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あらまし アプリケーションのトラヒック特性の把握は，QoS制御の構築や評価において重要である．本稿では，有

線におけるトラヒック特性の把握をもとに，無線 LANにおけるシンクライアント通信のトラヒック特性を詳細に把握

することを試みた．トラヒック特性として，クライアント側のデータパケット到達間隔を計測し，画面の解像度の違い

及び無線 LAN環境がトラヒック特性に与える影響について述べる．ここで解像度とは，リフレッシュ度合い (キャッ

シュのON/OFF) を指す．キャッシュのON/OFFにより, 送出されるトラヒックの性質が異なるためトラヒック量及

びデータパケット到達間隔が変動するはずである．まずは有線通信環境で実験を行い，その後，無線通信環境におけ

る実験観測値との比較を行った．また，RTTの大きくなる環境での観測を行い，RTTの影響によりトラヒックがど

のように変化するかを把握する．
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Abstract Knowing traffic characteristics of typical applications is important for making and evaluating QoS (Qual-

ity of Service) controls. Thin-client communication system is becoming significant. Based on a previous research

on packet inter-arrival time distributions as the characteristics in a wired network, the distribution in a wireless

network has been investigated. The characteristics must differ between values such as RTT of TCP and volume and

patterns of generated data, which can be selected from screen resolution parameters. Experimental results show

that the characteristics in wireless networks are different from that in wired networks, especially when large RTT

is applied.
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1. は じ め に

マルチメディア通信を行う上で，QoS制御は重要である．有

線における QoS制御に比べて，無線における QoS制御におい

ては課題が多く残されている．このような課題を解決するた

めのトラヒックモデルの構築が望まれており，モデル構築のた

めの実際のアプリケーショントラヒックの特性把握は重要であ

る．本稿では，近年増加しているシンクライアントシステムの

無線 LANでのトラヒック特性を把握することを試みる．シン

クライアントシステムとは，クライアントからキーボードやマ

ウスのイベントを送信し，サーバから画面情報を受信するシス

テムを指す．シンクライアントシステムのトラヒックは，ユー

ザの操作により生成され送出されるため，実際のトラヒックに

は様々なバリエーションがありうる．しかしながら，パケット
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レベルでのキューイングなどの評価においては，パケット到着

間隔程度のミクロなモデル化があれば十分であり，本稿でもパ

ケット到着間隔をトラヒック特性評価尺度として用いている．

パケット到着間隔は一般にデータ送出側のデータ量・データ生

成パターンおよび TCP の輻輳制御の影響を受けて変動する．

従って，データ送出パターンおよび輻輳制御フィードバックメ

カニズムを考慮して特性把握を行うことが重要である．

すでに，有線通信環境における計測においてパケット到着間

隔は統計的に大きく２つのカテゴリに分けられることが示され

ている．この２カテゴリは，データ生成パターンにより決まり，

１つは画面リフレッシュに起因する比較的小さいバルクデータ，

もう１つはマウスやキーボードのエコーバックに起因する間

隔の大きいインタラクティブデータである．これに従って，パ

ケットが送出されるモデルとして，２状態遷移モデルがすでに

提唱されている [1]．また，無線通信環境における計測結果も報

告されており，速度ボトルネックによりバルクデータの遅延が

大きくなると言われている [2]．しかしながら，TCPのフィー

ドバックを考慮すると，RTT(Round Trip Time, 往復遅延)に

関する評価は十分ではない．また，データ送出パターンの重要

な要因である画面の解像度についても，文献 [2]にて評価が行

われているが，画面キャッシュの影響を過小評価しており，ま

だ十分ではない．

そこで，本稿では，キャッシュの有無を含めて解像度の大小

がトラヒック特性に与える影響を計測評価する．さらに，RTT

がトラヒック特性に与える影響も計測評価し，既存の２状態遷

移モデルが妥当であるかどうかを検証する．

以下，2章でシンクライアントシステムについて述べ，3章

で関連研究について述べる．4章で解像度についての評価結果

について述べ，5章で RTTについての評価結果を述べる．最

後に結論を述べる．

2. シンクライアントトラヒック

シンクライアントシステムとは，クライアントからキーボー

ドやマウスのイベントを送信し，サーバから画面情報を受信す

るシステムを指す．

2. 1 インタラクティブとバルクの 2つのデータ通信形態

シンクライアントシステムで観測されるシンクライアントト

ラヒックについて述べる．文献 [1] においては，シンクライア

ントトラヒックを特徴づける尺度として，サーバから取得した

データパケットの到着間隔が挙げられている．本稿でも，この

データパケット到着間隔をトラヒック特性尺度として用いるこ

ととする．

データパケット到着間隔は，統計的にインタラクティブデー

タによる大きな間隔と，バルクデータによる小さな間隔との主

に 2 種類に分けられる．インタラクティブデータはマウスや

キーボードイベントのエコーバックデータ，バルクデータは画

面リフレッシュの描画データに相当する．文献 [1]によると，こ

の 2種類は 6.3msec の間隔以上か未満かで分離できる．図 1に

インタラクティブデータとバルクデータの概要を示す．また，

インタラクティブデータとバルクデータの出現頻度は，図 2に

示すような 2状態の遷移モデルで表現される．
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図 1 シンクライアント通信

図 2 トラヒック状態遷移モデル

2. 2 従 来 研 究

文献 [2] では，バルクデータに関して，無線 LAN の帯域ボ

トルネックの影響によりパケット到着間隔が有線の場合よりも

22% 程度大きくなることが報告されている (有線網 100Mbps，

無線 LANIEEE802.11gの場合)．しかしながら，RTTによる

到着間隔の影響については述べられていない．さらに，同文献

では，大小２つの解像度の違いがトラヒック特性に与える影響

には差異が見られなかったとしている．しかしながら，計測に

おいて画面キャッシュの影響を過小評価しており，キャッシュの

有無と画面データ量の適当な組み合わせによりさらに大きな違

いが見られると思われる．

3. 計 測 実 験

実際に通信網を通ったトラヒックの特性を評価するために，

実機にて実験を行った．計測は，2台のノート PCをサーバと

シンクライアントとし，この 2 台をネットワークで接続した．

無線 LAN における計測は，2 台の PC の間に無線 LAN のア

クセスポイント (AP) を挟む形にし，サーバ側を有線で接続

し，クライアント側を無線で接続している．端末は，IBM 製

ノートPC ThinkPad 28815GJ，Pentium(R) 4CPU 3.06GHz，

504MB RAMで，OSは windowsXP Professional Editionで

ある．有線網としては，100Mbpsのイーサスイッチ，無線網と

しては，BUFFALO WHR-AM54G54 のアクセスポイントを

使用し，IEEE802.11gで動作させた．

無線 LANの設定パラメータはデフォルト設定，レート調整は

オート，その他は一般的な設定値を使用し，セキュリティ設定は
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していない．実験で使用したシンクライアントは，WindowsXP

のリモートデスクトップ (RD version6)である．

リモートデスクトップ上で行う作業において，作業が異なる

とサーバとクライアント間のトラヒック量やパターンが流れ方

が異なる可能性があるために，表 1 のような作業を標準とし

て設定した．この作業は，インタラクティブとバルク両データ

が取れるような内容である．また，作業の違いによるパケット

の流れの変動を極力少なくするために，マウスイベントやキー

ボードイベントなどの作業を記憶して，同じ作業を繰り返し正

確に実行するプログラムである UWSC [3]を用いた．

まず，クライアント側の PCで UWSCを起動し，リモート

デスクトップ接続後，表 1の標準の作業を行い，作業を記憶さ

せる．そして，接続するたびに記憶させたファイルを実行させ，

その都度クライアント側 PCにてパケットデータを収集した．1

つの計測データは，5回の作業の平均値を採用している．これ

は，プログラムの制約により，キーボードイベントのみはその

都度手打ちの必要があり，キーボードの打ち込み時や，リモー

トデスクトップ終了時のマウスの移動など作業回ごとに多少異

なる動作があるためである．ただし，ほとんどの作業を自動化

しており，後述の評価では統計値を用いているため，この作業

の差異が影響を及ぼすことは小さいと推測している．

表 1 リモートデスクトップ上での標準作業

ステップ 作業内容

1 リモートデスクトップ起動

2 ペイントを起動

3 ひらがな 7 文字を描画

4 ペイントのウインドウを縮小

5 メモ帳を起動

6 自分の名前を 10 回入力

7 ペイントとメモ帳のウインドウを 5 回切り替え

8 ペイントのウインドウを最大化

9 ペイント，メモ帳をデスクトップに保存し，ウインドウ消去

10 2 つのファイルを，ドラッグアンドドロップでゴミ箱に削除

11 リモートデスクトップ終了

表 1において，ステップ 3や 6では，文字キャラクタやマウ

ス位置などのエコーデータがサーバから返されるため，インタ

ラクティブデータを受信する．ステップ 7 のような作業では，

画面のリフレッシュが頻繁に起こるため，バルクデータを受信

する．

4. 解像度の違いによるトラヒック特性

本章稿では，キャッシュの効果を考慮して解像度の違いによ

るトラヒック特性について詳しく調べる．従来研究 [2]おいて

は，リモートデスクトップの設定画面のエクスペリエンスにて，

すべてのオプション情報を送る設定を H，すべてのオプション

情報を送らない設定を Lとして実験を進めていた．リモートデ

スクトップのエクスペリエンス設定画面を図 3に示す．その結

果，Hでは，ほぼすべての画面情報を得るため，バルクデータ

量が大きくなり，逆に Lでは限られた情報のみが送られるので

バルクデータ量は小さくなるはずであるが，Hと Lでほぼ差が

見られないということが報告されている．

しかしながら，画面ビットマップキャッシュの有無によるデー

タ量の変動は大きいと予想される．従来研究でほぼ差が見られ

ない原因はキャッシュを過小評価していることだと考え，ビッ

トマップのキャッシュ項目にチェックを入れるものと入れない

ものについても同様の実験を行った．従来研究と同じく H に

おいてキャッシュ以外は全てチェックを入れてキャッシュのみ

チェックをはずしたものを H-off，H と同じようにすべての項

目にチェックを入れたものを H-on，従来研究の Lの Lと同じ

ようにすべての項目のチェックをはずしたものを L-off，ビット

マップのキャッシュの項目にのみチェックを入れたものを L-on

とする．したがって，従来研究の Hは H-onに，Lは L-offに

相当する．エクスペリエンスの設定画面の例を図 3に示す．な

お，リモートデスクトップにおけるキャッシュのデフォルト値

は 1500KBである [4]．

図 3 リモートデスクトップのエクスペリエンス設定画面

4. 1 有線網のトラヒック特性

キャッシュの効果を含めた解像度による差異に関して，まず

は，有線網におけるトラヒック特性を評価した．キャッシュの

有無は，画面リフレッシュに影響を与えるため，バルクデー

タの特性が変化すると予想できる．従って，バルクデータに

関して，H-off，H-on，L-off，L-onの順に，データ量が多いと

予想できる．図 4 に，インタラクティブデータ，バルクデー

タのそれぞれのパケット到達間隔 (秒) の中央値，平均値，分

散を示す．インタラクティブデータ，バルクデータの分離は，

文献 [1] に従い，6.3msec で行った．その結果，予想通り，バ

ルクデータに関して，H-off，H-on，L-off，L-on の順にデー

タ量が多く，H-onと H-offのバルクデータの平均値において，

約 25.4%((0.000391358-0.000291765)/0.000391358) の差が見

られた．

図 5は，データパケット到着間隔 (log10)に対するパケット

数の割合 (%)，図 6では到着間隔に対するデータ量の合計の割

合 (%)を示す．それぞれのグラフは，5回の標準作業結果の計

測トラヒックの平均値をプロットしている．

図 5，図 6 より，H-off は 4 種類の環境の中で，バルクデー

タにおいて受信するパケット数とバイト数が一番多いことが分

かった．これと逆の傾向を示したものは，L-on である．L-on

は，バルクデータにおけるパケット数とバイト数は一番小さい
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が，インタラクティブデータにおけるパケット数とバイト数が

一番大きくなっている．H-offは画面リフレッシュ時に受信する

バルクデータが大きいにも関わらずキャッシュが働かず，L-on

は受信するバルクデータが小さいうえに，キャッシュが働くこ

とからこの結果は妥当である．

従来研究の環境である H-onと L-offでは，ほとんど差が見

られないという，従来研究と同じ結果を得ることができた．

interactive bulk interactive bulk interactive bulk

H-off 0.1093699 8.95E-05 0.127073527 0.000291765 0.012199116 6.51177E-07

H-on 0.1093772 9.03E-05 0.126780876 0.000391358 0.012009337 9.55946E-07

L-off 0.1093858 6.51E-05 0.136655449 0.00036111 0.015628845 9.15949E-07

L-on 0.1093906 6.74E-05 0.137685727 0.00039196 0.016090285 9.15638E-07

Median Average Variance

図 4 有線網の中央値，平均値，分散 (秒)

図 5 有線網のパケット到着間隔分布（パケット数）

図 6 有線網のパケット到着間隔分布（バイト数）

4. 2 無線 LANのトラヒック特性

無線 LANにおいて，同様の特性が現れるかどうかを評価し

た．同様に，無線 LANでの結果を図 7，図 8，図 9に示す．無

線 LANにおいても，4つの環境において測定を行った．無線

LAN における H-off と H-on のバルクデータの平均値の差は

18.3%と，有線網環境よりも差が小さくなっていた．そのほか

の傾向は，有線網の場合と同じであった．

interactive bulk interactive bulk interactive bulk

H-off 0.109374 0.000314 0.127154855 0.000617664 0.012827372 8.6206E-07

H-on 0.1094454 0.0003635 0.12740431 0.000755911 0.011950372 1.21836E-06

L-off 0.1094519 0.0003539 0.135400213 0.000670395 0.015184508 9.89215E-07

L-on 0.1094386 0.0003859 0.13614129 0.0007281 0.015906807 1.04021E-06

Median Average Variance

図 7 無線 LAN の中央値，平均値，分散 (秒)

図 8 無線 LAN のパケット到着間隔分布（パケット数）

図 9 無線 LAN のパケット到着間隔分布（バイト数）

4. 3 キャッシュのON/OFFによるトラヒック特性の違い

有線網の場合も，無線 LANの場合も，キャッシュをOFFに

した場合のバルクデータのデータ到着間隔の平均値は，ONに

比べて小さくなっていることが分かった．これは，キャッシュ

が OFF時は，ON時よりも送信するデータ量が多くなるため

に，データ到着間隔が小さくなるからである，と考えられる．

4. 4 有線網と無線 LANのトラヒック特性の違い

図 10と図 11は，有線網と無線 LANの４つの環境における

測定結果を一つのグラフにまとめたものである．有線網での結

果は実線で，無線 LANの結果は点線で示している．

図 10と図 11から，無線 LANにおけるバルクデータの到着

間隔は，有線と比較して大きくなっていることが分かる．一方，

インタラクティブデータの方は，無線 LANと有線網のデータ

到着間隔の差はそこまでないように思われる．バルクデータで

の差は，無線 LAN の通信速度が有線網と比較して遅いため，

この速度差がボトルネックとなって表れたものと考えられる．
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インタラクティブデータのような，データ到着間隔が大きな

データは，無線 LANと有線網の速度差の影響を受けたとして

も，無視できるほどの影響であるため，影響が出ていないよう

に見えるものと思われる．

文献 [2]では，無線 LAN越しの通信においてもバルクデータ

の到着間隔が大きくなるという違いを考慮すれば，有線網とほ

ぼ同等のトラヒックモデルが使用できると思われる，と述べら

れているが，キャッシュの ON/OFFによるバルクデータの到

着間隔も考慮する必要があることが今回の実験により判明した．

図 10 パケット到着間隔分布（パケット数）

図 11 パケット到着間隔分布（バイト数）

5. 遠隔地との通信におけるトラヒック特性

RTTの大きな環境における無線 LANでのトラヒック特性を

調べるために，遠隔地のクライアントから日本にあるサーバに

リモートデスクトップを試みた．遠隔地として，今回はマレー

シアのボルネオ島から接続した．クライアントは，NEC製ノー

ト PC VJ10E/CH-2 を使用した．先に用いた IBM 製ノート

PCと同等かそれ以上のスペックであるため，描画などローカ

ルな処理がボトルネックになることはない．サーバは，先の実

験と同じ IBM製の ThinkPadである．

計測データにて，RTT(＝ TCP データ送出から ACK 受信

までの時間) を解析したところ，マレーシアと日本間の RTT

はおおよそ 300msec～700msecと，大きく変動していた．計測

データにパケットロスがほとんど見られなかったため，伝搬遅

延，キューイング遅延が両方とも大きく，なおかつ帯域的には

それほど逼迫していないリンクとして考えることができる．無

線 LAN環境は，電波状況が芳しくなく，多端末での共有であっ

たが，それにも関わらず，パケットロスが少ないということは，

無線 LANのMACレベルでの再送などで無線 LAN区間では

パケットが廃棄されることが少なかったということを意味する．

4.章の実験と比較するために，4.章と同様の作業を，すなわ

ち，表 1の作業を行った．リモートデスクトップにおいて，よ

く使用されると思われる H-onと L-onの環境の結果は以下の

とおりである．比較のため，4. 2節での H-onと L-onでの計測

結果もプロットしてある．4. 2における結果を，ローカルなも

のとする．enkaku と書かれたものが遠隔地におけるデータで

ある．

4.章の実験と比較するために，3.章で述べた UWSCを使用

し，表 1の作業を行った．リモートデスクトップにおいて，よ

く使用されると思われる H-onと L-onの環境の結果は以下の

とおりである．比較のため，4. 2 節での H-on と L-on での計

測結果もプロットしてある．4. 2節における結果を，ローカル

なものとする．enkakuと書かれたものが遠隔地におけるデー

タである．図 13，図 14 において，遠隔地のデータは実線で，

ローカルの実験結果は点線で示している．

インタラクティブデータとバルクデータの境目を先ほどと

同様に 6.3msecに設定したところ，H-on環境におけるバルク

データの平均は，遠隔地とローカルで 58.4%異なり，L-on環境

でも遠隔地とローカルで 49.6%の違いが見られた．また，ロー

カルのデータに比べ，インタラクティブデータ，バルクデータ

の両方において，遠隔地の方が分散がかなり大きくなっている．

5. 1 RTTによる影響

図 14のバイト数のグラフにおいての，10～100ミリ秒にお

ける 遠隔地の分布がローカルにおけるバルクデータと思われ

る 0.1～1ミリ秒の分布と似ているため，遠隔地の 10～100ミ

リ秒におけるデータはバルクデータである可能性が高い．そこ

で，パケットを詳しく解析したところ，該当するパケットはバ

イト数が大きく連続するというバルクデータと思われるパケッ

トが多いことが分かった．

したがって，RTTおよびその変動の大きな環境においては，

インタラクティブデータとバルクデータを，文献 [1] に示され

ている 6.3msecという間隔で分離することは不可能である．ま

た，図 12の分散，図 13，図 14のグラフから，遠隔地におけ

るシンクライアントトラヒックは，ローカルにおけるシンクラ

イアントトラヒックのようにきれいにインタラクティブデータ

とバルクデータの二つに分離することが難しそうである．

RTTおよびその変動の大きな環境において，インタラクティ

ブデータとバルクデータの二つに分離できるか否か，また分離

できるとして，分類に用いる値が 6.3msecで正しいのか否かを

調べるのは，今後の大きな課題である．

6. お わ り に

QoS制御の構築や評価において重要となるアプリケーション
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interactive bulk interactive bulk interactive bulk

less-H-on 0.1094454 0.0003635 0.12740431 0.000755911 0.011950372 1.21836E-06

enkaku-H-on 0.08126925 0.001085 0.161476985 0.001817906 0.051133148 2.88703E-06

less-L-on 0.1094386 0.0003859 0.13614129 0.0007281 0.015906807 1.04021E-06

enkaku-L-on 0.1345515 0.000777 0.204170564 0.001445154 0.051223993 2.35875E-06

Median Average Variance

図 12 遠隔の中央値，平均値，分散 (秒)

図 13 パケット到着間隔分布（パケット数）

図 14 パケット到着間隔分布（バイト数）

のトラヒック特性として，本稿では，無線 LANにおけるシン

クライアントシステムのデータパケット到達間隔を評価した．

画面の解像度の違い及び無線 LAN環境がトラヒック特性に

与える影響について調べたところ，キャッシュを OFF にした

場合のバルクデータのデータ到着間隔の平均が，ONに比べ有

線では約 25%，無線では約 18%も小さくなることが分かった．

シンクライアント画面のキャッシュの有無と RTT の変動に

より，データパケット到達間隔は大きく変わることが判明した．

RTTが小さい有線あるいは無線の環境では，バルクデータとイ

ンタラクティブデータの２状態遷移モデルが妥当であることを

確認した．一方で，RTTが数百 msecというような環境では，

２状態遷移モデルでは，うまくモデル化できないことも判明し

た．画面の解像度の違い及び無線 LAN環境がトラヒック特性

に与える影響について調べたところ，キャッシュをOFFにした

場合のバルクデータのデータ到着間隔の平均が，ONに比べ有

線では約 25%，無線では約 18%も小さくなることが分かった．

今後は，RTTがトラヒックにどのように影響を及ぼすのか，

詳細に調べていく必要がある．また，背景トラヒックを含めた

場合のトラヒック特性，クライアントに移動体を用いた時のト

ラヒック特性を調べる予定である．
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