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無線 LAN環境における TCP制御とMAC制御をともに用いたフロー

QoS保証
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Flow QoS Guarantee Framework Using TCP Congestion Control and MAC Frame

Priority Control over Wireless LAN
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あらまし インターネットサービスの多様化により，無線 LAN 環境において，帯域確保を目指したフロー
QoS保証技術が注目されている．これまで，トランスポート層において TCPふくそう制御のみを用いたフロー
QoS技術や，MAC層で利用される IEEE 802.11においてフロー QoSを実現するMAC制御に関する技術が提
案されている．従来，無線 LAN 環境において，それぞれの技術は独立に検討されてきた．本論文では，クロス
レイヤ技術の確立を目指し，帯域確保を目指す TCP制御を，MAC制御によって支援する方式を提案する．ns2

を用いたシミュレーション実験の結果，それぞれのフロー QoS 技術を単独使用したときに比べ，提案方式はよ
り効果的にフロー QoS を実現可能であることが分かった．
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1. ま え が き

近年，動画像ストリーミングやテレビ会議システム

などのアプリケーションが普及してきている．このよ

うなリアルタイムアプリケーションでは安定したス

ループットを確保する必要があり，特定帯域の確保は

フロー QoS 保証として整理できる．また，リアルタ

イムアプリケーションに対するトランスポートプロト

コルとして UDPがしばしば使用される．しかしなが

ら，UDP による通信はファイアウォールやルータで

遮断される場合がある．そのため，このようなアプリ

ケーションに対し TCPが利用されることが多くなっ

ている．しかし，通常の TCP（TCP-Reno）は送信
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レートをネットワークのふくそう度のみで制御するた

め，リアルタイムアプリケーションが要求する特定の

帯域を確保することは難しい．そこで，TCPを用いて

フロー QoS保証を目指す技術 [1]～[5]（以下，QoS保

証 TCPと呼ぶ）が提案されている．この方式は，送

信側ホストの TCP制御を修正するだけで実現可能と

いう特徴がある．

また，有線ネットワークと同様に，無線 LANの通

信速度が向上している．例えば，IEEE 802.11a [6]の

最大通信速度は 54Mbit/s，IEEE 802.11n [7]は最大

600Mbit/sである．そのため，高い通信品質を必要と

するリアルタイムアプリケーションを無線LAN上で使

用する機会が増加すると考えられる．しかし，802.11

無線 LANのメディアアクセス制御である DCF方式

では，すべての端末が公平なデータフレーム送信権

をもつ．そのため，ある特定の端末だけを優先的に通

信させるといった機能は考慮されていない．この制御

が原因で，トランスポート層で QoS を制御している

QoS保証 TCPの効果が薄れること [5]が示されてい

る．これに対して，QoS保証 TCPの帯域確保能力を

強化する提案 [5]がある．
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一方，無線 LAN環境において，MAC層でのフロー

QoS 制御（以下，QoS 保証 MAC と呼ぶ）が提案さ

れている．例えば，IEEE 802.11 において，IEEE

802.11e [8]という QoS拡張が規定されている．しか

し，優先クラス数の制限や，同クラスの端末間の優先

制御ができないなどの問題がある．また，利用する

全端末に変更が必要で，スケーラビリティや導入コス

トなどの面で実現が難しいと考えられる．これらの

問題を解決するために MAC フレーム受信機会制御

方法（ROC: Receive Opportunity Control in MAC

Frame）[9]が提案されている．これは，既存の端末が

そのまま使え，ラストワンホップのアクセスポイント

（AP）を変更するだけで，導入可能な方法である．ま

た，前述の 802.11eに比べ，フローごとにきめ細かい

制御が可能である．

しかしながら，QoS 保証 TCP と QoS 保証 MAC

はそれぞれ独立に検討 [10]されてきたため，これらを

組み合わせた場合のフローQoS保証能力はまだ明らか

ではない．そこで，本論文では，これらのフロー QoS

保証技術を組み合わせたフローQoS制御方式を提案す

る．具体的には，既存のQoS保証TCPに対し，MAC

優先制御を追加することで，MAC 層から QoS 保証

TCPの帯域確保を支援する方式を提案する．そして，

その振舞いを考察し，そのフローQoS保証性能を明ら

かにする．ここでは，典型的なQoS保証 TCPとして

TCP-AV [1], [5]を用いた．また，典型的な QoS保証

MACとして ROC [9]を利用した．ns2 [11]を用いた

シミュレーション実験の結果，TCP-AV単独使用時や

ROC単独使用時に比べ，提案方式ではフロー QoS保

証能力の向上が見られた．

以下，2.で関連技術の概要を述べる．3.では，本論

文が提案するフロー QoS 制御方式の概要を示す．4.

では，シミュレーション実験により，提案方式を評価

する．最後に 5.でまとめを示す．

2. 関 連 技 術

これまでにトランスポート層や IP 層，MAC 層を

利用した帯域保証技術が提案されている．ここでは，

関連技術の概要について述べる．

2. 1 トランスポート層（TCP）を利用した帯域保

証技術

本論文では，送信端末の TCPふくそう制御のみで

帯域確保を目指す TCPを対象とする．以下に，QoS

保証 TCPの一つである TCP-AV [1]の制御を示す．

TCP-AVは TCP-Renoを拡張したものであり，送

信帯域が目標帯域（アプリケーションから要求された

帯域）周辺で安定するようにふくそう制御のパラメー

タを設定する．そのため，TCP-AVは送信帯域と目標

帯域との差分の累積をバケット量として保持する．更

に，TCP-AVはこのバケット量を目標値に近づけるよ

うにふくそうウィンドウ（cwnd）を制御する．まず，

TCP-AVでは，時刻 tにおける目標帯域 BR(t) を計

算する．次に，送信帯域 BR(t)に近づけるように，式

(1)のようにスロースタートしきい値（ssthresh）を設

定する．なお，式 (1)において，minRTT は経路上の

最小 RTT である．

ssthresh = BR(t)×minRTT (1)

更に，パケットの損失を検出した場合，式 (2)のよ

うに cwnd を設定する．

cwnd←max(cwnd/2,min(ssthresh, cwnd ∗ 0.9))

(2)

このように，TCP-AV ではパケットが損失した場

合でもふくそうウィンドウを高く保ち続けることで

目標帯域の確保を実現している．しかし，無線 LAN

環境では，有線 LAN環境に比べ，フレームの衝突に

より RTT の値が大きく，変動も激しい．その結果，

minRTT を用いてスロースタートしきい値を設定す

ると，minRTT と RTT の平均値の差が大きくなり，

スロースタートしきい値が低すぎる値に設定されるこ

とがある．そのため，従来の TCP-AVは無線 LAN上

において帯域確保が困難になることが指摘 [5] されて

いる．この問題に対処するため，先行研究 [5] ではス

ロースタートしきい値の設定に平滑化された RTT で

ある sRTT を用いる方式が提案されている．この方式

を式 (3)に示す．

ssthresh = BR(t)× sRTT (3)

sRTT を用いることで，無線 LAN 環境における

RTT の変動に対応したスロースタートしきい値の設

定が可能である．参考のため，図 1 に TCP-AV と

TCP-Renoのふくそうウィンドウサイズの時間変化を

示す．TCP-Renoはふくそう検出時にウィンドウサイ

ズを半減するが，TCP-AVはウィンドウサイズを高く

保つことが分かる．

2. 2 IP層における帯域保証技術

Diffserv や Intservなど，網内のノードによって優
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図 1 ふくそうウィンドウサイズの時間変化
Fig. 1 Time variation of TCP congestion window.

先制御を行う技術がこれまで検討されてきた．しか

し，網内での制御を実現するために，経路上のすべて

のルータに品質制御機構を導入する必要がある．その

ため，ネットワークの規模に対するスケーラビリティ

や，導入コストの面で実現困難な場合 [5]がある．

2. 3 MAC層における帯域保証技術

MAC層におけるフローQoS保証技術もこれまでい

くつか提案されている．例えば，IEEE 802.11e [8]は，

DCF方式を拡張したEDCA（Enhanced Distributed

Channel Access）方式を採用する．EDCA方式では，

送信するフレームを 4種類のアクセスカテゴリー（AC）

に分類する．各 AC には，アクセス制御で使用する

パラメータが AC の優先度に応じて設定されている．

例えば，優先度の高いフローは，フレーム送信間隔が

短く，優先度の低いフローは間隔が長く設定される．

その結果，間隔が短いフローは，間隔が長いフロー

に比べて短い待機時間で送信が可能となる．しかし，

802.11eを導入するためには，利用する全端末の改修

が必要である．

そこで，本論文では，そのような変更が最小限で，

既存の端末がそのまま利用できる帯域保証技術に注目

した．本節で，そのようなQoS保証MACの一つであ

る，MACフレーム受信機会制御方法（ROC: Receive

Opportunity Control in MAC Frame）[9] について

述べる．ROC には ACK プリベンション方式と疑似

ACK送信方式の 2通りがある．後者は主に VoIPな

どに対して遅延軽減のために用いられる [9]．本論文で

は，帯域確保を目的とするため，前者を利用した．そ

の動作概要は以下のとおりである．

802.11 無線 LAN のランダムアクセス方式は，

CSMA/CA と呼ばれ，たとえ相手に MAC フレー

ムが正しく届いたとしても，ACKを正しく受信しな

い限り送信側は通信が失敗したと認識し，フレーム

を再送する．したがって，データを正しく受信した場

合でも ACKを返信しなければ，通信を失敗させるこ

とができる．実際は，制御対象のフローに対して，あ

る確率で ACKを返さないようにするといった動作で

ACK 受信を失敗させる．このときの確率を ACK 拒

否率と呼ぶ．再送時には，バックオフにより遅延が大

きくなる．このため，各フローのスループットが制御

できる．

3. 提 案 方 式

これまで，QoS保証 TCPである TCP-AVと QoS

保証MACである ROCは独立に検討され，評価され

てきた．また，文献 [5] で示されているように，公平

性をもつ無線 LAN 環境において，TCP-AV 単独で

は，背景トラヒックの増加に従い，帯域確保が難しく

なるという制約があった．これに対し，TCP-AV の

帯域確保能力を更に強化するというアプローチもあ

る．しかし，エンドツーエンド制御である TCP を，

特定の通信メディアのみに対してチューニングするこ

とは得策でないと考える．そこで，本論文では，既存

の TCP-AVに対し，QoS保証MACである ROCを

追加することで，MAC 層から TCP-AV の帯域確保

を支援する方式を提案する．これにより，帯域確保に

関する制約を大いに緩め，幅広い状況・環境で帯域確

保が望めると考える．提案方式は，前述の 802.11eに

対し，無線 LANに参加する端末の変更が少なく，容

易にフロー QoS 保証サービスが提供できると考えら

れる．また，TCP-AV単独あるいは，ROC単独で帯

域確保を目指す場合に比べ，安定したフロー QoS 保

証を実現できる可能性がある．なお，帯域確保が容易

に行えるようになると，不用意に利用される可能性が

ある．したがって，本論文では次のような特定の条件

（ポリシー）下で提案方式を利用することを想定して

いる．（a）家庭網では，特定のアプリケーションやデ

バイスに限り提案方式が適用される，（b）企業網では，

インターネットテレビ会議など企業網管理者が指定し

た端末に限り提案方式が適用される．

本章で提案方式における TCP-AV 及び ROC の利

用方法について述べる．

3. 1 TCP-AVの利用方法

提案方式は，無線 LAN環境において積極的な帯域

確保を目指すため，改良を施した TCP-AV [5]を利用
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図 2 ROC の概要
Fig. 2 Outline of ROC.

する．主な改良点は，無線 LAN 環境における RTT

の変動を考慮し，スロースタートしきい値の設定に平

滑化された RTTである sRTTを用いることである．

3. 2 ROCの利用方法

提案方式では，無線 LAN の AP に ROC の ACK

プリベンション方式を適用する．図 2 は，APにおけ

る ROCの動作イメージである．APにおいて，まず，

受信したMACフレームのヘッダ及びペイロードを調

査する．調査の結果，優先制御のアクションを決定し，

それに基づいて ACKフレームを送信するか，あるい

は送信しないかを決定する．したがって，例えば，優

先フローに対しては必ず ACKフレームを返信するが，

制御対象（非優先）フローに対してはある確率でACK

を返さないようにする．これにより，制御対象フロー

に ACK受信を回避させ，フレームを強制的に再送さ

せる．実際の利用時においても，既存の端末をすべて

変更することは容易でないが，APのみの変更であれ

ば，コストの面からも現実的であると考えられる．

4. シミュレーション実験

ネットワークシミュレータ ns2 [11]を用いて，QoS

保証 TCP として TCP-AV，QoS 保証 MAC として

ROCを組み合わせた提案方式の評価を行う．図 3 に

シミュレーション実験に使用したネットワークモデル

を示す．図 3 において，帯域の確保を目指すTCP-AV

フローの数は 1本とし，そのフローを優先フローと呼

ぶ．優先ではない背景フローは，非優先フローと呼び，

特定の帯域を要求することなく FTPにより通信を行

う．また，各フローは有線端末と無線端末間で通信を

行い，非優先フローに対して，ROC を適用して帯域

制御を行う．以降，ROC の制御強度である ACK 拒

否率を，NARR（No ACK Response Ratio）と呼ぶ．

ROC は，AP において MAC 層における ACK を制

御する技術である．本論文が想定するネットワークモ

図 3 ネットワークモデル
Fig. 3 Network model.

デルにおいて，上りフロー（注1）を制御対象にすること

は，無線端末からのデータ送信を制御することに対応

し，下りフロー（注2）を制御対象にすることは，無線端末

からの TCP-ACKを制御することに対応する．また，

TCP-Reno はデータパケットが一つでも損失した場

合，ふくそう制御により cwndを減少させるが，1ウィ

ンドウ中の TCP-ACK がいくつか損失してもふくそ

う制御を行わない [12]．これは，TCPが累積確認応答

を用いるため，ある TCP-ACK を損失しても，その

次の TCP-ACKで送信成否を確認できるからである．

なお，ふくそう度が高くなり，1ウィンドウ中のすべ

ての TCP-ACK パケットが損失した場合は，再送タ

イムアウトが発生し，cwndを 1に設定する．このこ

とから，制御対象が上りフローの場合，ROC の強度

を調節し，データパケットを再送・破棄させることで，

制御対象端末の cwndをある程度の割合で減少させる

ことができる．一方，制御対象が下りフローの場合，

TCP-ACKの送信を制御するため，例えば，1ウィン

ドウ中の TCP-ACK を数回棄却するような ROC の

制御強度に設定した場合，TCP のふくそう制御は発

生しない．よって，制御対象端末の cwnd はほとん

ど減少しない．また，制御を強め，1ウィンドウ中の

TCP-ACK をすべて棄却するような制御強度に達し

たとき，TCP のふくそう制御により，再送タイムア

ウトが発生し，制御対象端末の cwndを急激に低下さ

せる確率が高くなる．よって，下りフローを制御する

場合，1ウィンドウ中の TCP-ACKをすべて棄却する

ような制御強度でなければ，cwndを減少させる効果

がほとんど働かず，ある程度高い制御強度になっては

じめて，急激に ROCの制御効果が発生すると考えら

れる．本論文では，提案方式の効果をより明確に示す

ため，主に優先フロー及び非優先フローがすべて上り

（注1）：上りフローとは，無線端末から AP 方向に TCP データが流れ
ることを意味する．
（注2）：下りフローとは，AP から無線端末方向に TCP データが流れ
ることを意味する．
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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

AP のバッファサイズ [packet] 100

非優先フローの TCP バージョン TCP-Reno

シミュレーション時間 [s] 300

表 2 IEEE 802.11b のパラメータ
Table 2 IEEE 802.11b parameters.

SIFS[µs] 10 CWmin 31

DIFS[µs] 50 CWmax 1023

Slot Time[µs] 20 Short Retry Limit 7

フローの場合について評価する（4.1～4.6）．ただし，

実運用において下りフローが存在する場合があること

を考慮し，優先フロー及び非優先フローがすべて下り

フローの場合の評価結果も示す（4.7）．下りフローの

み及び上り下りフローが混在する場合の詳細な評価は

今後の課題である．

表 1及び表 2にシミュレーションパラメータ，IEEE

802.11 無線 LAN のパラメータをそれぞれ示す．シ

ミュレーションパラメータの AP バッファサイズは，

現在入手可能な無線 LAN ルータ [13] を参考とした．

また，IEEE 802.11 無線 LAN のパラメータとして

802.11b [14], [15]のパラメータを用いた．RTS/CTS

制御は利用しておらず，有線及び無線リンク間でビッ

トエラーは生じないものとする．結果はシミュレー

ション実験を 30回行ったときの平均値である．

今回のシミュレーション環境及びパラメータにおい

て，利用可能帯域は約 3.3 Mbit/sである．ここで，利

用可能帯域とは無線LAN上で利用することが可能な最

大の帯域を意味する．IEEE 802.11bでは，11Mbit/s

が理論上の利用可能帯域であるが，実際はCSMA/CA

の制御オーバヘッドや，TCP/IPの通信手順が発生す

るため，実効の利用可能帯域は理論帯域に比べ減少す

る．また，TCP-AVの目標帯域は 1024 kbit/sであり，

これはテレビ会議システム [16] を想定した値である．

これは無線 LAN の利用可能帯域の 31%に相当する．

なお，本実験におけるフロー QoS 保証とは，優先フ

ローが前述の目標帯域を達成することである．また，

優先フローが獲得した平均スループットを目標帯域で

割った値を，達成率として用いる．達成率 100%は，目

標帯域が確保できたことを意味する．

4. 1 予 備 実 験

まず，予備実験として，先行研究 [9]を本実験のネッ

トワークモデルにて評価する．先行研究では，優先

図 4 先行研究の優先フロー目標達成率
Fig. 4 Achievement ratio of the target bandwidth

that performed by the previous study. (Pri-

ority flow)

図 5 優先フロー目標達成率
Fig. 5 Achievement ratio of the target bandwidth.

(Priority flow)

フロー及び非優先フローに TCP-Renoを用いており，

ROC 単独でのフロー QoS 保証を目指している．（以

下，先行方式と呼ぶ）図 4 に非優先フロー数を変化さ

せた場合の優先フローの達成率を NARRごとに示す．

図中の NARR 0%は ROC を利用しない場合，すな

わち TCP-Reno単独で帯域確保を試みた場合を示す．

図 4 より，NARRを増加させることで，TCP-Reno

単独に比べ，先行方式では優先フローの達成率が向上

することが分かる．

4. 2 提案方式の非優先フローに対する耐性

以下，提案方式に関する評価を行う．提案方式は 3.

で述べた，TCP-AVと ROCを組み合わせて用いる方

式である．図 5 及び図 6 に，非優先フロー数を変化さ

せた場合の優先フローと非優先フローの様子をNARR

ごとに示す．図中の NARR 0%は ROC を利用せず，

TCP-AV 単独で帯域確保を試みた場合を示す．まず，

図 5 は，優先フローの目標達成率を示し，前節の図 4
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図 6 非優先フロー合計獲得帯域
Fig. 6 Total bandwidth that achieved by

non-priority flows.

と対応する．図 5 より，NARRを増加させることで，

提案方式の達成率は TCP-AV単独時より向上してい

ることが分かる．例えば，非優先フロー数 30のとき，

TCP-AV 単独使用時の達成率は約 39%である．同非

優先フロー数において，NARRを 20%に設定した場

合，達成率は約 72%となる．よって，TCP-AV 単独

使用時に比べて，提案方式では優先フロー獲得帯域が

33%向上することが分かる．また，先行方式に比べ，

提案方式では，非優先フロー数の増加に対する達成

率の変動が小さくなっていることが分かる．例えば，

NARR を 20%に固定し，非優先フロー数を 20 から

30 まで 1 フローずつ増加させる場合を考える．図 4

より，先行方式では，隣り合う非優先フロー数の間

で，達成率が大きく変動しながら減少している．一方，

図 5 より，提案方式では，先行方式に比べて達成率の

変動が小さくなっていることが分かる．図 1 で示した

ように，TCP-AVはふくそう検出時において，ふくそ

うウィンドウサイズを大きく下げないという特徴をも

つ．そのため，軽度のふくそうであれば，送信レート

をほとんど下げない．よって，TCP-Renoを用いる先

行方式に比べ，送信レートの変動は小さくなる．この

ことから，提案方式は，先行方式に比べ，安定した帯

域確保が実現できると考えられる．

次に，図 6 は，非優先フローの合計獲得帯域を示す．

図 6 より，NARRを増加させると，非優先フローの

合計獲得帯域は減少する．例えば，NARR 0%のとき，

非優先フローの合計獲得帯域は最大 4.5 Mbit/s であ

るが，NARR 20%では，最大 3 Mbit/sに抑制されて

いる．これは，ACK 拒否によって再送を強要された

非優先フローが，新たなパケットの送信機会を失った

図 7 フロー全体の合計獲得帯域と NARR の関係
Fig. 7 Relationship of NARR and total bandwidth

that includes all flows.

ためと考えられる．

最後に，図 7 に非優先フローが 10，30，50フロー

存在するときの合計帯域を NARRごとにそれぞれ示

す．優先フローの獲得帯域を白抜き，非優先フロー全

体の獲得帯域を黒塗りで示し，その和はフロー全体が

獲得した合計帯域である．図 7 より，いずれの非優先

フロー数の場合でも，NARR を大きくすることで優

先フローの獲得帯域は増加する．一方，非優先フロー

の獲得帯域は大きく減少することが分かる．非優先

フローは，ROC によって ACK フレームを棄却され

た場合，本来受信されるはずであったフレームを再送

しなければならない．そのため，ROC 制御によって

生じる無駄な再送に帯域を使用してしまう．よって，

NARR を大きくすることで，非優先フローの獲得帯

域（グッドプット）は減少する．また，TCP-AVは目

標帯域以上の帯域を確保しようとしない．そのため，

NARR の増加により，合計帯域は減少する．以上の

ことから，提案方式で過度な ROC制御を行った場合，

無線 LAN全体のフローのスループットを下げすぎて

しまう可能性がある．

4. 3 NARRに対する非優先フロー収容度

図 8 に NARR を変化させた場合の非優先フロー

収容数（Capacity）を示す．非優先収容数とは，設定

した NARRにおいて優先フローが目標帯域を確保で

きる，最大の非優先フロー数とする．また，非優先フ

ローの獲得帯域の減少度合を見るため，各 NARRの

最大収容数における，非優先フロー 1本当りの獲得帯

域を棒グラフにて示す．なお，帯域確保が目標である

ため，獲得帯域が目標帯域を少しでも下回った場合は

帯域確保不可とみなした．
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図 8 NARR に対する非優先フロー収容数
Fig. 8 The number of non-priority flows that priority

flow can compete for the variation of NARR.

図 9 非優先フローの cwnd の時間変化
Fig. 9 Time variation that indicates a congestion

window of a non-priority flow.

まず，収容数について考える．図 8 より，NARR

20%未満では，収容数の変化がほぼ見られない．これ

は，NARRが低いため，非優先フローがトランスポー

ト層での再送を必要とする段階まで至らず，帯域に十

分な空きが生じなかったことを示す．その結果，収容

数の変化がないと考えられる．一方，NARRが 20%以

上のとき，NARR の増加に伴って収容数が増加して

いる．これは，非優先フローでトランスポート層によ

る再送が発生し，TCP ふくそうウィンドウサイズの

低下を招いたことを示す．ここで，非優先フローのふ

くそうウィンドウ（cwnd）の変化の様子を図 9 に示

す．NARRが 20%及び 40%のとき，獲得帯域が最も

多い非優先フロー 1本に注目する．それぞれ非優先フ

ロー数は 30本とし，シミュレーション開始後 180秒

間の結果である．

図 9 より，NARR 20%のときの非優先フローに比

べ，NARR 40%の非優先フローのふくそうウィンドウ

サイズが低下していることが分かる．したがって，非

図 10 NARR に対する優先フロー獲得帯域
Fig. 10 Total bandwidth that achieved by priority

flow for the variation of NARR.

優先フローの送信機会が減少したため，優先フローの

収容数が増加したと考えられる．今回は非優先フロー

数 50までの評価としたが，NARR 70%以降では非優

先フロー数 50以上でも目標帯域を達成可能であると

考えられる．

次に，非優先フローのスループットについて考える．

NARR 20%未満は，図 8 に示すようにスループット

の減少傾向が現れている．これは，4. 2 で述べたよう

に，非優先フローの送信機会が減少したためと考えら

れる．また，NARR 20%以上では，20%未満に比べ，

非優先フローの獲得帯域が大きく減少している．図 8

に示すように，多くの本数の非優先フローが存在して

も，NARR を調節することで，ある程度の割合まで

帯域確保が可能であることが分かる．

4. 4 NARRに対する優先フローの獲得帯域

図 10 に NARR を変化させた場合の優先フローの

獲得帯域を，非優先フロー数ごとに示す．図 10 から，

NARR を増加させることで，提案方式の獲得帯域は

TCP-AV 単独使用時より向上することが分かる．ま

た，非優先フロー数が多いほど，目標帯域達成のため

に必要な NARRが増加することも示している．例え

ば，非優先フロー数 30 のとき，NARR 0%における

優先フローの獲得帯域は約 400 kbit/s である．一方，

NARR 30%では獲得帯域が約 906 kbit/s となり，獲

得帯域はおよそ 2.2倍向上することが分かる．

4. 5 優先フロー送信レートの時間変化

ここで，安定したスループットの確保が可能である

かを調査する．図 11 に優先フローの送信レートの時

間変化を NARRごとに示す．非優先フロー数は 30本

とし，シミュレーション開始後 180 秒間の結果であ

る．図 11 より，NARR 20%では，送信レートが 0秒
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図 11 優先フロー送信レートの時間変化
Fig. 11 Time variation that indicates sending rate of

the priority flow.

から 90 秒にかけて徐々に増加することが分かる．一

方，NARR 40%では，開始後 10 秒で送信レートが

1 Mbit/s を超え，それ以降は目標帯域付近で安定し

ている．ここで，まず，送信レートの増加傾向が異な

る理由を考える．これは，ROC の制御が関係してい

ると考えられる．ROC は非優先フローに再送を強要

し，その際生じる空き帯域を優先フローに分配する．

NARR が大きい場合，NARR が小さい場合に比べ，

非優先フローを頻繁にバックオフさせる．また，トラ

ンスポート層による再送は，TCP ふくそうウィンド

ウサイズの低下を招く．このように，NARRを調節す

ることで，非優先フローはバックオフの増加とウィン

ドウサイズの減少を回避できなくなる．そのため，優

先フローの送信レートが比較的早く安定したと考えら

れる．次に，送信レートが一時的に目標帯域を超える

理由を考える．前述のとおり，非優先フローは時間経

過とともに送信機会が奪われる．同時に，優先フロー

へ空き帯域が徐々に分配される．ここで，優先フロー

がこれまで蓄積していたデータを次々送信したため，

一時的に目標帯域を超えたと考えられる．

4. 6 優先フローの利用可能帯域達成率

図 12 に非優先フロー数を変化させた場合の優先

フローの利用可能帯域達成率を，NARRごとに示す．

ここでは，図 3 に示したネットワークモデルのボト

ルネックリンク（無線 LAN）に注目し，優先フロー

が利用可能帯域の何割まで帯域を確保できるかを調

査する．そのため，IEEE 802.11b の理論帯域から

オーバヘッドなどを除いて，真に利用可能な帯域で

ある 3.3 Mbit/sを優先フローの目標帯域に設定した．

NARR 0%は ROCを利用せず，TCP-AV単独で帯域

図 12 非優先フロー数に対する優先フローの
利用可能帯域達成率

Fig. 12 Achievement ratio of the available band-

width for the number of non-priority flows.

図 13 NARRに対する優先フロー獲得帯域（下りフロー）
Fig. 13 Total bandwidth that achieved by the prior-

ity flow for the variation of NARR (Down-

link).

確保を試みた場合を示す．なお，“Fair Share”は，利

用可能帯域を全フロー数で割ったものであり，鎖線で

示す．図 12 より，ROC の制御強度を変更すること

で，利用可能帯域のうち，ある程度の割合まで帯域確

保できることが分かる．例えば，非優先フロー数が

20本のとき，TCP-AV単独では，利用可能帯域の約

17%（570 kbit/s）まで帯域確保できるが，提案方式

において，NARRを 30%にすると，利用可能帯域の

約 29%（960 kbit/s）まで帯域確保できる．

4. 7 NARRに対する優先フローの獲得帯域（す

べて下りフローの場合）

ここで，優先フロー及び非優先フローがすべて下り

フローの場合について評価する．図 13 に NARR を

変化させた場合の優先フローの獲得帯域を，非優先フ

ロー数ごとに示す．なお，図 13 は上りフローの場合

の図 10 と同じ評価項目である．まず，非優先フロー
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数 10に注目する．このとき，NARR0%において，目

標帯域を示す実線と優先フローの獲得帯域が重なって

いることから，TCP-AV 単独での帯域確保に成功し

ていることが分かる．次に，非優先フロー数 30 に注

目する．例えば，NARR0%における優先フローの獲

得帯域は約 103 kbit/sである．この状態で NARRを

増加させる場合，NARR55%までは獲得帯域がほとん

ど変わらない様子が分かる．一方，NARR55%以上で

は，優先フローの獲得帯域が急激に向上する．このこ

とから，NARR55%を境界として考えると，左側の領

域では非優先フローの TCP-ACK 棄却数が少ないた

め，TCP のふくそう制御が働かず，結果として，非

優先フローの送信機会がほとんど減少しなかったと

考えられる．一方，右側の領域では，1ウィンドウ中

の TCP-ACKをすべて棄却する確率が高まることで，

非優先フローの TCP ふくそう制御が働き，非優先

フローの送信機会が減少したと考えられる．よって，

NARR55%を境に，左側の領域では優先フローの獲得

帯域が変わらず，右側の領域では非優先フローの送信

機会が減少したことで，空き帯域が優先フローに分配

され，優先フローの獲得帯域が向上したと考えられる．

また，図 13 では，非優先フロー数が多いほど，目標帯

域達成のために必要な NARRが増加することも示し

ている．例えば，非優先フロー数 30のときの NARR

境界値は 55%と考えられるが，非優先フロー数 50の

NARRの境界値は，およそ 70%であると考えられる．

5. む す び

これまで，安定したスループットの確保を目的とし

て，TCPふくそう制御のみで帯域確保を目指すフロー

QoS 技術や，IEEE 802.11 無線 LAN 上においてフ

ロー QoSを実現する技術が提案されてきた．しかし，

それぞれの技術は独立に検討されてきたため，組み合

わせて動作させた場合の効果や振る舞いは不明であっ

た．そこで，本論文では，それらの技術を組み合わせ

ることで，フロー QoS を効果的に保証する方式を提

案した．具体的には，既存の TCP-AVに対し，MAC

層の優先制御である ROC を追加することで，MAC

層から TCP-AVの帯域確保を支援する方式を提案し

た．シミュレーション実験により，TCP-AV単独ある

いは ROC単独で帯域確保を試みた場合に比べ，提案

方式ではフロー QoS 保証性能が向上することを示し

た．例えば，ROC の制御強度を 20%にすることで，

TCP-AV 単独使用時に比べ，提案方式の獲得帯域は

33%向上した．結果として，非優先トラヒックの増加

に耐え，帯域確保できる条件を大きく広げることがで

きた．すなわち，無線 LAN 越しの通信においても，

提案する手法が有効であることが分かった．本提案は，

テレビ会議システムなどのマルチメディア通信に有望

であると考えられる．
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