TCP-NewSTAR は伝搬遅延時間に差がある

フローが混在する場合，TCP-NewReno よりも高い

公平性が得られる，（2）伝搬遅延時間が極めて大きく

（250 ms 程度）かつフロー間に遅延差がない場合は，

TCP-NewReno の性能限界のため公平性が損なわれ

る傾向があること，が分かった．

5. む す び

本論文では，まず TCP-STARと従来 TCPが混在

するような環境において従来 TCP との公平性を向上

させるため，TCP-STARのふくそう制御方式の改良

を行った．次に，ネットワークシミュレータ NS2 を

用いて，公平性に関して改良した TCP-NewSTARの

公平性評価を行った．その結果，従来 TCP が混在す

る環境で TCP-NewSTAR を用いると公平性が向上

すること，混在する TCP のフロー間に大きな遅延差

（100～200 ms程度）がある場合，TCP-NewSTARは

TCP-NewRenoよりも公平性が高いこと，が分かった．

謝辞 本研究の一部は日本学術振興会科学研究費補

助金基盤研究 C（課題番号 16560345），及び広島市立

大学特定研究費（番号 3105）により行われた．

文 献

[1] C. Partridge and T. Shepard, “TCP performance over

satellite links,” IEEE Netw., vol.11, no.5, pp.44–49,

1997.

[2] 竹内 達，小畑博靖，石田賢治，“衛星インターネットに
適した TCP の輻輳制御方式，” 信学技報，IN2004-143,

2004.

[3] H. Obata, S. Takeuchi, and K. Ishida, “A new TCP

congestion control method considering adaptability

1328



レ タ ー

over satellite Internet,” Proc. ADSN2005, pp.75–81,

2005.

[4] 小畑博靖，花崎翔太，石田賢治，“衛星インターネットに
適した TCP-STAR の公平性向上に関する考察，” 信学技
報，IN2005-128, 2005.

[5] UCB Multicast Network Research Group, “UCB/

LBNL/VINT network simulator NS (ver.2),”

http://www.isi.edu/nsnam/ns/, 2005.

[6] 佐藤徳彦，國司光宣，寺岡文男，“TCP-J: 無線ネットワー
クに適したトランスポートプロトコル，”情処学論，vol.43,

no.12, pp.3848–3858, 2002.

[7] The Boeing Company, “Connexion by Boeing,”

http://www.connexionbyboeing.com/, 2005.

[8] M. Allman, D. Glover, and L. Sanchez, “Enhancing

TCP over satellite channels using standard mecha-

nisms,” RFC 2488, 1999.

[9] D. Chiu and R. Jain, “Analysis of the increase and

decrease algorithms for congestion avoidance in com-

puter networks,” Computer Networks and ISDN Sys-

tems, vol.17, no.1, pp.1–14, 1989.

（平成 18 年 1 月 4 日受付，3 月 8 日再受付）

1329


