アドホックネットワークにおける受信側 TCP 主導による送信レート制御手法
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一般にアドホックネットワークで TCP 通信を行うと性能が低下してしまうことが知られており，
TCP 通信の性能を向上させる手法が多く提案されている．これらの手法の多くは送信側 TCP がアド
ホックネットワークに対応していることを前提としている．しかし，アドホックネットワークをイン
ターネットに接続し，Web 等を利用する場合，多くの送信側 TCP はインターネット上のサーバにあ
る．そのため，送信側 TCP がアドホックネットワークに対応していることは期待できない．本稿で
は受信側 TCP が適切な送信レートの予測を行い，送信側のデータ送信をアドホックネットワークに
対応させる受信側 TCP 主導の送信レート制御手法（RSC-VAR:Receiver initiated Sending-rate Control
based on TCP-VAR）を提案する．また，シミュレーションにより RSC-VAR の評価を行い，RSC-VAR
は TCP-NewReno に比べ，高スループットが得られることを確認した．

A Receiver-Initiated Sending Rate Control based Data Receive Rate
on Ad Hoc Networks
A K†1 and S I†2
Due to the low performance of TCP on ad hoc networks, many techniques for improving the performance
on ad hoc networks have been proposed. Most of them change the function of the TCP sender. When an
ad hoc network is connected to the Internet and a user in the ad hoc networks uses web, most of the sender
TCPs on servers are on the Internet. TCP on such servers may not adapt to ad hoc networks. In this paper,
we propose a Receiver-initiated Sending rate Control based on TCP-VAR (RSC-VAR) scheme, in which a
receiver calculates the sending rate optimized for ad hoc networks using TCP-VAR-like algorithm and controls the interval of ACKs and its advertisement window. Simulation results show that RSC-VAR achieves
higher throughput than TCP-NewReno.

定すると，ほとんどの場合，送信側 TCP はインター

1. は じ め に

ネット上のサーバにあるため，送信側 TCP が TCP-AP，

無線アドホックネットワークにおいて TCP は良い性
1)2)

能が得られないことが知られている

．この要因の 1

TCP-VAR 等に対応していることを期待することは現
実的ではない．

つに自己干渉の影響がある．無線アドホックネットワー

混合ネットワークにおいて有線ネットワークとアド

クでは，同一経路にバースト的にパケットが送信され

ホックネットワークとの差を吸収するアプローチとし

ると，同一フロー上の近隣ノードが送信するパケット

て，専用ゲートウェイを設置し，ゲートウェイに制御

の送信が競合を起こすため，スループットが低下する．

機能を搭載する方法がある5) ．しかし，この方法はゲー

この問題の解決策として，パケットの送信間隔を適切

トウェイが複数の通信フローを管理，制御する必要が

3)

4)

に空ける送信間隔制御手法 TCP-AP ，TCP-VAR 等

ある．このためゲートウェイ負荷が大きくなり，規模

が提案されている．

性に乏しいという問題がある．

しかし，これらの手法は送信受信双方の TCP，も

筆者らは，アドホックネットワークで受信側 TCP が

しくは送信側の TCP を変更する必要がある．そのた

送信側 TCP のデータセグメント送信を制御する受信

め，アドホックネットワークをインターネットに接続

側 TCP 主導の送信間隔制御手法を提案している6) ．し

し，Web 等のサービスを利用する場合，これらの手

かし，文献 6) では適切な送信レートは既知であると

法の応用は困難である．例えば，Web アクセスを想

し，受信側 TCP での送信レートの予測方法について
は未検討であった．そこで，本稿では受信側 TCP での

†1 静岡大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Shizuoka University
†2 静岡大学創造科学技術大学院
Graduate School of Science and Technology, Shizuoka University

送信レート予測に TCP-VAR を応用した方法を用いた
手法 RSC-VAR (Receiver initiated Sending-rate Control

図 1 直線型トポロジでの干渉

based on TCP-VAR) を提案する．

図2

不規則なノード配置での干渉

クの影響を考慮した FHD を正しく計算するのは困難

以降，本稿では， 2 章で無線アドホックネットワー

である．これらの問題を解決するため，Chen らは適

クにおける TCP の自己干渉問題を述べ，その解決策

切な送信レートを予測する手法として TCP-VAR を提

としての送信レート制御手法 TCP-VAR を説明する．

案した4) ．

3 章では受信側主導の送信レート制御手法 RSC-VAR

2.2 TCP-VAR (TCP with Variance Control)

を提案する． 4 章で RSC-VAR をシミュレーションに

TCP-VAR ではスループットの分散からネットワー

より評価し，最後に 5 章で本稿をまとめる．

2. 無線アドホックネットワークにおける TCP
の送信間隔制御

クの輻輳の度合いを推測し，適切な送信レートを予測
する．そして，これを基に送信間隔を決定する．一般
にネットワークが空いている場合，スループットの分
散は小さくなり，輻輳状態では分散は大きくなる．し

2.1 自 己 干 渉

たがって，TCP-VAR ではスループットの分散が小さ

無線アドホックネットワークでは特定の場所にトラ

い状態が続くと送信レートを徐々に上げ，分散が大き

フィックが集中すると近隣のノード間で競合を起こし，
ネットワークの性能が著しく低下してしまうという特

な状態が続くと送信レートを下げる．

TCP-VAR では送信レートを ACK 受信時に計算す

徴がある．通常，TCP は同一経路上にバースト的に

る過去 sRTT (Smoothed RTT) におけるスループット

パケットを送信する．このため，無線マルチホップの

（AT :Achieved Throughput）の分散，仮想輻輳ウィンド

ネットワークで TCP 通信を行うと，同一フローのパ

ウ（vcwnd），sRTT より算出する（式 (1)〜 (4)）．

ケット同士が互いに干渉し合い，リンクの利用効率を
低下させてしまう．例えば， 図 1 において，端末 a
から端末 g に向けてデータ通信が行われており，端末

e が端末 f に向けてパケット送信中であるとする．こ
のとき，端末 c，d はキャリアセンスをしているため，
通信を行えない．また，端末 b も端末 c がキャリアセ
ンス中であるため，端末 c に RTS を送っても CTS が
受信できず，端末 c にパケットを送信することができ
ない．

ElRakabawa らはこの自己干渉の問題を回避するた

AT = (acked data in last srtt)/srtt
PK
AT i
AV E AT = i=1
K
PK
|AT i − AV E AT |
V ARAT = i=1
(K − 1) · AV E AT
vcwnd
R=
srtt · (1 + exp(V ARAT ))

(1)
(2)
(3)
(4)

ここで，R は送信レートである．AV E AT ，V ARAT は
それぞれ AT の平均，分散，K は V ARAT の計算に用
いる AT のサンプル数を表す定数である．

め，データ送信間隔を適切に空ける TCP-AP を提案し

式 (4) の vcwnd は V ARAT が閾値（T hlower ）以下の

た3) ．TCP-AP では先に送信されたパケットが 4 ホッ

状態が N 回以上続くと，増加幅 α だけ線形に増加す

プ先に到達してから次のパケットを送信するように送

る．また，V ARAT が閾値（T hupper ）以上の状態が M

信間隔を調整する．この送信間隔を FHD (Four-Hop

回以上続くと，β 倍される．β は減少係数と呼ばれる

propagation Delay) と呼ぶ．しかし，トポロジが複雑で

定数である（ 図 3）．通信開始から vcwnd が初めて減

あったり，端末間の距離が異なっている場合，必ずし

少するまでをスロースタート状態とし，この期間は N

も FHD が適切な送信間隔であるとは限らない．例え

を通常より小さな値（N slow ）に設定する．パケットロ

ば， 図 2 では，自己干渉を回避するためには 5 ホップ

スが発生すると vcwnd は半減される．

分送信間隔を空ける必要がある．また，中継端末のリ

TCP-VAR では送信側で送信レート制御を行うため，

ンクの物理的な通信速度やバックグラウンドトラフィッ

送信側 TCP が TCP-VAR に対応している必要がある．

proc recv():
Variables:
V ARAT : variance of achieved throughput
R: TCP packet rate
V ART H1 ,V ART H2 : variance threshold
α: vcwnd increase parameter
β: vcwnd decrease parameter
N, M: sample threshold for vcwnd increase and decrease
for each received ACK
do
calculate V ARAT ;
if V ARAT < T hlower
then
if V ARAT < T hlower continuously for N samples
then
vcwnd = vcwnd + α;
end if
else if V ARAT > T hupper
then
if V ARAT > T hupper continuously for M samples
then
vcwnd = max(vcwnd · β, 1);
end if
end if
R = vcwnd/(srtt · (1 + exp(V ARAT )));
set the token rate to be R in the outgoing packet
buffer which is implemented with a token bucket;
end for
図3

TCP-VAR の vcwnd 増減アルゴリズム

図 4 RSC-VAR での ACK 送信間隔制御

好ましいと考えられる．通常，送信側 TCP は Nagle
アルゴリズムを利用するため，データサイズが小さい
場合，送信待ち時間が発生する．これにより送信間隔
は適当に空くことになり，自己干渉の問題は起こりに
くくなる．また，受信側で送信側の送信待ちの状態を
詳細に把握することは困難であるため，受信側で送信
間隔制御を行うと，不要なアイドルタイムを発生させ
る可能性がある．そこで RSC-VAR は，バルク型の通
信以外では通常の受信側 TCP と同様に振舞うものと
する．

TCP ではデータセグメントのデータ長と最大セグ
メントサイズ（MSS）を比較することで，バルク型の
通信であることを判別可能である．バルク型の通信で
は，データの終端以外ではデータ長は必ず MSS と一
致し，それ以外の通信では (MS S − 1)/MS S 程度の確
率でデータ長は MSS 以下となる．また，同様にして

したがって，送信側がインターネット上の一般的な

TCP である場合は利用できない．そこで，本稿では受
信側で送信側のデータ送信を制御する手法 RSC-VAR
を提案する．

3. RSC-VAR (Receiver initiated Sending-rate
Control based on TCP-VAR)
RSC-VAR は受信側で適切な送信レートを予測し，予

連続データの終端を判断することが可能である．

3.2 動 作 概 要
RSC-VAR の受信側ではデータセグメントを受信す
ると TCP-VAR と同様のアルゴリズムに従い送信レー
トを計算し，受信したデータセグメントに対する ACK
セグメントを生成して，送信待ちキュー（ACK キュー）
に追加する（図 4）．
受信側では TCP タイムスタンプオプションを使っ

測送信レートに基づき ACK 送信間隔を調節すること

て RTT を推測する．さらに重複 ACK の発生および，

で送信側のデータセグメント送信間隔を制御する手法

データパケット到着間隔からパケットロス発生を検出

である．TCP はデータ送信制御にスライディングウィ

する．これらの情報を元に受信側は送信レートを計算

ンドウ方式を採用しているため，送信側の送信ウィン

し，ACK の送信間隔を決定する．

ドウを適切にスライドさせる ACK セグメントを適切

ACK キューに入れられた ACK セグメントは，計算

な間隔で送信することで，送信側のデータ送信を制御

された送信間隔で ACK キューの先頭から取り出され，

することが可能となる．

広告ウィンドウ値，タイムスタンプ値を挿入後，送信

3.1 想定する通信形態

される．送信側は，この ACK の到着を契機として，新

本稿では大容量ファイルの転送のようなバルク型の

たにデータパケットを 1 つ送信する．

データ通信を行う場合に限定して議論を進める．TCP

3.3 送信レート予測

通信において送信間隔制御が有効となるのはデータセ

RSC-VAR では受信側で TCP-VAR と同様のアルゴ

グメントが連続して送信される場合である．データサ

リズムを用い，送信レート予測を行う．TCP-VAR は

イズが小さく，1 つのセグメントに収まるデータが間

AT を，現在時刻から sRTT だけ過去の間に受信が確

欠的に発生する場合，送信間隔制御は行わないことが

認されたデータ量により計算する．一方，RSC-VAR

図 5 TSO による RTT 測定

図6

受信側での TSO による RTT 測定

では AT を過去 sRTT の間に受信したデータ量により

きな値 Knormal とする．また，V ARAT ≥ T hupper の

計算する．したがって，RSC-VAR の送信レートの算

ときは，輻輳状態と判断し，ネットワークの状態

出は TCP-VAR の送信レート算出の式 (1) を式 (5) に

に敏感に反応できるよう K を小さな値 Kcongestion

置き換えたものとなる．

AT = (received data in last srtt)/srtt

にする．

(5)

また，RSC-VAR では，TCP-VAR の送信レート算出

送信レート R が決まると，ACK の送出間隔 T は

T = MS S /R として計算される．

手順のうち i)vcwnd 減少方法，ii) パケットロスの扱い，

3.4 RTT の測定

iii)V ARAT 計算に用いるサンプル数を改良した．

通常，TCP ではタイムスタンプオプション（TSO）7)

• vcwnd 減少方法

を利用して高い精度で RTT を測定することが可能で

TCP-VAR では vcwnd を指数関数的に減少させる．

ある．TSO を使う場合，送信側はデータセグメント

しかし，指数関数的な減少は変化が激しく，送信

のヘッダのタイムスタンプ（TS）フィールドに自身

レートを不安定にしてしまう．また，式 (4) に示

の内部タイマの現在時刻を書き込み，送信する．この

すように，送信レートは輻輳によって V ARAT が

データセグメントを受信した受信側は，TS を内部変

大きくなると，減少する．つまり，vcwnd だけを

数 recent にコピーし，ACK セグメントのタイムスタ

急激に減少させなくても送信レートは減少する．

ンプエコー応答（TSE）フィールドに recent を書き込

そこで，RSC-VAR では vcwnd を減少幅 γ だけ線

む．ACK セグメントを受信した送信側は TSE と自身

形に減少させる．

の内部タイマの現在時刻を比較することで RTT を測

• パケットロスの扱い

定する（ 図 5）．

TCP-VAR では，送信側がパケットロスを検出す

受信側 TCP でも ACK セグメントの TS に自身の内

ると vcwnd を半減させる．しかし，無線通信では

部タイマの現在時刻を書き込み，信送信側から送られ

パケットロスの原因としてランダムエラーが考え

てくるデータセグメントの TSE と内部タイマを比較

られるため，必ずしも送信レートを減少させる必

することで，RTT を測定することが可能である．しか

要はない．そこで，RSC-VAR ではパケットロス発

し，受信側では正確な RTT が測定できるとは限らな

生時に V ARAT をチェックし，V ARAT が T hlower 未

い．TSO は通信相手がセグメントを受信後，直ちに

満である場合，ランダムエラーと判断し，vcwnd

応答を返す場合に，正確な RTT を測定することが可

を減少させない．ただし，この処理は重複 ACK

能となる．送信側 TCP は ACK セグメントを受信した

によってパケットロスが検出されたときのみ行わ

としても直ぐに次のデータセグメントを送信するとは

れ，パケットロス検出時に V ARAT が T hlower 以上

限らない．また，送信側は送信すべきデータがない場

である場合は，vcwnd を減少幅 γ だけ線形に減少

合，新たなデータセグメントを送信しない．ところが，

させる．タイムアウトが発生した場合はバースト

RSC-VAR で受信側での RTT 測定が必要になるのは，

的にパケットロスが発生した可能性が高いため，

バルク型のデータ通信を行っている場合である．バル

vcwnd を半減させる．

ク型通信のみに注目した場合，送信側は ACK セグメ

• V ARAT 計算に用いるサンプル数

ントを受信後，直ちに新たなデータセグメントを送信

RSC-VAR では V ARAT の算出に用いる AT のサン

することが期待できる．したがって，受信側において

プル数 K をネットワークの状態に合せて変化さ

も TSO を用いることで信頼性の高い RTT を測定する

せる．RSC-VAR は V ARAT < T hupper であるとき，

ことが可能である．

ネットワークが空いていると判断する．このとき

送信側は必ずしも 1 つの ACK セグメントに対して

は突発的な変化を輻輳と誤認しないために K を大

1 つのデータセグメントを送信するとは限らない．例

表 1 実験環境

えば，ある ACK セグメントを受信したことにより送
信ウィンドウが 1 セグメント分広がった場合，1 つの

Simulator

QualNet 4.0

ACK セグメントに対し，連続して 2 個のデータセグ

MAC

IEEE 802.11b

メントが送信される（ 図 6）．TSE は recent のコピー

Data-Rate

2M [bps]

であるため，この場合，送信側が送信するセグメント

Communication Range

340 [m]

の TSE は 2 個のデータセグメントで同じとなる．よっ

Sender TCP

NewReno

て，2 つ目のデータセグメントからは正確な RTT が

MSS

1460[byte]

測定できない．RSC-VAR は TSE をチェックし，受信

表 2 RSC-VAR パラメータ

したセグメントの TSE が前回受信したセグメントの

T hupper

0.3

TSE 以下であった場合は RTT の測定を行わない．

T hlower

0.2

3.5 パケットロスの検出

N

300

通常の TCP はパケットロスを検知するとネットワー

N slow

50

クが輻輳したと判断し，輻輳ウィンドウを減少させる．

M

50

このため，ネットワークの輻輳の度合いは軽減される．

α

1.0

しかし，受信側で単純に AT のみを使って TCP-VAR

γ

0.5

と同様の送信レート予測を行う場合，送信側の輻輳

Knormal

50

制御機構が推測するネットワークの状態と，受信側が

Kcongestion

5

AT によって推測するネットワークの状態に食い違い

initial value of vcwnd

1

が生じる．例えば，パケットロスが発生すると，送信

PacketLoss TimeOut

4 · sRT T

側では輻輳制御により送信レートが減少する．そのた
め，ネットワークは空いた状態となる．この結果，受
信側で観測する AT の分散は小さくなり，受信側が送

きない．しかし，バルク型の通信に限定すれば，デー

信レートを増加させてしまう．この問題は，受信側で

タセグメントのデータ長から連続データの終端を検出

パケットロスを検知する機能がないため起こる．

できるため，LT によるパケットロス検出が可能であ

RSC-VAR では受信側にもパケットロス検出機能を

る．このため RSC-VAR の受信側ではデータ長が MSS

設け，パケットロス発生時には送信レートを減少させ

未満のデータセグメントを受信した場合は LT を動作

るようにする．RSC-VAR の受信側ではパケットロス

させないが，データ長が MSS のセグメントに対して

を重複 ACK の送信回数とデータセグメントの到着間

のみ LT を動作させる．

隔により検出する．RSC-VAR は ACK の送信後，送

3.6 広告ウィンドウ値の計算

信した ACK が重複 ACK かをチェックし，重複 ACK

送信側が，受信側からの ACK 到着に同期してデー

であるならば重複 ACK カウンタをインクリメントす

タセグメントを送信するように，RSC-VAR では，受

る．もし，重複 ACK が 3 つ連続して送信された場合

信側が広告ウィンドウの大きさを調整する．一般に，

は，パケットロスが発生したとみなす．また，パケッ

受信バッファの空きの容量が十分にある場合，大きな

トロス検出のために，タイマ（LT: Loss Timer）を設

広告ウィンドウを送信側に通知すると，送信側の送信

ける．LT はデータセグメントを受信すると，スター

レートは送信側の持つ輻輳ウィンドウによって制御さ

トし，その後，新たなデータセグメントを受信すると

れることになる．RSC-VAR では，送信側での輻輳ウィ

リセット，再スタートする．タイムアウト発生までに

ンドウによるレート制御効果を抑制するために，受信

次のデータセグメントを受信しないと，パケットロス

バッファの空き容量ではなく，受信側で計算した送信

が発生したとみなす．このタイムアウト値は通信状態

レートに基づいて広告ウィンドウの値を決定する．広

に応じて動的に決定される．

告ウインドウ値 wnd は，

ただし，一般に，受信側 TCP はデータセグメントの
到着間隔のみでパケットロスを判断することはできな
い．受信側は前回のセグメント受信からの経過時間を
基にデータの受信が途絶えたことを検出できるが，送

wnd = min((srtt/T ) · MS S , rss)

(6)

として算出する．

4. シミュレーション

信側に送信データが無い場合もデータの受信は途絶え

4.1 シミュレーション環境

るため，パケットロスが発生したと判断することはで

RSC-VAR の有効性を検証するためにシミュレーショ
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図 8 直線型トポロジでのスループットの時間推移（20 回の平均）

表 3 直線型トポロジでのパケットロス数（20 回の平均）

Model
RSC-VAR
NewReno

835.95

150
200
Time [s]

250

300

直線型トポロジでのスループットの時間推移: RSC-VAR
（一例）
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ン実験を行った．シミュレータに QualNet4.0 を用い，
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直線型トポロジでのスループットの時間推移: NewReno
（一例）

FTP によるバルクデータ伝送時の性能を調べた．実験
環境，RSC-VAR の各パラメータは 表 1， 表 2 に示す

RSC-VAR，NewReno について，20 回の試行のうちの

通りである．

ある特定の試行結果を抜き出したものである． 図 8

4.2 直線型トポロジ

より RSC-VAR，RSC-VAR w/o PD は NewReno に比

RSC-VAR の基礎評価のため， 図 7 に示すように一

べ高いスループットを得ていることが分かる．また，

直線上に 5 台の端末を 300m 間隔で配置し，両端の端

表 3 にパケットロス数の 20 回の試行の平均を示す．

末間でシミュレーション開始 1s からシミュレーショ

RSC-VAR は他のモデルに比べパケットロス数が非常

ン終了まで FTP 通信を行った．シミュレーション時

に少ない．一方，NewReno はパケットロス発生頻度

間を 300s とし，送信側 TCP を TCP-NewReno，受信

が高く， 図 10 で分かるようにスループットが激しく

側 TCP を RSC-VAR とした．また，比較対象として

変動している．

受信側 TCP を RSC-VAR のパケットロス検出機能を

図 11 に送信側における送信ウィンドウの時間推移

除いた RSC-VAR w/o PD (RSC-VAR without packetloss

の 20 回の試行の平均を示す．グラフより RSC-VAR，

detection)，NewReno とした場合でもシミュレーショ

RSC-VAR w/o PD は NewReno に比べ送信ウィンドウ

ンを行った．各モデル毎にシミュレーションを 20 回

が小さい． 表 3 に示したように RSC-VAR ではパケッ

行い，スループット，送信側の送信ウィンドウ（win），

トロスがほとんど起こらない．通常，TCP はパケット

受信側の vcwnd，受信側の ACK 送信間隔，パケット

ロスが発生しない限り，輻輳ウィンドウを増加させ続

ロスを評価した．

ける．そのため，ACK セグメントの広告ウィンドウ値

図 8， 図 9， 図 10 にスループットの時間推移を示
す． 図 8 は 20 回の試行の平均で， 図 9， 図 10 は

が十分大きい場合は，ACK セグメントの受信に伴い，
送信ウィンドウは増加する．しかし，RSC-VAR では
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図 11 直線型トポロジでの送信ウィンドウの時間推移（20 回の
平均）

図 14 十字型トポロジ

vcwnd [segments]

7
6

推移を示す．グラフより，RSC-VAR w/o PD は RSC-

5

VAR に比べ vcwnd が大きいにも関わらず，ACK 送信

4

間隔は両方式ともほぼ同じである．式 (4) に従えば，

3

RSC-VAR w/o PD は RSC-VAR より，V ARAT が大きい

2

といえる．V ARAT の大きさは輻輳の度合いを示すの
RSC-VAR
RSC-VAR w/o PD

1

で，RSC-VAR w/o PD を用いた場合，ネットワークが
輻輳した状態に陥っていることが推測できる．
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0
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RSC-VAR，RSC-VAR w/o PD において，先に示し
た結果から，受信側でのパケットロス検出機構，およ

直線型トポロジでの vcwnd の時間推移（20 回の平均）

びパケットロスに伴った送信レート減少が有効である
といえる．

0.09

4.3 複数のフロー

0.08
ACK Interval [s]

複数のフローが混在した場合における各フロー間の

RSC-VAR
RSC-VAR w/o PD

0.07

公平性を評価するため， 図 14 に示すように十字型に

0.06

端末を配置し，同時に 2 本の FTP 通信を行った．同図

0.05

中のフロー FTP1 はシミュレーション開始 1s 後からシ

0.04

ミュレーション終了まで，フロー FTP2 はシミュレー

0.03

ション開始 100s 後からシミュレーション終了まで通

0.02

信を行った．シミュレーション時間は 500s とした．受
信側 TCP には RSC-VAR，NewReno の 2 つのモデル

0.01
0
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直線型トポロジでの送信間隔の時間推移（20 回の平均）

を用いた．2 つのフローではどちらも同じ受信側 TCP
を用いる．送信側の TCP は TCP-NewReno である．シ
ミュレーションは各モデル毎に 20 回ずつ行った．
表 4 にシミュレーション開始後 100s からシミュレー

パケットロスが発生していないにもかかわらず，送信

ション終了までの各 FTP フローの平均スループットの

ウィンドウの増加が見られない．また，送信ウィンド

20 回の試行の平均を示す．RSC-VAR は NewReno に

ウ値はほぼ一定で推移している．これらのことから，

比べ高いスループットが得られている． 図 15， 図 16

広告ウィンドウの制御が有効に機能していることが確

に各 FTP フローのスループットの時間推移を示す．こ

認できる．

れらは 20 回の試行のうちのある特定の試行結果を抜

図 12， 図 13 に vcwnd の推移，ACK 送信間隔の

き出したものである． 図 15 を見ると 0s〜180s まで

表4

十字型トポロジでの各フローの平均スループット
（20 回の平均）

Model

Flow1[kbps]

Flow2[kbps]

on TCP-VAR) を提案した．RSC-VAR では受信データ
セグメントを基に適切な送信レートを予測し，予測送

Total[kbps]

RSC-VAR

165.03

104.20

269.23

NewReno

98.77

86.17

184.94

信レートに基づいた送信間隔で適切な ACK セグメント
を送信することで，送信側のデータ送信をアドホック
ネットワークに対応するよう受信側で制御する．RSC-

VAR をシミュレーションにより評価し，直線型トポロ
ジ，十字型トポロジにおいて，RSC-VAR は NewReno

Throughput [kbps]

450

に比べ高いスループットを得られることを確認した．

Flow1
Flow2

400

しかし，RSC-VAR では比較的長い時間範囲において，

350

複数のフロー間のスループットに関する不公平性があ

300

ることが確認された．

250

今後の課題として，さまざまなトポロジでの RSC-

200

VAR の評価，複数のフローが混在した場合での公平

150

性の向上があげられる．また，送信側が TCP-VAR の

100

ような送信レート制御を行う場合の RSC-VAR の挙動

50

についても確認する予定である．
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は Flow1 のみが 320kbps 程度のスループットを得て
おり，Flow2 のスループットは 0kbps である．200s 以
降では，Flow2 のみがスループットを得ている．この
ように RSC-VAR では比較的長い時間範囲内でも，複
数のフロー間のスループットに関する不公平性が観測
されている．この不公平性は，急激な vcwnd の値の変
動を避けたパラメータ設定に起因することが大きいと
考える．この影響については今後詳細に検討したい．

5. まとめと今後の課題
本稿では，アドホックネットワークにおける TCP
のための受信側端末主導のデータ送信レート制御手法

RSC-VAR (Receiver initiated Sending-rate Control based
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