MANET のための中継端末協調による輻輳制御手法
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MANET (Mobile Ad hoc NETworks) では無線通信経路上のビット誤りや端末の移動に伴う
パケットロスなど輻輳以外の要因でパケットロスが発生する可能性が高い．TCP はこれらのパケッ
トロスを輻輳と判断し，輻輳ウィンドウを減少させてしまうため，輻輳ウィンドウが大きくなりに
くい．これにより MANET において TCP は高いスループットを得ることができない．そこで本
稿では MANET 上での TCP 通信の性能向上のため新しい輻輳制御手法として RTBCC (Rest of
Transmission Buﬀer based Congestion window Control) を提案する．RTBCC は通信開始時お
よび再送発生時に輻輳ウィンドウ初期値を中継端末の送信バッファ残量に基づいて決定する．これに
より輻輳ウィンドウを大きくし，スループットの向上を図る．シミュレーションの結果，3 ホップの
経路で経路変更が発生する場合において RTBCC はスループットが Reno の約 1.5 倍に向上するこ
とを確認した．

A Congestion Control of Cooperate with Intermediate Node for MANET
Akihisa Kojima† and Susumu Ishihara††
In mobile ad hoc networks, due to bits errors on wireless links and nodes mobility, the
packet loss rate is high. TCP assumes these packet losses are due to congestion, and shrank
the congestion window. Thus, throughput of TCP ﬂow in mobile ad hoc networks becomes
low. In this paper we propose a new congestion control scheme, RTBCC (Rest of Transmission Buﬀer based Congestion window Control). RTBCC initializes the congestion window
according to the rest of transmission buﬀer on intermediate nodes. Simulation results show
that RTBCC improves the throughput to 150% of TCP Reno when a route change occurs on
a 3hop-route.

1. は じ め に
近年，IEEE802.111) ，Bluetooth2) 等の近距離無
線 通信技 術 が実用 化 され，MANET (Mobile Ad

られている3) ．MANET 上では TCP-Reno6) 等既存
の TCP 実装を用いて通信を行っても高いスループッ
トを得ることができない．
この要因の 1 つに輻輳ウィンドウ（cwnd）が大き

hoc NETworks) が実現できる環境が整いつつある．

くなり難いことがあげられる．MANET は無線通信

MANET では無線移動端末が特定の基地局を必要と

を利用するため，ノイズや障害物などの影響のためパ

せず，無線移動端末同士で直接相互通信をすることが

ケットロス率が高い．また，MANET ではネットワー

可能となる．このため，MANET は既存の通信イン

ク構成端末が自由に移動するため，特定の通信経路を

フラに依存しないネットワークが構築可能であり，災

維持することができない．そのため経路変更，切断が

害復旧や救助活動等の災害時ネットワークやパーソナ

発生し，パケットがロスしてしまう．TCP はパケット

ルエリアネットワークへの応用が期待されている．

ロスが発生するとそれを輻輳の発生と判断し，cwnd

MANET 上の通信において信頼性の高い通信を行

を大きく減少させる．しかし，これらのパケットロス

うため，MANET 上で TCP 通信を行う研究が進めら

は輻輳によるものではないため必ずしも cwnd を減少

れている3)4)5) ．一般に，MANET 上で TCP 通信を

させる必要はない．

行った場合，高いスループットが得られないことが知

IEEE802.11 等の無線 LAN では衝突回避のための
バックオフアルゴリズムにより転送待ち時間が有線
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環境に比べ長くなりやすい．このため往復遅延時間
（RTT）が長くなりやすい他，ジッタも大きくなる．
マルチホップ環境ではこの影響がさらに大きくなる．
大きな RTT は cwnd 増加速度を遅らせる要因となる．

また，cwnd が小さい時に輻輳以外の要因による再
送タイムアウトが発生してしまった場合，スロース
タート閾値が小さな値に設定されてしまう．この場合，

RTT を基に動的に決定することでスロースタートア
ルゴリズムを効果的に利用する．
また，輻輳制御以外の方法で MANET での TCP

スロースタートによって cwnd を増加させる期間が短

性能向上させる研究としてとして，ElRakabawy らが

くなり，すぐに輻輳回避に切り替わってしまうため，

提案した IEEE802.11 の RTS/CTS によるブロッキ

cwnd の増加速度が小さくなってしまう．これらの理

ングの影響を考慮し，パケット送信間隔を制御する手

由から輻輳を原因としないパケットロスの検出に基づ

法 TCP-AP8) ，Samar らによる経路切断の発生を減

く不必要な cwnd 減少はスループットの低下を招く．

らすために経路情報の更新のタイミングを最適化する

これらの問題に対し，Holland らは経路変更に伴う

手法4) ，Yu らが提案したビット誤りによるパケット

パケットロスにより cwnd が減少してしまう問題に着
目し，リンク切断を送信側 TCP に報せる制御メッセー
ジ ELFN (Explicit Link Failure Notiﬁcation) を用

ロスを減らすための技術 MASA5) などがあげられる．

3. RTBCC

いた制御手法を提案した3) ．ELFN はリンク切断が発

RTBCC (Rest of Transmission Buﬀer based Con-

生したことを明示的に送信側 TCP に報せるため中継

gestion window Control) は cwnd 初期値として中継

端末が TCP 送信端末へ送信する制御メッセージであ

端末の送信バッファの残量 (RTB: Rest of Transmis-

る．ELFN を受信した送信側 TCP は cwnd の制御を

sion Buﬀer) を用いる輻輳制御手法である．MANET

経路が再構築されるまで凍結することで cwnd が減少

では無線マルチホップ通信を利用するため cwnd 値が

することを防ぐ．これにより経路変更発生時に cwnd

増加しにくく，減少しやすい．そのため TCP は通信

が減少してしまう問題を解決し，スループットを向上さ

帯域を十分に利用することができない．この問題の解

せた．また Yu は ELFN を拡張した EPLN (Explicit

決策の 1 つに cwnd 初期値を大きな値にすることが考

Packet Loss Notiﬁcation) を提案した7) ．EPLN はリ

えられる．

ンク切断によるパケットロスが発生したことを送信側

しかし，過度に cwnd 値を大きくすると，トラフィッ

TCP に報せるための制御メッセージである．EPLN

クの量がネットワークの許容量を上回り輻輳を誘発す

を用いることで，経路変更に伴うパケットロスの検出

る危険性がある．そのため cwnd 初期値は利用経路の

を正確に行うことができる．

状態に応じ動的に決定するべきである．例えば，空い

ELFN，EPLN を用いた手法は通信再開後の cwnd

ている経路では cwnd 値は大きくとり，輻輳状態の経

として輻輳制御凍結以前の cwnd を利用する．しかし，

路では輻輳崩壊を回避するために cwnd 値は小さくす

通信再開後の新たな経路が輻輳もしくは輻輳に近い状

ることが望ましい．RTBCC では中継端末の RTB の

態であった場合，経路変更以前の cwnd を用いること

最小値を経路の許容量とみなし，この値を用いて cwnd

は好ましくない．

初期値を決定する．

本稿ではネットワークを輻輳させない程度に大きな

3.1 輻輳ウィンドウ初期値の決定

値で cwnd を初期化するため RTBCC (Rest of Trans-

中継端末の送信バッファがオーバーフローを起こし

mission Buﬀer based Congestion window Control)

ているときその経路は輻輳状態であるといえる．しか

を提案する．RTBCC は cwnd 初期値を中継端末の送

し，逆にすべての中継端末の送信バッファをオーバー

信バッファ残量を基に決定する手法である．これによ

フローさせなければ輻輳は回避することが可能である

り cwnd 初期値を大きな値にすることでスループット

と考えられる．例えば，図 1 のように端末を一直線に

向上を目指す．

並べ，端末 1 から端末 5 に向けて FTP によりデータ

以下，第章で EPLN を用いた輻輳制御手法につい

を送信する状況では，データ送信時に利用される送信

て述べ，第 3 章で提案手法である RTBCC について

バッファは送信端末及び中継端末（図 1：端末 1〜4）

述べる．シミュレーションモデルと評価について第 4

の送信バッファである．このネットワークが輻輳を起

章で述べ，第 5 章で本論文をまとめる．

こさないためには，端末 1〜4 の送信バッファがオー

2. 関 連 研 究

バーフローを起こさなければよい．
一方，cwnd 値はネットワーク中に滞留するデータ

有線環境において，再送発生時に cwnd が小さくなっ

量である．したがって，cwnd 値が中継端末の RTB 以

てしまう問題を解決する手法として TCP-westwood9)

下であれば中継端末の送信バッファはオーバーフロー

がある．TCP-westwood はスロースタート閾値を

を起こさないと考えられる．そこで，以下のように利
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図 3 RTBCC および Reno の cwnd 推移の様子
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Flow1

α は係数であり，0 < α ≤ 1 の範囲をとる．α を

Flow2

RTB 利用率と呼ぶ．RTB 利用率 α を大きくすると
cwnd の値は大きくなるが中継端末の送信バッファに

図 2 複数の通信フローが存在する場合

余裕がなくなり輻輳を誘発する危険性も大きくなる．
また，小さくすれば輻輳は起きにくくなるが，cwnd

用経路を輻輳させない cwnd 値を求める．

初期値が小さくなってしまいスループット向上が期待

通信経路上に存在する端末の集合から終点端末を除
いた集合を N とし，経路上の端末を端末 i (i ∈ N)，

できなくなってしまう．
以後，式（4）により cwnd 値を決定することを RTB

端末 i の RTB を RTBi ，cwnd 値を cwnd とする．N

による cwnd 初期化と呼び，そのときの cwnd 値を

を利用する通信フローが 1 つしか存在しないとき，端

cwnd-RTB と呼ぶ．また，今後 RTB は送信バッファ

末 i の送信バッファがバッファオーバフローを起こさ

残量ではなく，バッファ残量を通信フロー数で割った

ないための十分条件は

値をあらわすものとする．

cwnd < RTBi

(1)

となる．よって通信経路が輻輳しない十分条件は

cwnd < min RTBi

(2)

i∈N

となる．

3.2 cwnd の初期化
RTBCC では通信開始時に RTB による cwnd 初期
化を行う．その後は TCP-Reno の輻輳回避にしたが
い cwnd を増加させていく．そして再送が発生すると，

RTB による cwnd 初期化を行う．

通信経路上に存在する通信フローは 1 つとは限らな

第 1 章で述べたように MANET では輻輳以外の要

い（図 2）．複数の通信フローが中継端末を共有して

因で再送が発生する可能性が高い．既存の輻輳制御で

いる場合，共有端末（図 2：端末 3）の送信バッファ

は再送発生時に必ず cwnd を減少させていた．このた

は複数の通信フローが利用する．この場合，各通信フ

め cwnd 値が小さくなり過ぎてしまうことがある．し

ローが式（2）にしたがって cwnd 値を決定すると共有

かし，RTBCC では再送時に RTB による cwnd 初期

端末の送信バッファがオーバーフローを起こしてしま

化を行うことでこの問題を解決する．ここでは経路変

う可能性がある．そこで，端末を利用する通信フロー

更に伴い再送タイムアウトが発生した場合とビット誤

の数を考慮すると式（2）は以下のようになる．
RTBi
cwndj < min
(3)
i∈Nj
Fi

りによるパケットロスが発生した場合について述べる．
まず，経路変更に伴い再送タイムアウトが発生した
場合を考える．この場合，Reno では cwnd を最小値

cwndj を通信フロー j の cwnd 値，Nj はフロー j の

まで減少させる．しかし，経路変更は輻輳ではないた

経路上の端末（ただし終点端末は除く）の集合である．

め cwnd を減少させる必要はない．EPLN を利用する

また，Fi は端末 i を利用する通信フローの数である．

ことで経路変更に伴ったパケットロスを検知し，cwnd

以上より，RTBCC では cwnd の初期値（cwndinit ）

の減少を防ぐことができる．しかし，変更後の新しい

を以下の式に従い決定する．

経路がどのような状態になっているかわからないため

経路変更以前の cwnd 値を用いることは好ましくない．
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な値にする．経路変更後の新しい経路が空いていた場
合，このとき中継端末の RTB の最小値は大きな値と
なっているはずである．よって RTB による cwnd 初期
化を行うことで cwnd 値を大きく減少させることなく
が輻輳状態であった場合，このとき中継端末の RTB の
最小値は小さな値となっている．そのため cwnd-RTB

0
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Type
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Offset

24
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通信を再開することが可能となる．一方，新しい経路

図4

RTB Field

は小さくなり新しい経路の輻輳を悪化させることなく
通信を再開することができる．

図 5 IP-RTB オプションフォーマット

次に，ビット誤りにより 1 つのパケットがロスし
た場合を考える．この場合，重複 ACK により高速再

中のバッファに滞留する．また，このとき TCP-Reno

送が行なわれる．しかし，ビット誤りはランダムに起

の輻輳回避にしたがって cwnd を増加させていった場

こるエラーで，ネットワークの状態とは無関係であ

合，バッファに滞留するパケットは徐々に増加し，や

る．このため cwnd を減少させる必要はない．しかし，

がて輻輳によるパケットロスが発生する．このとき輻

TCP はパケットロスの原因を知ることができないた

輳状態にある中継端末の RTB は小さな値となってい

め，ビット誤りに対応した輻輳制御を行うことは困難

るため RTB による cwnd 初期化を行うことで，cwnd

である．

値を十分に小さな値まで減少させることが可能である．

RTBCC では，RTB による cwnd 初期化を行うこ

RTBCC では RTB による cwnd 初期化と TCP-

とでこの問題を解決する．今，重複 ACK によりパケッ

Reno の輻輳回避を組み合わせることによって，高速

トロスが検出できたとする．もしこのパケットロスが

ネットワーク，低速ネットワーク双方に対応する．

輻輳によって発生したのであれば，中継端末の RTB は
小さな値となっている．そのため，RTB による cwnd

3.4 各中継端末の RTB 取得方法
RTB による cwnd 初期化を行うためには送信側

初期化を行うことで cwnd を小さくすることができる．

TCP が中継端末の RTB の最小値を知る必要がある．

すなわち，TCP-Reno 相当の処理ができる．一方，パ

そこで RTBCC ではパケットのヘッダに専用オプショ

ケットロスの原因がビット誤りであり，経路が輻輳し

ンを設け，中継端末がパケットを転送するときに自身

ていない場合は中継端末の RTB は輻輳発生時に比べ

の RTB をパケットに付加することで送信側 TCP は

大きな値である．このため，RTB による cwnd 初期

中継端末の RTB を取得する．

化を行うことで cwnd を大幅に減少させることなく通
信を継続することができる．

RTBCC では RTB の最小値を得るために TCP ヘッ
ダ，IP ヘッダに専用のオプションを追加する．TCP

このようにして RTB による cwnd 初期化を行うこ

オプションを TCP-RTB オプション，IP オプション

とで輻輳によるパケットロスとビット誤りによるパケッ

を IP-RTB オプションと呼ぶ．また，TCP-RTB オプ

トロスを区別することなく，それぞれのパケットロス

ションは両エンドの端末の IP において処理可能であ

に対応することが可能となる．

るとする．TCP-RTB オプション，IP-RTB オプショ

したがって，RTBCC では再送発生時には RTB に
よる cwnd 初期化を行う．

3.3 cwnd の増加
RTBCC では RTB による cwnd 初期化を行った後
は TCP-Reno の輻輳回避にしたがって cwnd 値を増
加させる．

ンを図 4， 5 に示す．

TCP-RTB オプションの REQUEST フラグは送信
側 TCP が RTB を要求していることを示し，REPLY
フラグは REQUEST フラグが ON となったパケット
に対する応答パケットを示す．

IP-RTB オプションの REPORT フラグは中継端末

中継端末の転送速度が低速である場合や RTT が短

が端末の RTB を報告することを示す．RTB フィール

い場合においては帯域遅延積が cwnd-RTB 以下となっ

ドは各中継端末が自身の RTB を書き込むためのフィー

てしまうことが考えられる．この場合，cwnd 値が帯域

ルドである．中継端末は REPORT フラグが ON と

遅延積を上回っているため余剰パケットはネットワーク

なっているパケットを受信すると自身の RTB を調べ，

FTP
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図 7 直線型トポロジ

Transmit Buffer
図6

中継端末の RTB 取得

RTB フィールドに書き込む．
以下に RTB の取得手順を示す．

(1)

(2)

(3)

RTBCC の評価を行うためにシミュレーション実験
を行った．シミュレータには QualNet4.0 を用いた．

送信側端末はデータパケットの TCP-RTB オ

端末の通信インタフェースとして IEEE802.11b を用

プションの REQUEST フラグを ON にし，送

い，通信半径を 250 [m]，通信帯域を 2 [Mbps] とし

信する．

た．また，送信バッファサイズを 5.0×104 [byte] とし，

受信側端末は REQUEST フラグが ON となっ

TCP の最大セグメントサイズを 512 [byte]，RTB 利

たパケットを受信すると，このパケットに対する

用率 α を 0.6 とした．

ACK パケットの TCP-RTB オプションの RE-

RTBCC 以外に，RTBCC において常に cwnd 値を

PLY フラグを ON にする．また，IP-RTB オプ

cwnd-RTB とする RTBCC-all の評価を行った．また

ションの REPORT フラグを ON にし，RTB

比較手法として，TCP-Reno，cwnd 値を通信の状態に

フィールドに十分大きな値を設定する．

かかわらず常に一定値（4 セグメント分）となる TCP

各中継端末は転送パケットの IP-RTB オプショ

のモデル（TCP-const）についても評価を行った．

ンの REPORT フラグが ON であるパケットを

(4)

4. シミュレーション実験

RTBCC の基礎評価を行うために図 7 のような直線

受信すると，自身の RTB を調べ，自身の RTB

型トポロジで，1 本の FTP 通信によるフローを流し

が転送パケットの RTB フィールド値以下であ

たときの cwnd 推移と平均スループットを調べた．次

るとき転送パケットの RTB フィールドを自身

に端末が移動し，経路変更が発生する状況下で 1 本の

の RTB で上書きする．

FTP フローを流した場合について同様に評価を行っ

送信側端末は REPORT フラグが ON となっ

た．また，複数のフローが交差する場合を評価するた

たパケットを受信すると，自身の RTB を調べ，

め十字状のトポロジになるように端末を配置し，2 本

必要なら受信パケットの RTB フィールドを上

の FTP フローを流したときの平均スループットを測

書きする．

定した．

RTB による cwnd 初期化に必要となるのは経路上
の中継端末の RTB の最小値のみである．したがって，

4.1 直線形トポロジ
端末を図 7 のように直線状に配置し，両端の端末間

手順（3）において中継端末が自身の RTB と転送パ

で FTP 通信を行う．シミュレーション時間を 100 [s]

ケットの RTB フィールドの比較を行うことで，送信

とし，配置する端末の数を 3，4，5 台と変化させる．

側端末は中継端末の RTB の最小値を得る．

シミュレーションを各シナリオごとに 10 回行った．

RTBCC では再送が発生すると RTB による cwnd

図 8， 9 に端末台数が 3，4 台の場合の RTB，RTB-

初期化を行う．そのため送信側 TCP は再送パケット

all，Reno の cwnd 推移の一例を示す．図 9 では Reno，

の TCP-RTB オプションの REQUEST フラグを ON

RTBCC，RTBCC-all でそれぞれ特徴的なグラフの形

にする．これにより上記の手順にしたがい中継端末の

をしている．Reno はスロースタートと輻輳回避によ

RTB の最小値を取得し，その後 cwnd を初期化する．

り徐々に cwnd 値を増加させていき，パケットロスに

また，コネクション開始時には送信側 TCP が SYN セ

より急激に cwnd 値を減少させる．RTBCC は RTB

グメントを含むパケットの REQUEST フラグを ON

による cwnd 初期化を利用することで cwnd 値が急激

にして送信することで，再送時と同様にして cwnd を

に増加している．また，RTBCC-all は cwnd 値が常

初期化する．

に高い値で推移している．RTBCC，RTBCC-all は

Reno に対して cwnd が常に高い値を維持しているこ
とがわかる．
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図 8 直線型トポロジにおける cwnd 推移 端末台数 3
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図 9 直線型トポロジにおける cwnd 推移 端末台数 4

しかし，図 8 では Reno が RTBCC，RTBCC-all

4.2 移動による経路変更

を上回っている．これは経路長が短く，パケットロス

端末を図 14（a）のように 5 台の端末を配置し，両

率が低いため Reno の cwnd が順調に増加したためで

端の端末間で FTP 通信を行う．このとき，時刻 10 [s]

ある．

から 20 [s] にかけて端末が移動し，トポロジは（b）

図 10 に平均スループットを示す．なお図 10 の数値

となる．その後，時刻 50 [s] から 60 [s] にかけて端末

は 10 回のシミュレーションの平均である．グラフより，

が移動し，再び（a）のトポロジに戻る．シミュレー

RTBCC，RTBCC-all 端末台数が 3 台のときは Reno，

ション時間を 100 [s] としシミュレーションを行った．

Const に対し高いスループットを得ていることが分か

このときの cwnd 推移の一例を図 12，平均スルー

る．しかし，端末台数が増えると RTBCC，RTBCC-

プットを図 13 にそれぞれ示す．なお図 13 の値は 10

all はスループットが大きく減少している．RTBCC は

回のシミュレーションの平均値である．

cwnd 値を大きな値に設定するため，パケットを連続

図 12 において RTBCC，RTBCC-all は高い cwnd

的に送信する．その結果，同一フローにバースト的に

値を維持していることが分かる．また，経路が変更さ

送信されたパケットが同一経路上の複数の端末での送

れた 60 [s] 付近で 3 つのグラフはすべて減少してい

信時に競合したためと考えられる．

る．しかし RTBCC，RTBCC-all はその後 cwnd が

Const は端末台数が 3 台のときはスループットが最
も低いが，5 台のときは逆に最も高くなっている．
また，図 9 において 30 [s] から 50 [s] の期間 Reno
の cwnd が落ち込んでいる．これは再送タイムアウト

元の値まで素早く回復している．図 13 より RTBCC，

RTBCC-all は Reno よりも高いスループットが得ら
れていることが分かる．これは経路変更後に cwnd 値
が素早く増加しているためと考えられる．

後の再送パケットがビット誤りによりロスしたため通

また，図 12 において 35 [s] から 50 [s] にかけて

信が停止してしまったためである．80 [s] から 95 [s]

RTBCC の cwnd が落ち込んでいる．これは再送タイ

にかけての RTBCC でも同様のことが起こっている．

ムアウト後の再送パケットがビット誤りによってロス
してしまったためである．70 [s] から 80 [s] について
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プットが高く，RTBCC が最も低くなっている．また，
シミュレーションでは一方のフローが送信中は他方の
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経路変更における平均スループット

フローはデータを送ることができず，送信が途絶える
まで待たされるという現象が確認された．

4.4 考

S2

察

経路変更が起こるシナリオにおいて RTBCC は

5

Reno の約 1.5 倍のスループットを得ている．これは
経路変更後に cwnd が素早く回復するためと考えられ

S1
1

3

2

D1

る．このことから RTBCC では経路変更が頻繁に発

4

生し，利用経路の状態が不連続に変化していく場合に
有効であること考えられる．
直線型トポロジにおいて，経路長が長くなると RT-

BCC のスループットが低下するのはバースト的に送

6

D2

Flow1

信されたパケットが同一経路上の複数の端末での送信

Flow2

時に競合が起きているためと考えられる．TCP は送
信ウィンドウに余裕がある限り送信を試みる．このた

図 14

移動による経路変更

めウィンドウが急激に増加した場合，バースト的にパ
ケットを送信する．しかし，このときキャリアセンス

も同様である．

や RTS/CTS のブロッキング等によりパケットの送信

4.3 十字型トポロジ

は制限される（図 16）．このためバースト的に送信さ

6 台の端末を図 14 のように配置し，2 本の FTP フ

れたパケットはフローの上流および下流の端末からの

ローを流した．シミュレーション時間を 150 [s] とし

パケット送信と競合が発生し，パケットの転送が滞っ

シミュレーションを行った．

てしまう．

図 15 にこのときの平均スループットを示す．また
この値は 10 回のシミュレーションの平均である．

RTBCC では RTB による cwnd 初期化を行うと
cwnd が急激に増加するためパケットが連続的に送信

グラフより Flow2 のスループットはどの手法もほぼ

される．したがって送信パケット間で競合が起こりや

差はなかったが，Flow1 は RTBCC-all が最もスルー

すい．また，競合の影響は経路長が長くなるほど大き

い．このため RTBCC は経路長が長い場合に，cwnd
値が大きいにもかかわらずスループットが低下してし
まったと考えられる．このことから経路長が長い場合
では cwnd 値を大きくすることはかえってスループッ
トの低下につながることが予測される．
また，RTBCC はすべてのシナリオにおいて Reno
に対して大きい cwnd 値を得ているにもかかわらず，
スループットの向上ほほとんどみられない．このこ
とから今回のシナリオにおいて cwnd 値の最適値は

cwnd-RTB よりももっと小さい値であることが予測
される．また，すべてのシナリオで Const が高いス
ループットを得ていることから cwnd の最適値は非常
に小さい値であることが予測される．
十字型トポロジにおいて RTBCC は Flow1 のスルー
プットが最も低かった．これは Flow2 が RTB による

cwnd 初期化により cwnd 値が過度に大きくなり，経路
を占有してしまったためと考えられる．一方，RTBCC-

all は cwnd 値を常に cwnd-RTB とするため，Flow2
がはじめ大きな cwnd 値を設定したとしてもその後

Flow1 が通信を始めると中継端末において通信フロー
数が 2 となるため cwnd-RTB は減少する．したがっ
て Flow1 が通信を行う余裕が生まれ，Flow1 のスルー
プットが高くなったと考えられる．
このことから RTBCC において RTB による cwnd
初期化を再送時に行うのみでは通信フローが増減し
た場合のネットワークの状態変化に対応しきれないこ
とが分かる．したがって，このような状況に対応する
ために中継端末の RTB を定期的に取得し，この情報
を cwnd 制御に反映させることが必要であると考えら
れる．

5. ま と め
本稿では MANET 上での TCP 通信における輻輳制
御手法として cwnd 初期値を送信バッファ残量の最小
値に基づいて決定する RTBCC を提案した．RTBCC
は中継端末の送信バッファ残量を基に cwnd 初期値を
決定する手法である．シミュレーションにより，トポ
ロジが頻繁に変化する環境での有効性が確かめられた．
しかしながら，経路長が長い場合，cwnd が固定の場
合や TCP-Reno に対して大幅に性能が低下した．こ
れは RTBCC による cwnd 初期値の設定が過度に大
きな値となっているためと推測される
今後は制御指標に RTT や経路長を加えた制御手法の
検討，中継端末の送信バッファ残量を反映させた cwnd
増加アルゴリズムの検討を行っていく予定である．
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