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あらまし ストレージの管理コスト低減などの目的で ���の導入が進んでおり，��ネットワークを利用した ������

として �����が期待されている．しかし現状では ���は主にサイト内のローカル環境のみで用いられている．

　そこで本稿では ���を利用することにより，�����を用いて広域ネットワーク上でリモートアクセスを行う場合の

実現方式や性能について検討した．さらに，���ルータのマルチルーティング機能を利用し，データ転送経路を２経

路にしたときの性能と 	��輻輳ウィンドウの振舞いを評価，考察した．
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�� は じ め に

近年，インターネット技術の進展などにより，ユーザが蓄積

し利用するデータ容量が爆発的に増加している．これに伴いス

トレージの増設，管理コストの増大が問題となっている．そこ

でストレージネットワークが登場し，その代表的なものとして

����������	
 ���
� � ���	��
 �	
� �
���	��が広く用い

られるようになった．���とは，サーバとストレージを物理

的に切り離し，各ストレージとサーバ間を相互接続してネット

ワーク化したもので，これにより各サーバにばらばらに分散し

ていたデータの集中管理が実現された．一方，���に ��ネッ

トワークを利用した ������として ����� が期待されている

������．�����は，これまで ������	
�� ������
� ���	��
�で

使われてきた ���� コマンドを ������ パケット内にカプセ

ル化することにより，サーバ ��������	�とストレージ ���	�
��

間でデータの転送を行う．

現状において，���は主にサーバサイト内のみでしか使用さ

れていない．しかし遠隔バックアップ等を目的として，離れた

サイトのサーバとストレージを ���で接続することが望まれ

ている．そこで本研究では， ��� �	�!�� �	�"��
 �
���	��

を利用することにより，ローカル環境で使用されている �����

を用いて広域ネットワーク上でリモートアクセスを行うことを

検討する．さらに，より信頼性の高い通信を実現するため ��

広域ネットワーク内に複数経路を構築した．�����は複雑な階

層構成のプロトコルスタックで処理されており，バースト的な

データ転送も多いことから，通常のソケット通信と比較して，

特に高遅延環境においては性能の劣化が著しい �#�．また，下位

基盤の ������ 層が提供できる限界性能を超えることはでき

ず，最大限の性能が発揮できるよう ��� パラメータなどを制

御することが求められる．本研究では， ��複数経路を用い

て �����アクセスを行う際の性能と ���輻輳ウィンドウの関



係などを評価する．

本稿の構成は以下の通りである．� 章で研究背景を述べ，#

章で  ��のマルチルーティング機能を利用した本実験システ

ムの概要を述べ，$章で複数経路 �����アクセスについての性

能評価結果を示し，最後に %章でまとめる．

�� 研 究 背 景

�� � �����
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図 � ����� 複数コネクション

������ の代表的なプロトコルに ����� がある．����� は

���� コマンドを ������ パケットでカプセル化する規格で，

�����により ���を ��機器だけで構築することが可能となる．

一方で図 �のように複雑な階層構成をとることになり，下位の

プロトコルの限界性能を超えることはできない．また，�����

アクセスは長距離アクセスであることが多く，ギガビットの太

い回線を用いることから遅延帯域積の問題も挙げられている．

本実験で用いたニューハンプシャー大学が提供する &�'

����� の実装では，� つの ����� セッション内に複数の ���

コネクションを確立するように設定することができる．さらに

このコネクションをポート番号と対応付けることができ，ポー

ト番号が異なる複数のコネクションに分けることができる．つ

まり，図 �に示すようにターゲットの �つの ��アドレス，１

つの �����ドライブにポート番号の異なる複数のコネクション

を接続可能である．

�� � ��	

 ��は，インターネットや通信事業者が持つ公衆ネットワー

クを使って，拠点間を仮想的に閉じたネットワークで接続する

技術である．安価であるという公衆網のメリットを活かしつつ，

機密性の低さを暗号化等の別の方法で補うことにより，「実質的

な専用網」を実現できるということが  ��の利点である．一

方，専用網と異なりネットワークの品質は保証されない場合が

多い．

�����を用いて遠隔バックアップなどを行うには，図 #に示

すように  ��ルータで接続したリモート環境にネットワーク

ストレージを設置し，広域ネットワーク内の  ��越しにアク

セスを行うという方法が考えられる．この場合， ��ルータ
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図 
 ��	 マルチルーティング機能

を通ることによってネットワークの帯域幅が制限され，スルー

プットが著しく低下することが起こり得る �$�．さらに広域ネッ

トワーク内は不安定な通信路であることが想定される．そこで

本稿では， ��広域ネットワーク内を複数経路で接続するこ

とを考えた．これにより，データ転送の信頼性やネットワーク

での耐障害性なども向上すると考えられる．

本実験で用いた  ��ルータ �!(��)! ���*%+,はマルチルー

ティング機能を有している．マルチルーティング機能を使用す

ると，同じあて先 ��アドレスを持つネットワークへの送信デー

タを，別の通信パスを利用して複数の  ��を接続することが

できる．つまり図 $ のように，転送パケットのあて先 ��アド

レスだけでなく，ポート番号などの情報も利用して通信パスを

設定できる．

�����は通常ギガビットクラス以上の太いネットワーク上で

用いられるが，途中に  �� ルータの暗号化処理速度などに

よりスループットが決まる細い回線が挟まることにより，ト

ラフィックとして大いに性質の異なるものになる �%�．従って

�����が最大限の性能が発揮できるように ��� パラメータな

どを制御することが求められる．

�� 
 ���輻輳ウィンドウ

���では，通信能力の制御にウィンドウサイズという概念を

用いている．ウィンドウサイズとは，ホストが確認応答パケッ

ト �������
��
-
�.��/�なしに一度に送信できるデータ

の量である．また，データの送信側では輻輳ウィンドウ，受信

側では広告ウィンドウという値が決定され，このどちらか小さ

い方がウィンドウサイズとして用いられる．広告ウィンドウは

現在の受信バッファの空き容量を示しており，��/ のヘッダ

にその情報が含まれて送信側に送られる．一方，輻輳ウィンド

ウは送信側の制御パラメータで，ネットワークの混雑を回避す

るため送信側が自主的に制限する値である．



図 � 輻輳ウィンドウの変化
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輻輳制御ではこの輻輳ウィンドウが利用されている．輻輳制

御はネットワークの混雑解消の方法として ��� が行う機能で

ある．通信開始時にはスロースタートと呼ばれるアルゴリズム

に従って指数関数的に輻輳ウィンドウが大きくなる．これによ

りトラフィックが急激に増加するので，ネットワークが輻輳状

態になる可能性がある．これを防ぐため，スロースタート閾値

という値を用意し，輻輳ウィンドウがその大きさを超えると輻

輳回避と呼ばれるフェーズに入り，一次関数的の増え方となる．

そしてエラーが検出されると輻輳ウィンドウは急激に低下し，

通常これらを繰り返すことで鋸型のグラフとなる．この様子を

図 %に示す．

本実験で用いた 0�!12�においては，通信時の状態が正常

であれば ��/の受信ごとに輻輳ウィンドウは増加するが，エ

ラーが検出されると異常と判断され，輻輳ウィンドウは低下

する．0�!1 ��� の状態遷移を図 3 に示す．輻輳ウィンドウ

が低下する原因としては，送信側デバイスドライバのバッファ

が溢れることによる 0���� ���
)��� エラーを検出した場合

��4*�，重複 ��/又は ���/を受信した場合 �*
��"
	5�，

タイムアウトを検出した場合 �0�))�の３つが挙げられる．さら

に 0�!1の ��� 実装では，通信中に一度設定された輻輳ウィ

ンドウは，そのウィンドウの値を使い切らない限りは変化しな

いという特徴を持ち，この時スループットはほぼ一定の値で安

定することが確認されている．

�� � 既 存 研 究

我々は，これまでに �����ストレージアクセスにおいて，輻

輳ウィンドウ値を動的にコントロールする手法を提案し，実

装と評価を行ってきた �3�．この手法は，まず ��	�
�の 2�の

カーネルに輻輳ウィンドウモニタ関数を挿入し，これによりモ

ニタした輻輳ウィンドウの変化を観察して，�������	にその値

を通知する．通知を受けた �������	は輻輳ウィンドウの値に基

づきブロックサイズを再指定して，シーケンシャルリードアク

セスを行うというものである．この手法を適用し輻輳ウィンド

ウを限界値で一定に保った場合には，高遅延環境において最大

�67 のスループットの向上が確認された．

また，�����を用いたアプリケーション実行性能と ��� パ

ラメータの相関関係の評価も行った �+�．その結果，広告ウィン

ドウの値を制限することで，輻輳ウィンドウの値も制限でき，

それによって実行性能にも影響が出ることが確認された．

さらに �����複数コネクションに関する研究として，広域 ��

網を介した長距離アクセス向けに �����および関連プロトコル

レイヤのプロトコルチューニングの検討が行われ，その有効性

が確認されている �6�．

そこで本稿では，�����複数コネクションを  ��複数経路

に乗せてアクセスすることを検討した．これらを組み合わせる

ことにより，性能の向上だけでなく信頼性の向上も期待できる．

�� 実験システム


� � ���輻輳ウィンドウモニタツール
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図 � ��� 輻輳ウィンドウモニタツール

本実験では，��� 輻輳ウィンドウをリアルタイムに可視化

するツールを構築した．カーネル内部の ��� ソースにモニタ

関数を挿入しカーネルを再コンパイルした．そして図 +に示す

ように，8��ウィンドウシステムライブラリ関数を用いてモニ

タした値をリアルタイムに可視化できるようにした．ここで可

視化できるようになったものには，輻輳ウィンドウの値，各種

エラーイベントの発生 �0���� �
"��
 ���
)���，重複 ��/，

���/受信，タイムアウト検出�などがある．


� � ��	複数経路アクセス制御システム

本実験では， ��ルータを用いて複数経路を構築し，�����

ストレージアクセスを実行した時の，��� パラメータである

輻輳ウィンドウと，ストレージアクセスの性能を評価するため

に図 6に示す実験環境を構築した．
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図 � 実験システムの概要
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図 �� ����� 複数コネクション ��	 複数経路

�����ストレージアクセスを行う �������	とストレージを提

供する ��	�
� の間に  ��ルータを $ 台挟み，複数経路アク

セスが実行できるように構築した．

この実験システムにおいて �����の複数コネクション設定と

 ��ルータのマルチルーティング機能を用いて通信制御を行っ

た．まず �����単数コネクション  ��単数経路通信の場合は

図 9のような経路を通る．また �����複数コネクション  ��

単数経路通信の場合は図 �, のように同一の経路上を �つのコ

ネクションが張れるように ����� を設定した．さらに �����

複数コネクション  ��複数経路通信の場合は図 �� のように

コネクションごとに経路が異なるように  ��ルータの設定を

行った．このときイニシエータから送られるパケットは図の左

下の  ��ルータに送るように設定する．そして， ��ルー

タのマルチルーティング機能により右の �つの  ��ルータ宛

にパケットは転送される．このとき，ポート番号の違いによる

�����コネクションごとに上下の  ��ルータに分かれるよう

に設定した．ターゲットからのパケット送信も同様に行われる．

�������	と ��	�
�には，2�は 0�!1�:$:�6�#，��&は ��

�
� 8
� �:$;'<，=�� =
-�	5は %��=> ��* ��*�=，

��� は ��
� �	���,,,8� �
	"
	 ���?�
	 � ����8

�3$���@�,,='<�，����� は &�' �20 	
A
	
�
 �-?�
-
���

��� "
	:# � ����� �	�A� �6を用いた �9�．そして  ��ルー

タには �!(��)! ���*%+, を用いた ��,�．これは #�B�暗号化速

度最大 %,,=�?)を実現する．この実験環境において，���輻

輳ウィンドウモニタツールを起動した．

本実験ではストレージアクセスのみの性能を評価するため，

�������	 側では 	�� デバイスを使用することにより，キャッ

シュの影響を排除した．また，�����ストレージアクセスにお

けるネットワーク性能に焦点を当てて評価を行うため，��	�
�

は &�'実装が提供するメモリモードで動作させ，ディスクア

クセスを伴わないようにした．

�� 実 行 結 果

�� � 性能測定結果

図 �� スループットの比較

図 ��は �����単数コネクション ��単数経路 �単単�，�����

複数コネクション ��単数経路 �複単�，�����複数コネクショ

ン  ��複数経路 �複複�の，�����ストレージアクセスにおい

てブロックサイズを変化させた時のスループット比較のグラフ

である．

どの場合でもブロックサイズを増加していくとスループット

は増加していくが，ブロックサイズ %��/> を過ぎたところか

らスループットはほぼ一定となる．また，単数コネクション単

数経路と複数コネクション単数経路には殆どスループットに変

化は見られないものの，複数コネクション複数経路の場合のみ

スループットが向上している様子が見られる．

複数コネクション複数経路の場合でスループットが向上した

結果を考察する．�������	と��	�
�はギガビットイーサネット

で接続しているが， ��ルータの暗号化速度は最大 %,,=�?)

である．また実際に本実験の  ��接続ネットワークのソケッ

ト間通信のスループットを測定したところ ##,=�?) 程度の性

能であった．したがって  ��ルータの暗号化処理が通信のボ

トルネックとなっていることがわかる．従って経路を複数にし

たことにより， ��ルータでの暗号化処理が分散され負荷が

軽くなったと考えられる．また２つの回線を用いたにも関わら

ず，２倍近い性能が得られていないのは，�����はコネクショ

ンへのパケット転送をラウンドロビンによって振り分けている

ため，複数コネクション複数経路の場合でも２つの回線を１つ

ずつ交互に使っているだけで，２つの回線を同時には使ってい

ないためであろう．



図 �� 輻輳ウィンドウ ������ 単数コネクション ��	 単数経路�

図 �
 輻輳ウィンドウ ������ 複数コネクション ��	 単数経路�

図 �� 輻輳ウィンドウ ������ 複数コネクション ��	 複数経路�

�� � 輻輳ウィンドウの比較

図 �#，�$，�% は ��� 輻輳ウィンドウをモニタした際の時

間変化の様子である．

図 �#は単数コネクション単数経路の場合に �����シーケン

シャルリードアクセス通信を行った時の輻輳ウィンドウをモ

ニタした様子である．また図 % に示された細かい縦の破線は

0���� �
"��
 ���
)�����4*エラー�が起こったことを表し

ており，これは送信側のデバイスドライバのバッファが溢れる

ことによるエラーである．輻輳ウィンドウは約 #%,パケットま

で増加した後，�4*エラーが検出され急激に減少している．

図 �$ は複数コネクション単数経路の場合の輻輳ウィンドウ

をモニタした様子である．このとき，単数コネクションの場合

のグラフと大きく変化している様子が分かる．ここで現れる細

図 �� 輻輳ウィンドウ � ������ 複数コネクション ��	 単数経路�

かい縦の破線が �4* エラーで，太い縦の破線は重複 ��/，

���/を受信したことによるパケットロスエラーが起きたこと

を示している．ここで輻輳ウィンドウモニタツールは，�つの

コネクションのうち一方でも輻輳4����の値が変わったら表

示されるようになっている．そして可視化されるグラフには，

一定時間ごとの輻輳ウィンドウの値が表示される．それぞれの

コネクションとも独立で値が変わるので，ランダムにグラフ表

示されることになる．したがってコネクションごとの輻輳ウィ

ンドウは，図 �3 のようにそれぞれ一定のものと鋸型のものと

なっていると考えられる．

図 �% は複数コネクション複数経路の場合の輻輳ウィンドウ

をモニタした様子である．このときの縦の破線は �4*エラー

を示しており，輻輳ウィンドウの変化は複数コネクション単数

経路の場合とほぼ同じになった．

ここで複数コネクションにした場合，図 �3 のように一定の

グラフと鋸型のグラフになった結果を考察する．２つのコネク

ションのうちどちらか片方のコネクションが輻輳ウィンドウを

使い切ったら ��/がくるまで次の �����アクセス行われなく

なる．�����コネクションへのパケット振り分けはラウンドロ

ビンで実行されているので，片方のアクセスが止まってしまう

ともう片方のアクセスも止まることとなる．したがってもう一

方のコネクションには輻輳ウィンドウ分を使い切る量のパケッ

トが送られないので，0�!1 ��� 輻輳ウィンドウの特徴によ

り輻輳ウィンドウは一定となったと考えられる．

単数コネクションと複数コネクションの輻輳ウィンドウの違

いを比較する．この２つのグラフを比べると，複数コネクショ

ンの時の方が検出されるエラーの回数が，単数コネクションの

時より多くなっている．また，複数コネクションの一定のグラ

フと鋸型のグラフの輻輳ウィンドウを足し合わせると，最大で

単数コネクションの時の輻輳ウィンドウの値である #%,パケッ

トに近い値をとっていることが分かる．これは複数コネクショ

ンの場合，一定のグラフと鋸型のグラフになるので，その両方

の輻輳ウィンドウ分だけパケットは送信されることになる．し

たがってターゲットのデバイスドライバが溢れる頻度が高くな

るものと考えられる．



�� ま と め

本稿では，�����ストレージアクセスにおいてコネクション

を単数，複数に変化させ， ��接続も単数経路，複数経路に

変化させた時のスループットの違いと輻輳ウィンドウの振舞い

を観察し，比較した．その結果，�����単数コネクション  ��

単数経路と �����複数コネクション  ��単数経路を比較する

と，スループットはほとんど変わらないが，輻輳ウィンドウの

振舞いが大きく変化している様子がわかった．これは �����コ

ネクションが複数になったため輻輳ウィンドウがコネクション

ごとに異なる振舞いをしているためであると考えられる．さら

に，片方のコネクションにより �����アクセスが止められるこ

とにより，もう一方のコネクションでは輻輳ウィンドウを使い

きれず一定の値となっているようである．また，�����複数コ

ネクション  ��単数経路と �����複数コネクション  ��複

数経路を比較すると，スループットは複数コネクション複数経

路の方が多少向上するが，輻輳ウィンドウはほとんど変化が見

られていない．これは  ��ルータでの暗号化処理が複数経路

となったため負担が軽減されたものと考えられる．

今後はさらに詳しく解析を進め， ��複数経路にした場合

に性能が向上するような通信を実現させていきたい．
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